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想】 21 世紀、日本経済社会の行方を考える

元 国土庁長官官房審議官       
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第 443 回、444 回 国際治療談話会は、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となった為、当機関紙発行も見送らせ
ていただき、第 445 回国際治療談話会のご案内となりました。
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第１部

遺伝子治療と細胞治療の進歩
司会のことば

を浴びるようになった。現在、がん、代謝疾患、神経
疾患などに対する数百におよぶ遺伝子治療の臨床試験
が世界中で実施されている。自治医科大学はアデノ随
伴ウイルスベクター（AAV）を用いて、ADCC 欠損症
という脳神経疾患に対する遺伝子治療で成果を上げて
( 公財 ) 日本国際医学協会 理事

永井良三

きた。
最近は、CAR-T 細胞のように患者の T 細胞にキメ
ラ抗原受容体（CAR）を発現させてリンパ腫を攻撃す

遺伝子治療は、1990 年頃から注目されてきた。と

る細胞治療も実用化された。そこで今回は、自治医科

くに先天性免疫不全症に対する治療が注目されたが、 大学の小澤敬也特任教授に「遺伝子治療の本格的幕開
レトロウイルスベクターの挿入変異による白血病発症

け：CAR-T 細胞療法を中心に」、山形崇倫教授に「小

が問題となり、開発は中段された。その後、ベクター

児神経疾患に対する遺伝子治療の進歩」についてご講

が改良され、対象疾患も絞られてきたため、再び注目

演いただくこととした。
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講演Ⅰ

香族アミノ酸脱炭酸酵素）欠損症、Leber 先天性黒内障、
血友病、脊髄性筋萎縮症で臨床的な効果が認められてい

遺伝子治療の本格的幕開け：
CAR-T 細胞療法を中心に

る。AAV ベクターは安全性が高く、神経細胞、網膜細胞、
筋細胞、肝細胞などに効率良く遺伝子導入できること
が知られている。そのような非分裂性の終末分化した
細胞に AAV ベクターを使って１回遺伝子導入すると、
自治医科大学

長期間の遺伝子発現が得られ、治療効果が何年も持続

名誉教授・客員教授

する。がんに対する遺伝子治療に関しては、遺伝子改

小澤敬也

変 T 細胞療法が注目されるようになっており、CAR（キ
メラ抗原受容体）-T 細胞療法と TCR（T 細胞受容体）

X-SCID（X 連鎖重症複合免疫不全症）に対するレト

-T 細胞療法に分けられる。CAR は、モノクローナル

ロウイルスベクターを使った造血幹細胞遺伝子治療で

抗体の Fab 部分を単鎖抗体（scFv）としたものが細胞

挿入変異による白血病が発生してから、遺伝子治療の

外で、細胞内の CD3 ゼータ鎖に連結し、それらの間に

臨床試験は長年に亘って停滞していた。しかしながら、 共刺激シグナル発生ユニット（主に、CD28 あるいは
ここ数年、遺伝子治療の臨床試験の成功例が次々と報

4-1BB）を挟んだハイブリッドタンパク質であり、抗

告されるようになり、遺伝子治療が世界的に復活してき

原を認識することにより T 細胞の活性化と増殖誘導を

ている。造血幹細胞遺伝子治療は SIN ベクター（自己

もたらすものである。特に、CD19 抗原を標的とした

不活性化レトロウイルスベクター）を使うことにより、 CAR-T 細胞療法は、再発難治性の急性リンパ芽球性白
より安全に、かつ現実的となってきた。さらにその後、 血病や悪性リンパ腫に対して驚くべき治療効果を発揮
レンチウイルスベクターの登場により、CNS（中枢神

した。2017 年にはこの治療法が米国 FDA で承認さ

経系）症状を示す副腎白質ジストロフィーのような疾

れ、ヨーロッパ（2018 年）、日本（2019 年）が続

患においても造血幹細胞遺伝子治療が成功するように

いた。CAR-T 細胞を輸注して発生する初期の副作用

なった。AAV（アデノ随伴ウイルス）ベクターを用い

としては、CRS（サイトカイン放出症候群）、ICANS

た遺伝子治療については、パーキンソン病、AADC（芳 （免疫エフェクター細胞関連神経毒性）、及び TLS（腫
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瘍崩壊症候群）が知られる。CD19-CAR-T 細胞療法

