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Agenda
1.　はじめに　　　　自己紹介 
　　　　　　　　　　PMDAとは 
　　　　　　　　　　CRCに求められるもの 
2.　遺伝子治療　　　原理 
　　　　　　　　　　開発の現状 
　　　　　　　　　　規制の枠組み 
　　　　　　　　　　カルタヘナ法 
3.　自治医大にて　　AADC欠損症 
　　　　　　　　　　CAR-T療法 
　　　　　　　　　　院内体制



　　健康 
　被害 
救済

安全 
　対策

審査

•医薬品副作用被害救済に関する業務 
•生物由来製品感染等被害救済に関す
る業務 
•スモン患者への健康管理手当などの
受託・貸付業務 
•HIV感染者、エイズ発症社に対する健
康管理費用などの受託給付業務 
•「特定フィブリノゲン製剤及び特定
血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎
被害者を救済するための給付金の支
給に関する特別措置法」に基づく給
付金の支給等業務

の業務

•添付文書等記載事項の届出の受付業務 
•製造販売業者又は医療機関からの副作用などに　　　　　
関する情報の収集・整理業務 
•科学的分析などを通じた安全対策に資する調査・分析業務 
•製造販売業者からの安全対策に関する相談業務 
•一般の方などからの相談への対応 
•医薬品、医療機器、再生医療等製品に対する情報提供業務

•治験などに関する相談業務 
•医薬品、医療機器、再生医療等製品などの承認審査業務 
•再審査・再評価業務 
•承認申請資料などの内容に関する信頼性調査業務 
•製造所に対するGMP/QMS/GCTP等の調査業務 
•登録認証機関に対する調査等業務 
•日本薬局方などの基準作成調査業務



主な「薬害」
昭和　　ジフテリア予防接種（1948～1949） 
　　　　グアノフラシン白斑（1950～1951） 
　　　　ペニシリンアナフィラキシーショック（1953～1975） 
　　　　サリドマイド（1960年代） 
　　　　スモン（1960年代） 
　　　　アンプル入り風邪薬ショック（1960年代） 
　　　　クロロキン網膜症（1970年代） 
　　　　大腿四頭筋短縮症（1970年代） 
平成　　非加熱血液凝固因子製剤（1989～1996） 
　　　　ソリブジン骨髄抑制（1993） 
　　　　ヒト乾燥硬膜（1996～2001）　　　　 
　　　　フィブリノゲン（1998～2008）　　　　 
　　　　スティーブンス・ジョンソン症候群（1990年代～） 
　　　　ライ症候群（1990年代～） 
　　　　ワクチン禍（1990年代～）



国民に代わって問うている

人に投与してもいいの？ 
安全でないものはダメ 
有効でないものはクスリではない 

その基準は 
薬機法と関連法令 
各種ガイドライン・指針 
科学的妥当性 
国民的合意



臨床研究コーディネーター 
（Clinical Research Coordinator）
臨床試験を円滑・適切に実施するため 

責任医師・分担医師の業務を支援 
医療機関内における調整 

説明・同意取得への同席、補助説明 
参加者のスケジュール管理、相談対応 
他の部門との業務調整（治験依頼者を含む） 
症例報告書の作成補助 
服薬指導、服薬状況の確認 
開発型では、実施計画書・説明同意文書作成に協力



計画書を作る、守るためには

試験の意義　何のために 
　　　　　　何をどう使って 
　　　　　　どんなことが期待できる？ 
実施手順　　対象患者の特定 
　　　　　　治療内容、評価方法 
　　　　　　データ収集・管理の方法、解析の方法 
　　　　　　責任体制、連絡先



