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　アンチセンスオリゴヌクレオチド，メッセン
ジャー RNA（mRNA）ワクチン，CAR—T，ウイル
スベクター，そして clustered regularly inter-
spaced short palindromic repeats（CRISPR）ゲノ
ム編集と，ここボストンはバイオテックゴールド
ラッシュに沸いている．なかでも CRISPR による
ゲノム編集はバイオ業界のゲームチェンジャーと
して大きな期待を集めている．本稿ではとくに遺
伝子治療に焦点をあて，精密化する技術革新（ゲ
ノム編集 2.0）とボストンスタートアップ企業群に
よる臨床展開を紹介する．

　2012年のCRISPRゲノム編集発明以降の熱狂は，
昨年の Emmanuelle Charpentier と Jennifer 
Doudna のノーベル賞受賞で頂点に達し，そして
終焉に向かいつつある．ゲノム編集に伴うさまざ
まな副作用がつぎつぎと明らかになったのだ．ま
ず CRISPR＝ゲノム編集ではない．分子のハサミ
と表現される CRISPR の役割は，あくまで標的
DNA 部位の切断であり，切断されたゲノムの編
集自体は細胞の DNA 修復機構により実行される．

つまりゲノム編集は細胞任せで制御不能の現象で
ある．DNA 二本鎖切断により，切断部位への
indel 挿入によるノックアウト，または修復ド
ナー DNA 存在下で相同組換えによるノックイン
が起こるものの，編集結果は調べるまでわからな
い（古典的ゲノム編集，図 1）．類似配列まで切断
するオフターゲット問題に加え，近年は DNA 二
本鎖切断に伴う染色体の交差や大規模欠損，ヘテ
ロ接合性消失，染色体破砕や切断部位へのベク
ターの組込みなど，オンターゲット問題がつぎつ
ぎと明らかになっている1）．実際，先行する Allo-
gene Therapeutics の TALEN を用いた古典的ゲ
ノム編集 CAR—T 治験は，血球低下と染色体異常
CAR—T発生のため，アメリカ食品医薬品局（Food  
and Drug Administration ：FDA）により停止に
追い込まれた（ゲノム編集との因果関係は現時点
で不明）2）．CRISPR ゲノム編集による遺伝子治療
の普及には，これらの不確実性の排除が必須であ
ろう．

　編集を制御して精密な改変を実現するゲノム編
集 2.0 が現在の主流になりつつある．ゲノム編集
2.0 は，不活化 Cas タンパクを標的への接続手段
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として用い，ゲノム編集自体は DNA 二本鎖切断
に依存せず，Cas に融合した多様な酵素が予測可
能かつ制御可能な形で実行する（図 1）3）．最も成
功したゲノム編集 2.0 は，DNA 二本鎖切断および
修復ドナー DNA なしで標的塩基を直接書き換え
る塩基編集であろう．DNA 切断活性をもたない
dead—Cas9（dCas9）または Cas9—nickase（nCas9）
に脱アミノ化酵素を融合，標的部位のシトシンを
チミンまたはグアニンに，アデニンをグアニンに
直接変換する．これを上回る可能性をもつプライ
ム編集は，逆転写酵素を nCas9 に融合，ガイド
RNA 末端に付加された配列を鋳型として，任意
の編集を標的ゲノムに逆転写反応で書き込んでい
く．塩基置換，欠失，挿入とすべての編集様式に
対応する万能手法である4）．さらに CRISPR と協
働するトランスポゼースは，DNA 二本鎖切断お
よび相同組換え非依存に長鎖 DNA のノックイン
を可能にした．転写制御，エピゲノム編集，ゲノ

ム高次構造編集，ゲノムイメージング，RNA 塩基
編集と，ゲノム編集 2.0 は大きく広がっている．

　2019 年以降，続々と古典的 CRISPR を基盤とし
た第一世代ゲノム編集の臨床試験が開始されてお
り，めざましい成果をあげている（図 2）1）5）．昨日
までの不治の病が今日には CRISPR で治る病気に
なったのである．
　最初の成功は鎌状赤血球症とβサラセミアで
あった．CRISPR Therapeutics は，転写抑制因子
BCL11A の赤血球特異的エンハンサーを CRISPR
で破壊することで，胎児性ヘモグロビンのγ—グロ
ビンの発現を回復させた．編集効率は 80％に達し，
ex vivo で編集された自家 CD34＋造血幹細胞を移
植された患者は輸血不要となり，さらに鎌状赤血
球症患者では血管閉塞症が消失，根本的な治療に
成功した6）．治療を受けた最初の鎌状赤血球症患

3．CRISPR 医療の幕開け

図　1．古典的ゲノム編集とゲノム編集 2.0
NHEJ：non—homologous end—joining，HDR：homology—directed repair，dCas9：dead—Cas9，SSCP：single—
stranded DNA—annealing proteins
 （中出翔太ほか，20203）より改変引用）
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開発主体 治療薬 対象疾患 標的遺伝子 原理 開発段階
CRISPR Thera-
peutics