呼ばれている）が研究されている。もう一つの重要な

で見られる後期の副作用は、正常の B 細胞も破壊され

課題は、固形がんに対する CAR-T 細胞療法がまだ成

てしまうために発生する血清免疫グロブリン値の低下

功していないことである。この問題については、他の

で、このような現象は on-target, off-tumor 反応と

治療戦略を組み合わせた複合療法の開発が必要である

呼ばれる。CAR-T 細胞療法が期待できる次の標的抗原

と考えられている。その他、ゲノム編集技術が急速に

は BCMA（B 細胞成熟抗原）であり、BCMA-CAR-T

発展しつつあり、遺伝子改変 T 細胞療法への応用も活

細胞療法は多発性骨髄腫に対して有効であることが報

発化してきている。例えば、１）TCR 遺伝子ノックア

告されている。ところで、CD19-CAR-T 細胞療法は

ウトによる同種（ユニバーサル）CAR-T 細胞療法の開

B 細胞性腫瘍に対して著効を示したが、長期フォロー

発、２）CAR-T 細胞の TRAC（TCR α鎖コンスタント）

アップでは、生存率が次第に低下し，臨床成績は満足

領域への CAR 遺伝子のターゲティング（抗腫瘍活性の

できるものではないことが明らかとなった。CAR-T 細

増強）、３）CAR-T 細胞の PD-1 遺伝子ノックアウト

胞療法後の再発の主な理由としては、CAR-T 細胞が患 （局所の免疫チェックポイント阻害による細胞傷害活性
者体内で充分長く存続しないこと、及び腫瘍細胞の抗

の増強）などが試みられている。

原エスケープが挙げられている。前者の問題に対して

以上のように、遺伝子治療の分野では未解決の問題

は、CAR-T 細胞の製造法の改良が検討されている。さ

がまだ数多く残されているが、医療経済面での重要な

らに、CAR 分子の構築の最適化、CAR-T 細胞強化の

課題は、最近承認された遺伝子治療が極めて高額なこ

ためのさらなる遺伝子改変（armored CAR-T 細胞と

とである。
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AADC 欠 損 症 は、 芳 香 族 L ア ミ ノ 酸 脱 炭 酸 酵 素

講演Ⅱ

(AADC) の遺伝子変異による常染色体劣性遺伝性疾患

小児神経疾患に対する遺伝子治療の進歩

である。AADC は、ドパミンとセロトニンを合成する
酵素で、欠損によりドパミンとセロトニン、ドパミン
から合成されるノルエピネフリンとエピネフリンが低
下する。重症型は、乳児期早期から随意運動障害と筋

小児科学

緊張低下、眼球偏位発作、ジストニア等で発症し、生

教授

涯 臥 床 状 態 で あ る。 軽 症 型、 中 間 型 例 も あ る。 ２ 型

山形崇倫

AAV にヒト AADC 遺伝子を挿入したベクター（AAV-

自治医科大学

hAADC-2）を作製し、定位脳手術により、両側被殻
の 各 ２ か 所 ず つ、 計 2x1011vg を 注 入 し た。2015
遺伝子治療開発が世界的に発展し、小児神経疾患で

年 6 月以降、8 人に治療実施した。実施年齢は 4-19

臨床応用が進められ、保険収載された治療も出てきて

歳。7 例は重症型で、随意運動はほとんど無く、臥床

いる。われわれは、AADC 欠損症に対する遺伝子治療

状態で、毎日頻回の OGC 発作と数時間続くジストニ

を臨床研究として実施した。その経過と、開発中の治

ア発作を起こしていた。経管栄養や呼吸補助を要する

療について、世界的な現状、認可された脊髄性筋萎縮

患者もあった。患者 3 は、3 歳まで臥床状態だったが、

症 (SMA) に対する遺伝子治療について解説する。

AADC 欠損症と診断後、MAOB 阻害薬内服し運動機

ウィルスベクターを用いた遺伝子治療は、主にレン

能が改善、5 歳時には支持歩行が少し出来るまでになっ

チウィルスベクターを用いた in vitro 法と、アデノ随伴

た。AADC 特 異 的 ト レ ー サ ー の 6-[18F]fluoro-m-

ウィルス (AAV) ベクターを用いた in vivo 法が開発さ

tyrosine (FMT) を用いた FMT-PET 検査で、健常人

れている。レンチウィルスベクター治療では、副腎白

見られる線条体への FMT の取り込みがなかった。6 か

質ジストロフィーなどで治験が進められている。小児

月後に被殻が高信号になり、AADC 発現が確認され、

神経疾患の遺伝子治療は、AAV ベクターが主流で、多

2 年後も持続していた。全員運動機能が改善し、全例

くの疾患で開発研究中である。AAV はヒトに病原性が

頚定し、3 例は歩行器歩行可能になった。ジストニア

なく、染色体に組み込まれないため発癌リスクが低い。 発作は全例消失した。ベクターに起因する有害事象は
分裂細胞では減少していくが、非分裂の神経細胞では

なかった。重症型の患者２は、２か月で頸定、４か月

長期に存在する。

後には歩行器歩行開始した。4 年後には支えられて杖
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歩行を始めており、経口摂取可能で胃瘻を抜去した。 された。1 回の静脈注射で生涯効果を示すと考えられる。
患者７は、経過良好で、3 か月後には歩行器歩行が、7