「遺伝子を治療する」vs「遺伝子で治療する」
正常細胞 異常細胞

正常遺伝子

正常蛋白質

異常遺伝子

蛋白質欠損

正常遺伝子で置換 
正常配列に修復

正常遺伝子を補充

他の遺伝子を付加異常遺伝子

異常蛋白質

正常蛋白質 
を産生

正常蛋白質 
を産生

異常蛋白質や 
RNAを抑制

他の遺伝子を付加 細胞機能を増強 
新たな機能付加

突然変異

突然変異

遺伝子治療後の細胞



遺伝子治療：体外法と体内法 
体外法（ex vivo） 体内法（in vivo）

治療用遺伝子

ベクター
標的細胞

遺伝子導入

遺伝子導入細胞の
選択・増幅

遺伝子導入細胞の輸注
ベクター注射

治療用遺伝子

ベクター



体内法の応用例
頭蓋内： 
　脳腫瘍 
　パーキンソン病

心筋： 
　虚血性心疾患

静脈内（全身投与）

気道： 
　肺癌 
　嚢胞性繊維症

肝臓： 
　血友病 
　代謝疾患

筋肉内： 
　血友病 
　血管病変（閉塞性） 
　ワクチン



標的細胞への遺伝子導入

治療用遺伝子
ベクター

遺伝子導入
遺伝子の補充・修復 
機能付加

蛋白分泌



代表的ウイルスベクター
ウイルス アデノ アデノ随伴 レトロ／レンチ

ゲノム dsDNA ssDNA ssRNA

野生型の病原性 あり なし なし／あり

挿入遺伝子サイズ 9kb (30kb) 4.5kb 8kb

ウイルス粒子 安定 安定 不安定

染色体への組み込み なし まれ（ランダム） 準ランダム

遺伝子発現 一過性 安定 安定

非分裂細胞への導入 可能 可能 不可能／可能

体内法 適 適 不適／適

病原性／副作用 炎症・免疫反応 免疫反応 挿入変異



レトロ／レンチベクターでの治療例

血液・免疫細胞を用いた ex vivo 遺伝子治療 
先天性免疫不全症　　　ADA欠損重症複合免疫不全症 
                                 X連鎖重症複合免疫不全症 
                                 Wiskott-Aldorich症候群 
                                 慢性肉芽腫症 
ヘモグロビン異常症      サラセミア 
代謝異常症　　　　　　副腎白質ジストロフィー 
　　　　　　　　　　　異染性白質ジストロフィー 
悪性腫瘍に対するキメラ抗原受容体導入T細胞療法



アデノウイルスベクターでの治療例

悪性腫瘍に対する in vivo 遺伝子治療 
国内でも　　肺がん 
　　　　　　悪性中皮腫 
　　　　　　食道がん 
　　　　　　前立腺がん 
　　　　　　骨軟部悪性腫瘍、etc



AAVベクターでの治療例

終末分化した実質臓器の in vivo 遺伝子治療 
神経・眼　　　Parkinson病 
　　　　　　　AADC欠損症 
　　　　　　　先天性黒内障（Leber 病） 
　　　　　　　脊髄性筋萎縮症（SMA） 
肝　　　　　　血友病 
                     家族性高脂血症（LPL 欠損症） 
筋　　　　　　Duchenne 型筋ジストロフィー



腫瘍溶解性ウイルス
腫瘍特異的に感染・増殖 
（抗腫瘍免疫も期待） 
　アデノウイルス 
　単純ヘルペスウイルス 
　ワクシニアウイルス 
　麻疹ウイルス 
　コクサッキーウイルス 
　　　　などなど・・・