CTX001 鎌状赤血球症
βサラセミア

BCL11A 自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
ゲノム編集により，BCL11Aの赤
血球特異的エンハンサーを破壊，
胎児型ヘモグロビンの発現回復

第Ⅰ/Ⅱ相

Intellia Thera-
peutics

NTLA‒2001 トランスサイレチ
ンアミロイドーシス

TTR LNP を介した in vivo ゲノム編集
により TTRを減少

第Ⅰ/Ⅱ相

Editas Medicine EDIT‒101 レーバー先天黒内
障 10型

CEP290 AAV を介した in vivo ゲノム編集
により CEP290イントロン変異
の破壊，CEP290の発現回復

第Ⅰ/Ⅱ相

Intellia Thera-
peutics

OTQ923
HIX763

鎌状赤血球症 BCL11A 自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
ゲノム編集により，BCL11Aの赤
血球特異的エンハンサーを破壊，
胎児型ヘモグロビンの発現回復

第Ⅰ/Ⅱ相

Editas Medicine EDIT‒301 鎌状赤血球症
βサラセミア

HGB1/
HGB2

自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
ゲノム編集により，HGB1/HGB2
プロモーター改変，胎児型ヘモグ
ロビンの発現回復

第Ⅰ/Ⅱ相
（鎌状赤血球症）

Locus Biosci-
ences

LBP‒EC01 尿路感染症 細菌ゲノム Cas3改変バクテリオファージを
用いた病原性細菌除去

第Ⅱ相

Sichuan Univer-
sity Chengdu 
MedGenCell

PD‒1欠損
T細胞

非小細胞がん PD‒1 PD‒1欠損 T細胞による非小細胞
がん治療

第Ⅰ相

University of 
Pennsylvania

NYCE T
細胞

多発性骨髄腫
骨肉腫

PD‒1/
TRAC/
TRBC

PD‒1/内在性T細胞受容体（TRAC/
TRBC）欠損 NY‒ESO‒1 CAR‒T
による多発性骨髄腫，骨肉腫治療

第Ⅰ相

Graphite Bio GPH101 鎌状赤血球症 β‒グロビン 自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
ゲノム編集により，β‒グロビン遺
伝子変異を相同組換えで修復，成
人型ヘモグロビンの発現回復

2021年
第Ⅰ/Ⅱ相予定

UCSF，UCLA，
UC Berkeley

CRISPR
SCD001

鎌状赤血球症 β‒グロビン 自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
ゲノム編集により，β‒グロビン遺
伝子変異を相同組換えで修復，成
人型ヘモグロビンの発現回復

2021年
第Ⅰ/Ⅱ相予定

Excision Bio-
Therapeutics

EBT‒101 HIV HIV ゲノム AAVを介した in vivo ゲノム編集
によりHIV ゲノム除去

2021年
第Ⅰ/Ⅱ相予定

BEAM Thera-
peutics

BEAM‒101
BEAM‒102

鎌状赤血球症
βサラセミア

β‒グロビン 自家CD34＋造血幹細胞の ex vivo
塩基編集により，β‒グロビン遺伝
子変異を修復して成人型ヘモグロ
ビンの発現回復，またはプロモー
ター改変により胎児型ヘモグロビ
ンの発現回復

2022年
第Ⅰ/Ⅱ相予定

Verve Therapeu-
tics

VERVE‒
101

家族性高コレステ
ロール血症

PCSK9 LNP を介した in vivo 塩基編集に
より PCSK9を不活化，血中コレ
ステロール濃度低下

2022年
第Ⅰ/Ⅱ相予定

Prime Medicine ‒ 鎌状赤血球症
テイ‒サックス病
プリオン病ほか

‒ プライム編集による遺伝子治療，
詳細未公表

‒

図　2．CRISPR 遺伝子治療
グレーはゲノム編集 2.0 企業
TTR：トランスサイレチン（transthyretin），AAV：アデノ随伴ウイルスベクター（adeno—associated virus），LNP：
脂質ナノ粒子（lipid nano particle）
 （Sheridan C, 20211），Mullard A，20205）より改変引用）
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者 Victoria Gray の劇的な回復はメディアで広く
報じられ CRISPR がもたらした革命を世に知らし
めた．進行中の第Ⅰ／Ⅱ相試験では計 20 名以上の
患者が参加しており，いずれも劇的な治療成果が
認められている7）．この成功は，CRISPRが難治疾
患を制圧した第一歩として歴史に記録され，同時
に基礎研究を迅速に臨床展開するためのスタート
アップとボストンのバイオエコシステムの重要性
を示した．
　つづいて生体内での直接 CRISPR ゲノム編集