SMA は、SMN1 遺伝子変異により、脊髄前角運動神

か月には少し泳いだり、手でドアを開けることが可能

経細胞の進行性の細胞死を来し、筋力低下、筋萎縮が

になった。中間型の患者３は、３か月頃から独歩可能

新生児期から進行し、乳児期に死亡する。AAV9 ベク

になり、2 年後には走行や階段昇降可能、自転車やブ

ターに SMN1 遺伝子を挿入し、点滴静注する。発症前

ランコに乗れるようになった。会話し、九九の暗記も

から早期に治療すると、歩行可能な患者もある。ただし、

でき、発達指数も正常域になった。早期治療および酵

大量静注するため、肝障害が出現する例があり、治療

素残存活性が推定される遺伝子変異を持つ患者で治療

前日からステロイド内服を行う。当院実施例も一過性

効果が高いと考えられた。早期診断のため、ろ紙血を

の肝障害、血小板減少を来した。大量使用時には免疫

用いた 3-O メチルドパ測定によるスクリーニング検査

反応が起こると考えられる。

を開発している。
わ れ わ れ は、 グ ル コ ー ス ト ラ ン ス ポ ー タ ー １
（GLUT1）欠損症および Niemann-Pick 病 C 型 (NPC)
に対し、AAV9/3 ベクターを用いた遺伝子治療法を開
発している。GLUT1 欠損症は、脳への糖輸送体であ
る GLUT1 の遺伝的欠損により難治性てんかん、知的
障害、小脳失調等を発症する。NPC は、新生児期発症
では重度の肝障害と発達遅滞を、乳児期後半以降発症
では神経・精神症状を主とし、退行していく。両疾患
とも、モデルマウスで治療効果が得られ、治験の準備
を開始している。他に数疾患で治療開発中である。
世界的に、ライソゾーム病を始め多くの小児神経、
筋疾患の遺伝子治療が開発中である。SMA に対する遺
伝子治療が、2019 年５月に FDA で承認され、2020
年３月に日本でも PMDA に承認され、５月に薬価収載

AAV ベクターを用いた遺伝子治療は、これまで治療
法がなかった小児神経・筋疾患に対して有効性が高い
が、有害事象に注意しての治療・開発が必要である。
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第２部

感 想
紹介
アンの近代経済学の学者達が協力していて、日本の政
( 公財 ) 日本国際医学協会 理事

永井良三
元 国土庁長官官房審議官の高津定弘先生に少子高齢
化時代が本格化した 21 世紀の日本の経済についてお
話をいただく。

府の各省のいろいろな政策作りの中では極めて特異な
存在です。決定は閣議決定で、時の政権の内閣総理大
臣がご自身のやりたい政策を全体で束ねて 5 年先、7
年先位まで見越した政府としての計画を作る、これが
日本の戦後復興からはじまり、オイルショック後位ま
でうまく機能して、日本経済は世界 2 位の地位までの
ぼりつめました。

21 世紀、
日本経済社会の行方を考える

日本経済全体でとらえたマクロの経済政策は経済計
画で対応した一方、東京と地方の所得格差、あるいは
収益間による雇用格差が拡大し、政府としては地域間
格差をどう縮小するかが大きな政策課題となりました。
これに対応するため、全国総合開発計画が導入されま
したが、これは 20 年先あるいは 50 年先まで日本列島