欧米既承認遺伝子治療製品
品名 ベクター／遺伝子 適応 承認国

Glybera AAV/LPL LPL欠損症 EU

Imlygic 腫瘍溶解性HSV/GMCSF 黒色腫 US/EU

Strimvelis レトロ/ADA ADA欠損症 EU

Zalmoxis レトロ/HSVtk 移植片対宿主病 EU

Kymriah CD19-CAR-T ALL/悪性リンパ腫 US/EU

Yescarta CD19-CAR-T 悪性リンパ腫 US

Luxturna AAV/RPE65 Leber先天性黒内障 US/EU

Zolgensma AAV/SMN1 脊髄性筋萎縮症1型 US

Zynteglo レンチ/βglobin βサラセミア EU



本邦既承認再生医療等製品

薬事法 薬機法

医薬品

医薬品

再生医療等製品

細胞加工製品
テムセル 

ステミラック 
ハートシート

医療機器
ジェイス 

ジャック

遺伝子治療製品
キムリア

コラテジェン

医療機器



国内治験中の遺伝子治療製品
　　　　　分類 　　　　　　　品目

　　ヒト細胞加工製品 　TCR遺伝子導入T細胞 
　CAR遺伝子導入T細胞

　　プラスミドベクター 　花粉症DNAワクチン

　　ウイルスベクター

　FGF発現センダイウイルス 
　抗腫瘍アデノウイルス 
　腫瘍溶解性アデノウイルス 
　腫瘍溶解性ヘルペスウイルス 
　脊髄性筋萎縮症治療用AAV

　　遺伝子発現治療製品
　遺伝子組換え細菌ワクチン 
　弱毒自然分離腫瘍溶解性ウイルス 
　mRNA



再生医療を国民が迅速かつ安全に受けるための総合的な施策の推進に関する法律
再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図る（議員立法.H25.5.10）

再生医療等安全性確保法（H25.11.27） 薬事法改正法（H25.11.27）
再生医療等の安全性の確保等を図るた
め、再生医療等の提供機関及び細胞培養
加工施設についての基準を新たに設け
る。

再生医療の実用化に対応できるよう、　
再生医療等製品の特性を踏まえた承認・
許可制度を新設するため、改正を行う

臨床研究自由診療

多くの製品をより早く安全な再生医療を迅速かつ円滑に

製造販売

再生医療等製品の特性に応じた
早期承認制度の導入

医療機関から企業への細胞培養
加工外部委託を可能に

患者への説明と同意、使用の
対象者に関する事項の記録・
保存など市販後の安全対策

リスクに応じた三段階の提供基準と
計画の届出等の手続、細胞培養加工
施設の基準と許可等の手続を定める

迅
速
性

安
全
性



臨床試験と規制

臨床試験

治　験　 企　業　治　験

医師主導治験

治験以外の再生医療・細胞療法 
（ex vivo 遺伝子治療を含む）

自主臨床試験
in vivo 

 遺伝子治療

医薬品・ 
医療機器

薬　器　法／G　C　P　省　令

薬　器　法／G　C　P　省　令

再　生　医　療　等 

安　全　性　確　保　法

遺　伝　子　治　療　等　臨　床 
研　究　に　関　す　る　指　針

臨　床　研　究　法 



安全性・効果の規制

商品化 研究

in vivo 
遺伝子治療

薬機法 
（遺伝子治療製品）

臨床研究法 
+ 

遺伝子治療臨床研究指針

ex vivo 
遺伝子治療

薬機法 
（細胞加工製品） 再生医療等安全性確保法



安全性・効果の審査

商品化 研究

in vivo 
遺伝子治療

PMDA
認定臨床研究審査委員会 

+ 
厚生科学審議会

ex vivo 
遺伝子治療

PMDA
特定認定再生医療等委員会 

+ 
厚生科学審議会



カルタヘナ議定書
目的　：改変された生物（LMO）の使用等による生物の多様 
　　　　性への悪影響を防止する 

措置　：LMOの3カテゴリーに対応した安全な取扱い、 
　　　　包装および輸送、必要な情報の提供を義務付ける 

①環境への意図的な導入を目的とするもの（種子など）　　　 
②拡散防止措置の下での利用を目的とするもの 
③食用、飼料用、加工用を目的とするもの 

締約国：171の国及び地域（2017年8月30日現在、アメリカ 
　　　　合衆国は不参加）



カルタヘナ議定書

カルタヘナ法

政令

施行規則（６省共同省令） 研究開発二種省令 
（文、環）

産業利用二種省令 
（財、厚、農、経、環）

認定宿主ベクター系
告示（文）

GILSP 
告示（経）

GILSP 
告示（厚）

第一種評価要領 
（６省共同告示）

生物多様性条約
国際的枠組み

国内法令

基本的事項 
（６省共同告示）



カルタヘナ法概要（1）
名称：遺伝子組換え生物等の使用等の規制による 
　　　生物の多様性の確保に関する法律 

目的：国際的に協力して生物多様性の確保を図るため 
　　　遺伝子組換え生物等の規制措置を講ずる 

対象：遺伝子組換え生物等、すなわち 
　　　　①遺伝子組換え技術 
　　　　②科間細胞融合技術 
　　　　を用いて得られた核酸を有する生物



カルタヘナ法概要（2）
措置：遺伝子組換え生物等の使用形態を2つに分け、 
　　　講ずるべき措置を規定 
　　　　第一種使用等：拡散防止措置なし 
　　　　第二種使用等：拡散防止措置あり 