（in vivo ゲノム編集）も大きな成功を収めた．
Intellia Therapeutics は，致死性疾患トランスサ
イレチンアミロイドーシスの患者に，原因のトラ
ンスサイレチン遺伝子を標的とした Cas9 mRNA
とsgRNAをcoronavirus disease 2019（COVID19）
mRNA ワクチンと同様の脂質ナノ粒子（lipid 
nanoparticle：LNP）を介して静脈注射し，トラン
スサイレチンの血中タンパク質濃度をおよそ
90％減少させることに成功した8）．この初の in 
vivo ゲノム編集の劇的な成功は，ex vivo ゲノム編
集での細胞移植に伴うリスクを回避し，かつ一回
の静脈注射で生涯つづく根本治療が得られる点で，
CRISPR Therapeuticsの成功をも上回る歴史的偉
業といえる．これらは第Ⅰ相試験のゲノム編集効
率とトランスサイレチンの血中タンパク質濃度減
少の途中報告であり，臨床症状改善の続報が待た
れる．
　Editas Medicine も，アデノ随伴ウイルスベク
ター（adeno—associated virus：AAV）を介した in 
vivo ゲノム編集によるレーバー先天黒内障 10 型

（Leber’s congenital amaurosis：LCA10）の治療に
取り組んでいる9）．これは LCA10 の原因となる
CEP290 遺伝子の変異のうち，de novo スプライ
スドナーサイトを形成する高頻度のイントロン点
変異を網膜内に注射した CRISPR で除去し，正常
な LCA10 の発現を回復させるものである．最初
期に設立された CRISPR スタートアップではある
が，自社製品の開発には時間がかかっている印象

を受ける．第Ⅰ相試験の初期解析 6 名の結果によ
ると，安全性が確認され，成人低用量 2 名と成人
中用量3名のうち中用量2名で，最高矯正視力，感
度および／あるいは歩行試験の改善が認められ
た10）．この結果を受けて株価は暴落した．8 年か
けてこの程度か，という厳しい市場の評価であっ
た．対象が神経変性疾患であることも困難の一因
であろう．高用量および小児の治験結果が待たれる．

　これら初期の臨床試験は予想以上のきわめて大
きな成功を収めた．一方，これらは DNA 二本鎖
切断を用いる古典的ゲノム編集であり，予期せぬ
ゲノム改変を誘導する可能性がある1）．それがた
とえ低頻度であろうとも，とくに in vivo では，中
長期的に重大な副作用を誘導する可能性があり，
その検出や対処も容易でない．このためゲノム編
集 2.0 のスタートアップ各社が，制御可能でより
精密な遺伝子治療の開発を進めている（図 2）．こ
れらは2022年から臨床試験に入り，急速に第一世
代の CRISPR 遺伝子治療に取って代わると予想さ
れる．
　BEAM Therapeutics は，塩基編集を用いた鎌
状赤血球症とβサラセミアの遺伝子治療開発を進
めている．90％程度まで塩基編集効率を高め，原
因となるβグロビンの遺伝子変異自体の修復，ま
たはγグロビンプロモーターへの多型導入による
活性化について前臨床試験を進めている．
　Verve Therapeutics は in vivo 塩基編集による，
野心的な心疾患予防法を開発している．塩基編集
による PCSK9 遺伝子の不活化により血中コレス
テロール値を低下させ，冠動脈疾患を予防する．
塩基エディターABE mRNAとPCSK9 sgRNAを
LNP でサルに投与したところ，PCSK9 タンパク
は 90％減少，血中コレステロール値は 60％減少，
これらが少なくとも 8 ヵ月継続，という大成功を
おさめた11）．この結果は，ABE の単回投与で冠動
脈疾患リスクの生涯にわたる大幅な低減が可能に

4．精密CRISPR 医療へ
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なるという，非常に重要な意味をもつ．

　CRISPR ゲノム編集遺伝子治療の実現と普及に
は，ゲノム編集手法自体の発展に加えて，種々の
関連ブレークスルーが必要である．第一に送達技
術があげられる．肝臓はすでに LNP 技術が確立
されているが，たとえば脳は非常に困難である．
AAV などのウイルスベクターは有用であるが，
搭載可能な遺伝子サイズに制限があり，ゲノム編
集ツールの小型化が重要である．つぎにゲノム編
集ツールに対する免疫応答がある．サルに ABE
を投与した場合，1 回目の投与で抗 ABE 抗体が誘
導され，2 回目の投与では ABE が完全に不活化さ
れる12）．ゲノム編集評価のための霊長類動物モデ
ルの重要性も急速に高まっている．たとえば，マ
ウスモデルではみられなかった遺伝子治療の重篤
な有害事象が，霊長類モデルで報告されている13）．
中国，日本，筆者らのアメリカの各グループが遺

伝子改変霊長類モデル作出を進めている14）．最後
に，アメリカ国立衛生研究所（national institutes 
of health：NIH）はゲノム編集の臨床展開を加速す
るため国家プロジェクト Somatic Cell Genome 
Editing（SCGE）Consortium15）を設立，上述のブ
レークスルー実現をめざしている（図 3）．
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