元 国土庁長官官房審議官

全体を見通してどう資源の配分を最適にしたらいいか

高津定弘

ということを考える計画です。所得倍増計画の対となっ
て、昭和 37 年の第一次の全国総合開発計画がはじまり、

政府や企業が将来のことを考える計画の期間という

当時、計画づくりは政府の中で力をもっていましたが、

のは、企業であれば 3 年先まで、政府においては大部

人口くらいしか数十年の長期にわたって見通せるデー

分の政策において毎年の予算要求であれば来年かせい

タがありませんでした。今回お見せするのも長期のデー

ぜい 5 年位先までです。橋本行革で廃止となりました

タで、日本列島全体でこれまで何がおきたか、これか

が、国土庁という組織が 1974 年に発足致しました。 ら何が起きそうかが一つ目の視点です。
私はその 1 年前に経済企画庁に採用、総合開発局に配

二つ目の視点は、経済発展を考えたときに東京問題

属され、ここは、太平洋戦争において大来佐武郎先生

をどうするかという一方、地方との格差をどうするか

が戦時中、日本が負けたときの復興の計画をどう立て

も大問題で、政治家がスローガンとして訴えるのが東

たらよいかと仲間内で密かに政策の議論をしていたの

京一極集中是正ですが、何をもってしてかというのが

が発端です。終戦後、物価の高騰、あるいは生活物資

本当のところよくわからないものの、使われています。

の不足があり、経済安定本部という極めて強い力をもっ

三つ目は 100 年単位でみたときに、その間に生きて

た省が発足しました。この中に経済計画を考える部署

いる人たちが何を作って残すのかというのに私は非常

ができ、昭和 35 年に所得倍増計画という 10 年で一人

に興味があります。一つの例として、日本全体に 800

当たりの所得を 2 倍にするというキャッチフレーズで

近い市がありますが、昭和 25 年頃は 250 位でした。

一世を風靡しましたが、この経済計画の流れが戦後以

1550 年頃の総人口は 1000 万人位でしたが、17 世

来ずっと続いてきました。これはアメリカのケインジ

紀位になると 3000 万人位と急速に増え、徳川家康の
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時代に沖積平野に進出し、土木技術がある程度当時進

り、戦争に対応するため産めよ殖やせよの政策が導入

んで、大河川あるいは中小河川の河口にお城をつくり、 され、戦後、高度成長が始まり出す前の 1955 年には
城下町をニュータウンとしてつくりました。当時は武
士もヘッドハンティングが盛んで、全国の大名が雇い、

9000 万人位の水準でいました。
その後、日本経済は高度成長を遂げ、1973 年のオ

人口移動という面では全国地域間をかなり移動してい

イルショック後は停滞しながら 90 年頃のバブル崩壊

ました。その時できた藩は、一説には 300 あるいは少

につながって今日となっていますが、人口という面で

し細かく見ると 240 ほどあり、ほとんどの藩が配置

はピークが 2008 年の 128,084 千人で、以後微減し

転換で国替えがあったものの、親藩といわれる有力な

ています。将来どうなるかというと、厚生労働省の外

大名である彦根の井伊、三重県の津の藤堂は江戸時代

郭に国立社会保障人口問題研究所というのがあり、5

250 年を通じて国替えにあっていません。藤堂藩の始

年に 1 回、日本全体の総人口（日本人の人口 + 外国人

祖は藤堂高虎で、家康に見込まれ武勲をあげたのです

の人口の合計数。かつては外国人の人口は無視できる

が、この人は都市プランナーで、全国に今ある有名な

くらい少なかったものの、国際化で今では総人口の約

お城のほとんどを手掛けており、城下町をつくってい

2% 位占める）国勢調査の結果を受けて予測しており、

きました。そして現在でもほとんどの都市の中心部は、 2017 年に出された推計が現在入手できる最新版です
この城下町の区割りが使われています。国土計画を担

が、2065 年に 8800 万人に。この間の TFR（合計

当していた折、その役割として 200 年後、300 年後

特殊出生率）は 1.45 位ですが、この数値が 2 を少し

も使われるような良質なストックをどうつくるかが大

上回る位の水準にならないと、長期的に人口は減少し

きな役割だと私は思っています。

ていくと示す数字です。2015 年が基準年度のため、

この 3 点を議論するときのポイントにおきますが、 100 年先の予測では参考値で 2115 年には 5000 万
図 1 のように明治 5 年の人口は 3400 万人位、その後