罰則：従来の規制と違う 
　　　　1年以内の懲役または100万円以内の罰金 
　　　　　　もしくはその両方 
　　　　情報提供の不備だけでも罪



カルタヘナ法と遺伝子治療

第一種使用等 第二種使用等

拡散防止措置 なし あり

例 in vivo 遺伝子治療 ベクター製造 
ex vivo 遺伝子導入

臨床研究 厚労大臣承認 機関承認/大臣確認

治験 厚労大臣承認 厚労大臣確認



臨床試験 @ 自治医大

In vivo 
AAVベクター　　Parkinson病（臨床研究） 

　　　　　　　　　  AADC欠損症（臨床研究） 

Ex vivo 
RVベクター／CD19-CAR-T 
　　　　　　　　悪性リンパ腫（臨床研究） 

　　　　　　　　　 急性リンパ性白血病（治験）



芳香族 L-アミノ酸代謝
Phe

Tyr

Tyr

Dopa

Dopamine

Trp
BH4

5-HydroxyTrp

GTP

qBH2
Dihydroneopterin 
triphosphate

GCH

PAH TYH TRH

Norepinephrine
Epinephrine

Melanine
Thyroid hormones

AADC

6-Pyruvoil-
tetrahydropterin

PTPS

SR

Serotonin





 









AADC：一種使用規程の改訂

これまでの規程 
　　投与後72時間は個室管理 

全例（P病8例、AADC欠損症5例）にて、投
与翌日から血液・尿にベクター検出されず 

新しい使用規程 

　　個室管理不要



疾病等／有害事象の報告

In vivo 遺伝子治療は法と指針の二重縛り 

　　疾病等（法）：　　因果関係あり 

　　　　　　　　　　　報告主体は研究責任医師 

　　有害事象（指針）：因果関係の有無を問わず 

　　　　　　　　　　　報告主体は研究施設の長



疾病等／有害事象の報告
重篤度 因果関係 予測可能性

特定臨床研究 指針
PMDA 委員会 PMDA 委員会

死亡
あり

未知 7日 7日

速やかに

既知
- 

15日

なし
未知

-
既知

重篤
あり

未知 15日 15日
既知

-

定期

なし
未知

-
既知

非重篤
あり

未知
定期

- 定期
既知

なし
未知

-
既知



CAR-T
Chimeric            キメラ 

Antigen              抗原 

Receptor            受容体を発現する 

T lymphocyte      Tリンパ球



がん免疫療法
 能動免疫  全般的免疫力活性化 非特異的免疫賦活剤

NK細胞
 がんワクチン がん抗原ペプチド・核酸

腫瘍抗原感作樹状細胞
高免疫原性修飾がん細胞

 受動免疫  モノクロナル抗体 αCD20
 養子免疫 腫瘍浸潤T細胞（TIL）
　（Tリンパ球移植） T細胞受容体（TCR）発現

キメラ抗原受容体（CAR）発現
 免疫調節  チェックポイント阻害 αCTLA、αPD1/PDL1



遺伝子治療臨床試験ワークショップ 

CAR-T臨床試験の実施体制の確立 
Building a Clinical CAR-T Program - Jichi Medical University Experience 