人になるという数字に。江戸時代以降に限ってみると、

増えてきて終戦前の 1940 年頃には 7000 万人位とな

日本の人口が大きく減少していく長期の体験は初めて

図1
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で、今はジェットコースターの頂上で、下りに入ると

になります。この場合 1 億人を少し切るくらいの水準

いうところで、ゆっくりしているのであまり感じない

になります。ケース２の線は 2018 年の TFR は 1.42、

と思いますが、直近でも 1 年間の自然減は 50 万人弱

最新の 2019 年の TFR は 1.36 ですがこの 1.42 を使

です。これが 2115 年頃になると、自然減が年間 100

い、死亡率を一定にしたときに将来どうなっていくかの

万人となります。人口 100 万人都市が毎年なくなるく

線です。現実の国立社会保障人口問題研究所の推計は両

らいの劇的な変化です。人口減少時代に非常に速いス

ケースの間位におさまるくらいに出しています。そのた

ピードで落ちていくわけですが、あらゆる面で経済も

めいくら頑張っても日本の総人口は 1 億人を切るくらい

社会も激変し、既存の戦後の高度経済成長期につくら

から 2100 年位で 5000 万人位のどこかを彷徨ってい

れたシステムがおそらく全部使えなくなり、抜本的に

ます。TFR の回復が遅れるほどケース１の線は下がって

組み替えるというのが目前にきており、現実に経済社

きます。仮に 2040 年位に決断して 2.07 に戻ったとし

会に政策として実行するという上では、今から大きく

ても、70 年先は 7000 万人位になるのがせいぜい。日

変えていかないといけないわけです。どういう調整が必

本の経済社会が人口をベースと考えると 21 世紀の終わ

要になるかを考えると、人口予測がいろいろな数値でな

り頃には 5000 万人～ 7000 万人位の間で切り盛りし

されますが、図 2 でケース 1 の線は 2018 年現在、人

ていくという時代を迎えることになります。

口の置き換えがほぼ安定して定常状態になる TFR2.07

地域間でみたとき、東京圏の人口減少はやむをえな

で、そのときの人口の将来予想です。人口置き換えの水

いものの、東京が日本経済成長のエンジン役になり続

準に TFR がなるというのはどういうことかというと、 ける大前提において、労働力を中心にどこからもって
2018 年に 2.07 と計算したときに実際に人口が安定す

くるかというと非三大都市圏からの構成となりますが、

るというのはそれから約 70 年先です。人口水準は 2.07

図 3 のように現状 1 億 2 千万人位で、三大都市圏が

になったときの 77％位におちます。早く決断して実行

6000 万人位、非三大都市圏が 6000 万人位、これか

しないと実際に人口が安定するのは 70 年後ということ

ら 100 年弱先までの間に地方は 1/3 位に減るとなら

図2
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ざるをえないという予測です。高度経済成長期にかつ

質を備えた現在は約 3600 万人いる大都市圏域に成長

ての田んぼや土砂崩れがひどいところに人口が広がっ

してしまいました。かつて全国から若者を集めて、そ

ていきましたが、そういったところから撤退して地方

れをまた地方に戻していた全国ブランドだったのが結

都市を再構築する時代になったということを意味しま

果的に国内的にみると東京はローカルブランドとなり、

す。東京というものがかつては青雲の志をもって地方

全国から労働力を集めるということを期待しない状態

から中卒あるいは高卒で就職、あるいは東京の大学に

となりました。その代わりにどこから集めているかと

入学して卒業したら、あるいは働いてお嫁さんを見つ

いうと、東京圏の中や、外国人労働者です。これは 20

けたら故郷に帰るという人生すごろくが一般的でした。 歳代の今は単純な低賃金の労働力が、だんだん高度な
特に男性はそうだったと思いますが、いまそれは少な

労働者に変わってきていて、地方の豊富な労働力も数

く、その代わりに東京への魅力は、特に 20 ～ 24 歳の

が減っているので、東京は地方に対して労働力の供給、

高学歴の女性層が、大学卒業と同時にいい職を見つけ、 あるいは教育のための流入を期待しなくなっています。
あるいは楽しむ場所を見つけるために東京といわれる

ただし、昔は全国各地から集めていたが、東京の地方

圏域に男性よりもいまや集まるようになり、いったん

との関係は政令指定都市を中心に人の移動ができてい

集まった女性は結婚してもかつてのように地方へは戻

ます。それ以外の地域は東京からみればあまり関係な

らない時代となりました。そういった人がどこにいる

いという風に変わってきていて、そう意味で東京はロー

かというと一都三県の中です。結果的に東京圏という

カル化しました。この構図の中で考えないといけない

のはかつての高度成長期のような中途半端なかたまり

状態で、様々な地方創生の政策がとられてきましたが、

ではなく、日本経済の中で第一級の水準とゴルディと

安倍政権、その前の小泉政権とならんで基本的には新
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旧主義、大都市機能重視型であり、十分機能していない

なくなっていて、東京や大阪に出て一旗あげようとい

という状態です。このアンバランスをどうするかという

う比率がどんどん低下しています。これはマクロに見

ことで、人口移動の面でみると常に志や能力のある人

れば経済の活力の低下につながり、これを変えて若者

は、地域間を遠距離で移動して、自分にふさわしい住処、 が日本の各地域で将来、100 年後、200 年後に残るよ
仕事、伴侶や家庭を築くなどが非常に有効な材料とな

うなストック、何をつくるのかということを考えられ

ります。この移動率が少なくとも 1950 年から今まで

るような社会になっていく必要があると考えます。

みると次第に日本は低下しており、特に若者は移動し

【 地 域 別 将 来 推 計 人 口 ・ 男 女 計 _ 社 人 研 「 日 本 の 地 域 別 将 来 推 計 人 口 ( 平 成 30
（ 2 0 1 8 ） 年 推 計 ) 」 2015 ～ 2045 年 _試 算 2100 年 】
（総 人 口 （人 ））
東京都
東京都特別区部
全国
三大都市圏
東京圏
名古屋圏
大阪圏
非三大都市圏

2015年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2100年
13,515,271 13,732,951 13,845,936 13,882,538 13,851,782 13,758,624 13,606,683
8,000,000
9,272,740
9,486,689
9,632,446
9,724,959
9,767,548
9,759,301
9,702,134
6,000,000
127,094,745 125,324,842 122,544,103 119,125,139 115,215,698 110,918,555 106,421,185 50,000,000
65,810,519 65,667,472 64,909,921 63,737,816 62,260,143 60,583,333 58,796,902 30,000,000
36,130,685 36,351,826 36,236,621 35,878,094 35,334,941 34,666,665 33,907,370 20,000,000
11,330,896 11,246,286 11,066,566 10,825,270 10,539,020 10,220,299
9,886,798
4,000,000
18,348,938 18,069,360 17,606,734 17,034,452 16,386,182 15,696,369 15,002,734
6,000,000
61,284,226 59,657,370 57,634,182 55,387,323 52,955,555 50,335,222 47,624,283 20,000,000

（年 平 均 増 加 率 （％ ）） 2 0 1 5 年

2020年

東京都
東京都特別区部
全国
三大都市圏
東京圏
名古屋圏
大阪圏
非三大都市圏
（指 数 （2 0 1 5 年 ＝ 1 0 0 ）） 2 0 1 5 年

東京都
東京都特別区部
全国
三大都市圏
東京圏
名古屋圏
大阪圏
非三大都市圏
（前 期 差 （人 ））
東京都
東 京都特別区部
全国
三大都市圏
東京圏
名古屋圏
大阪圏
非三大都市圏

2015年

100
100
100
100
100
100
100
100

2020年

0.3
0.5
-0.3
-0.0
0.1
-0.1
-0.3
-0.5
102
102
99
100
101
99
98
97

2025年

2025年

0.2
0.3
-0.4
-0.2
-0.1
-0.3
-0.5
-0.7
102
104
96
99
100
98
96
94

2030年

2030年

0.1
0.2
-0.6
-0.4
-0.2
-0.4
-0.7
-0.8
103
105
94
97
99
96
93
90

2035年

2035年

-0.0
0.1
-0.7
-0.5
-0.3
-0.5
-0.8
-0.9
102
105
91
95
98
93
89
86

2040年

2040年

-0.1
-0.0
-0.8
-0.5
-0.4
-0.6
-0.9
-1.0
102
105
87
92
96
90
86
82

2045年

2045年

-0.2
-0.1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.7
-0.9
-1.1
101
105
84
89
94
87
82
78

2100年

2100年

-1.0
-0.9
-1.4
-1.2
-1.0
-1.6
-1.7
-1.6
59
65
39
46
55
35
33
33

2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2100年
217,680
112,985
36,602
-30,756
-93,158
-151,941
-5,606,683
213,949
145,757
92,513
42,589
-8,247
-57,167
-3,702,134
-1,769,903
-2,780,739
-3,418,964
-3,909,441
-4,297,143
-4,497,370 -56,421,185
-143,047
-757,551
-1,172,105
-1,477,673
-1,676,810
-1,786,431 -28,796,902
221,141
-115,205
-358,527
-543,153
-668,276
-759,295 -13,907,370
-84,610
-179,720
-241,296
-286,250
-318,721
-333,501
-5,886,798
-279,578
-462,626
-572,282
-648,270
-689,813
-693,635
-9,002,734
-1,626,856
-2,023,188
-2,246,859
-2,431,768
-2,620,333
-2,710,939 -27,624,283

（対 全 国 比 （％ ）） 2 0 1 5 年
2020年
2025年
2030年
2035年
2040年
2045年
2100年
10.6
11.0
11.3
11.7
12.0
12.4
12.8
16.0
東京都
7.3
7.6
7.9
8.2
8.5
8.8
9.1
12.0
東京都特別区部
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
全国
51.8
52.4
53.0
53.5
54.0
54.6
55.2
60.0
三大都市圏
28.4
29.0
29.6
30.1
30.7
31.3
31.9
40.0
東京圏
8.9
9.0
9.0
9.1
9.1
9.2
9.3
8.0
名古屋圏
14.4
14.4
14.4
14.3
14.2
14.2
14.1
12.0
大阪圏
48.2
47.6
47.0
46.5
46.0
45.4
44.8
40.0
非三大都市圏
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The 445th International Symposium on Therapy
The 445th International Symposium on Therapy was
held by the Zoom Webinar on July 16, 2020. Dr.
Ryozo Nagai, Director of the International Medical
Society of Japan (IMSJ), presided over the meeting.