自治医科大学 
内科学講座血液学部門 
免疫遺伝子細胞治療学(タカラバイオ)講座 
遺伝子治療研究センター 

大嶺　謙

2019年7月20日東京大学本郷キャンパス 
山上会館



自治医科大学附属病院における 
CAR-T療法臨床研究体制の構築

臨床研究チーム 
の編成 
医師・看護師 
CRC 
臨床研究支援センター 
学内IRB

病診連携 
血液科医師 
CRC

細胞採取と輸送 
プロセシング 
輸血細胞移植部  
細胞プロセシング施設

病勢コントロール 
前処置化学療法 
CAR-T輸注 
血液科医師 
4W病棟看護師 
薬剤師

治療早期の 
有害事象への対応 
ICUチーム 
神経内科医 
薬剤師

長期フォロー 

血液科医師 
CRC 
臨床研究支援センター



病院

製造施設

アフェレーシス

Ｔ細胞単離

遺伝子導入 CAR-T 
拡大培養

凍結

Ｔ細胞活性化

✚

✚

製造・品質検定 
2-4 週間

製品化

病勢コントロール

輸送 輸送

前処置

CAR-T療法の流れ

Anti-CD3/28 mAbs & IL-2: 29% 
Anti-CD3/28 beads: 66%

Retroviral: 41% 
Lentiviral: 54%

T-Flasks: 22% 
Static Culture Bags: 35% 
Rocking Motion Bioreactor: 43%

Vormittag P, et al. Curr Opin Biotechnol. 2018.



Maude SL et al. NEJM 2018 
Park JH et al. NEJM 2018

ELIANA試験  
Tisagenlecleucel

MSKCC 
JCAR015

CR+CRi : 81% (61/ 75) 
ITT : CR+CRi : 66% ( 61/ 92) 
Time from enroll to infusion: 45d (30-105)

CR: 83% (44/ 53) 
ITT : CR : 54% ( 45/ 83) 
Time from enroll to infusion: 74d (44-312)

CD19-CAR-T 療法臨床試験におけるITT



Ｔ細胞単離
凍結

Bridging Therapy

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

採取

細胞製造

細胞製造

前処置

• 登録基準に抵触しない 
• 合併症のリスクがない 
• 程よく病勢コントロールが可能



• 患者 

• 看護師 

• 他科 (ICU, 神経内科, 救急部) 

• 臨床検査部 

• CRC 

• 研究部門 (ラボランチン)

• 遺伝子改変T細胞療法コンセプト 

• 有害事象とそのマネージメント 

• カルタヘナ対応 

• 長期フォローアップ

臨床現場における教育とトレーニング

SOP/ workflow / slide / pamphlet



CD19-CAR-T臨床試験SOP
1. 有害事象報告 

2. 遺伝子治療臨床研究審査委員会、安全・効果評価・適応判定委員会 

3. 被験者登録 

4. 個室管理 

5. 調製細胞用全血採血及び運搬方法 

6. 臨床用細胞プロセシング室の運用 

7. 臨床研究薬の管理方法（遺伝子導入リンパ球用） 

8. 特殊検査（RCR、LAM-PCR、CAR遺伝子導入リンパ球血中動態測定、血漿
サイトカイン、Tリンパ球サブセット解析及びHAMAテスト） 

9. モニタリング



CD19-CAR-T 輸注計画書

臨床研究登録番号：CAR-〇〇〇 
患者 ID:　〇〇〇〇〇〇-〇 

病名：びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 (DLBCL) 
輸注レベル2：3x106個/kg、前処置：シクロホスファミド 1.5g/m2  
担当医：〇〇 / 〇〇 / 〇〇 
CRC：〇〇

これまでに受けた主な 
化学療法レジメン

R-CHOP療法→PR 
R-ICE療法→PR 
MEAMを前処置とする自家移植  
(〇〇年〇月)→PR

現在の病態 PD

PET所見（ 年 月 日） 頸部、縦隔、腹腔内リンパ節に集積あり

骨髄所見（ 年 月 日） 浸潤所見なし

ECOG PS     1

脳MRI所見（  年 月 日）  

心臓超音波（  年 月 日） 心機能正常 (EF  %)