Advances in gene therapy and cell therapy
Introductory Message from the Chair
Ryozo Nagai, MD, PhD
Director, IMSJ

Gene therapy has been drawing attention since
around 1990. While gene therapy for congenital
immunodeficiency especially attracted attention,
its development was suspended due to the issue
of leukemia development as a result of mutation
caused by retroviral vector insertion. Since the
vector was improved and the target patients were
narrowed down in the following years, this therapy

began to draw attention once again. As many as a
few hundred gene therapy clinical trials for various
diseases, including cancer, metabolic diseases,
and neurological disorders, are currently being
conducted around the world. Jichi Medical University
has been successful in performing a gene therapy
using adeno-associated virus (AAV) vectors for a
cranial nerve disease called ADCC deficiency.
As with the example of chimeric antigen receptor
(CAR)-T cell therapy which uses the patient’s T cells to
produce CARs to attack lymphoma cells, cell therapy
has recently become feasible. Accordingly, we asked
the following professors of Jichi Medical University to
give a lecture on the following topics: Keiya Ozawa,
MD, PhD, Professor Emeritus and Visiting Professor,
on Gene therapy comes of age: focusing on CAR-T
cell therapy and Takanori Yamagata, MD, PhD on
Progress of gene therapy for pediatric neurological
disease.
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Lecture Ⅰ

muscle cells and hepatocytes efficiently. Long-

Gene therapy comes of age:
focusing on CAR-T cell therapy
Keiya Ozawa, MD, PhD
Professor Emeritus and Visiting
Professor
Jichi Medical University

term transgene expression can be obtained
after single gene transfer in such non-dividing,
terminally-differentiated cells using AAV vectors,
and therapeutic efficacy persists for many years.
Regarding cancer gene therapy, there has been
increasing focus on gene-modified T cell therapy,
which is divided into CAR (chimeric antigen

After the occurrence of leukemia due to insertional

receptor)-T cell therapy and TCR (T cell receptor)-T

mutagenesis in hematopoietic stem cell gene

cell therapy. CARs are hybrid proteins consisting

therapy for X-SCID (X-linked severe combined

of an extracellular scFv (single chain fragment of

immunodeficiency) using retroviral vectors,

variable region) of monoclonal antibodies fused

clinical trials of gene therapy remained stagnant

to intracellular co-stimulatory signaling domains

for many years. However, clinical gene therapy

(mainly CD28 or 4-1BB), coupled with CD3z to

has been revived worldwide, because a number

mediate T cell activation and proliferation. CD19-

of successful clinical trials have been reported

targeted CAR-T cell therapy showed surprising

in recent several years. Hematopoietic stem

clinical efficacy against relapsed/refractory acute

cell gene therapy became safer and realistic

lymphoblastic leukemia and malignant lymphoma.

by using self-inactivating retroviral vectors. Then

In 2017, this novel treatment was approved by FDA

lentiviral vectors were successfully utilized for

in USA, followed by Europe (2018) and Japan (2019).

hematopoietic stem cell gene therapy even in the

CRS (cytokine release syndrome), ICANS (immune

cases of adrenoleukodystrophy that shows CNS

effector cell-associated neurotoxicity syndrome),

(central nervous system) symptoms. AAV (adeno-

and TLS (tumor lysis syndrome) are adverse effects

associated virus) vector-mediated gene therapy

that appear at an early stage following the infusion

is shown to be clinically effective in patients with

of CAR-T cells. Delayed onset toxicity of CD19-

Parkinson's disease, AADC (aromatic L-amino acid

CAR-T cell therapy is the serum immunoglobulin

decarboxylase) deficiency, Leber's congenital

deficiency due to destruction of normal B cells

amaurosis, hemophilia, and spinal muscular

(on-target, off-tumor reaction). A next promising

atrophy. AAV vectors are considered to be safe

target antigen is considered to be BCMA (B cell

and are able to transduce neurons, retinal cells,

maturation antigen), and BCMA-CAR-T cell therapy
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has been shown to be effective against multiple

modified T cell therapy is being conducted; e.g. 1)

myeloma. Although CD19-CAR-T cell therapy

TCR gene knockout for allogeneic (universal) CAR-T

brought substantial benefit to patients with B-cell

cell therapy, 2) targeting a CAR to the TRAC (TCR

malignancies, long-term follow-up revealed that

alpha constant) locus in CAR-T cells to enhance

survival rate gradually decreased and that clinical

anti-tumor efficacy, and 3) PD-1 gene knockout of

outcomes are not satisfactory. The main reasons for

CAR-T cells (local immune checkpoint blockade)

relapse after CAR-T therapy include inadequate

to increase its cytotoxic activity.

in vivo persistence of CAR-T cells and antigen

As described above, there are still many issues

escape of tumor cells. To overcome the former

to be solved in the field of gene therapy, and

problem, improving the manufacturing process

a serious problem in medical economics is that

of CAR-T cells is being investigated. Further, next-

gene therapies recently approved are extremely

generation CAR-T cells are also being designed,

expensive.

including optimizing the molecular structure of CAR
and additional modification of CAR-T cells (socalled “armored” CAR-T cells). Another important
issue is that CAR-T cell therapy for solid tumors has
been unsuccessful. CAR-T cell therapy for solid
tumors should be combined with other therapeutic
strategies. Currently, genome editing technology
is rapidly progressing, and its application to gene-
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Lecture Ⅱ

AADC gene via bilateral intraputaminal infusions.

Progress of gene therapy for pediatric
neurological disease
Takanori Yamagata, MD,PhD
Professor

Positron emission tomography with 6-[18F]fluoro-Lm-tyrosine, a specific tracer for AADC, showed a
persistently increased uptake in the putamen at six
months and two years after the treatment. At two
to five years after gene therapy, the motor function

Department of Pediatrics

was remarkably improved in all patients. Three

Jichi Medical University

patients with the severe phenotype were able to
stand with support, and three patients could walk

Gene therapy using adeno-associated virus (AAV)

with a walker. Dystonia disappeared in all patients.

vector has developed for several child neurological

Patient 2 with severe phenotype started to walk

diseases, and some have moved to clinical use.

with crutch after four years of therapy, and eat

Especially, treatment for spinal muscular atrophy

by herself and gastrostomy was removed. Patient

(SMA) were approved as drug. We performed

3 with the moderate phenotype could run and

clinical study of gene therapy for AADC deficiency

ride a bicycle. She could also converse fluently

and are working to develop gene therapy for

and perform simple arithmetic. In addition to the

several diseases.

alleviation of motor symptoms, the cognitive and

In patients with aromatic L-amino acid

verbal functions were improved. Treatment was

decarboxylase (AADC) deficiency, a decrease in

more effective in younger patients, and some

catecholamines and serotonin levels in the brain

patients suspected of having remnant enzyme

leads to developmental delay and movement

activity showed better improvement.

disorders. The beneficial effects of gene therapy

We are developing the gene therapy for several

in patients with AADC deficiency have been

diseases. Among them, gene therapy for Glucose

reported from Taiwan. We conducted a study

transporter 1 deficiency syndrome (GLUT1DS) and

for eight patients (age of 4 to 19 years). Seven

Niemann-Pick disease type C1 (NPC1) showed

patients were severe phenotype who were not

beneficial effects for model mice. GLUT1DS is an

capable of voluntary movement or speech, and

autosomal dominant disorder caused by haplo-

one girl with a moderate phenotype who could

insufficiency of SLC2A1, and results in impaired

walk with support. The patients received a total of

hexose transport into the brain. Patients show

2×1011 vector genomes of AAV vector harboring

intractable epilepsy and intellectual disability.
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The AAV9/3 vector that expresses GLUT1 under

Gene therapy for SMA was approved from FDA

the human GLUT1 promoter (AAV-GLUT1) was

and PMDA. One intravenous injection of AAV9

administered into ventricle of GLUT1

mice (3.25×

vector with SMN1 is expected to show whole life

1012 vg/kg). Exogenous GLUT1 was mainly expressed

effect. SMA is caused by SMN1 deletion and show

in endothelial cells in the brain, and partially in

progressive cell death of spinal motor neuron. that

neural cells and oligodendrocytes. AAV-GLUT1

induces progressive muscular atrophy from early

improved the motor function and CSF-glucose

infantile period and die within two years of age

levels of GLUT1 mice without off-target effects.

without respiratory support. Early treatment induces

NPC1 is a fatal congenital neurodegenerative

beneficial effects such as walking independently.

disorder caused by mutations in the NPC1 gene,

As adverse events, transient liver dysfunction was

which is involved in cholesterol transport in

reported because of immunological reaction for

lysosomes. Clinical manifestations include liver

high dose vectors, and steroid administration was

failure, pulmonary disorder and neurological

started before the treatment. Our patient showed

deficits. The AAV9/3 vector that expresses human

transient liver dysfunction and thrombocytopenia.

NPC1 under a CMV promotor (AAV-CMV-hNPC1)

Gene therapy using AAV vector is effective for

was injected into the left lateral ventricle and

some pediatric neurological and muscular diseases,

cisterna magna of Npc1 mice (total 2.7×10 vg).

but special care for adverse events are required.

+/-

+/-

-/-
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AAV-treated Npc1 mice had an average survival
-/-

of more than 28 weeks, while untreated Npc1 /-

mice died within 16 weeks. AAV-treated Npc1-

/-

mice also showed a significant improvement

in their Rotarod test performance. At 11 weeks,
cerebellar Purkinje cells were preserved in AAVtreated Npc1-/- mice. Combined injection into both
the lateral ventricle and cisterna magna achieved
broader delivery of the vector to the CNS, leading
to better outcomes than noted in previous reports
with injection into the lateral ventricles or veins only.
We are starting pre-clinical study of gene therapy
for these two diseases to aim the clinical trial.