呼吸機能検査 (  年 月 日) 異常なし

その他、問題点

• 〇〇年〇月〇〇日施行のCTにて左肺底部に肺炎像

を認めるが、〇〇年〇月〇〇日のCTでも同様の所

見あり、活動性はないと判断する。 
• 甲状腺癌にて〇〇年 右甲状腺亜摘出術: チラージン

S内服中。 
• Key personは両親 
• ICU/神経内科連絡済

感染予防：アシクロビル, フルコナゾール, レボフロキサシン, ペンタミジン吸入

Day Date  実施計画書P81～　　　　　　　　プロトコル規定検査

-12 水
二次登録はDay-12からDay-3までに終了すること。　　　　　　　　　　 
（二次登録：検査、臨床試験説明、二次同意取得、登録など。）

-11 木  
-10 金  
-9 土  
-8 日  
-7 月  

-6 火 入院　　（夕方：　試験の説明・二次同意取得） 
二次登録前の採血・尿

-5 水 特殊採血 
二次登録用紙の作成・二次登録

-4 木 （二次登録）　　PICCカテーテル挿入 (左正肘)
-3 金  

-2 土

フェブリク10mg（朝）、イーケプラ500mg（朝・夕）内服開始 
CY投与（1.5g/㎡）　　 
輸液：CY投与12時間前～CY投与後24時間 
CY投与終了後ウロミテキサン（CYの40％量）3回投与 
採血（特殊採血あり）、尿　　

-1 日 採血（特殊採血あり）、尿　　休息日

0 月

心電図モニター装着 
輸注30分前：アセトアミノフェン400mg、ジフェンヒドラミン　30m
内服　　　 
CAR-T投与 (1/3量) 
採血（特殊採血あり　輸注前、輸注後８時間）、尿

1 火

輸注30分前：アセトアミノフェン400mg、ジフェンヒドラミン　30m
内服　　　　 
CAR-T投与 (2/3量) 
採血（特殊採血あり　輸注前）、尿

2 水 採血（特殊採血あり　輸注後24時間、RCR）、尿

3 木 採血（特殊採血あり　輸注48時間後）、尿

4 金 採血、尿



カルタヘナ対応
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律（カルタヘナ法） 

第一種使用等：環境中への拡散を防止しない 
　　　　　　　　組換えウイルス（を含む）製品の投与 
　　　　　　　　　→ 大臣承認が必要 
第二種使用等：環境中への拡散を防止しつつ行う 
　　　　　　　　遺伝子導入ベクターの製造 
　　　　　　　　組換え生物を用いた細胞への遺伝子導入 
　　　　　　　　　→ 産業利用は大臣確認が必要



カルタヘナ対応個室管理スケジュール

カルタヘナ対応開始・CAR-T輸注Day 0

RCR(増殖性レトロウイルス)検査実施Day 1

RCR検査結果陰性 ⇒   排泄物消毒不要Day 2

RCR検査結果陰性 
 ⇒   個室管理解除 ※（一般病室へ移動）Day 3

※遺伝子導入細胞の最終投与から72時間後より解除可能 
 例) day 0の14時に投与が終了した場合day3の14時以降に個室管理解除

検体運搬用ボックス



「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」 
に基づく患者個室管理が必要です

患者用パンフレット



CAR-Tの副作用

サイトカイン放出症候群（CRS） 
中枢神経障害（CRES） 
On-target/off-tumor 

腫瘍崩壊症候群（TLS） 

感染症 

アレルギー反応



ラボにおけるサイトカイン検査

Angiopoietin-1 IL-8

Angiopoietin-2 IL-10

CX3CL1  Fractalkine IL-12

gp130 IL-15

GM-CSF IP-10  CXCL-10  CRG-2

IFNγ IL-18

IL-1α MCP-1  CCL2

IL-1β MIP-1α  CCL3

IL-2 PDGF-BB

IL-2Rα/CD25 RAGE

IL-5 TNFα

IL-6 TNFR2
0

10

20

30

40

pre -1 0 1 2 3 4 5 7 9 11 14 16 17 21 25 28 



CAR-T療法独自のプロトコールの確立が必要

• アフェレーシスから細胞プロセシング、輸注まで
包括的に管理する部署 

• 有害事象 （特にCRSと神経毒性）へ対応 ：　　
他科との連携および高いスキル、意識を有する
スタッフの育成 

•臨床検体・データの集積体制


