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新型コロナワクチンの大規模接種によって
mRNAを使った薬への期待が一気に高まった
がんワクチンや遺伝子疾患の治療，再生医療に向けて
mRNA医薬の臨床試験が進んでいる

古田 彩（編集部）

がんや難病
新たな治療戦略

特集　mRNAワクチン

に挿入される危険がなく，体内で速や
かに分解されるという点だ。安全性の
面では，DNAよりはるかに有利だ。

 （文中敬称略）

mRNA医薬の研究は1990年代に始
まり，2010年ごろから欧米の複数の
バイオベンチャーががんや遺伝子疾患
の治療薬，感染症のワクチンなどの臨
床試験を始めていた（34ページ「知
られざる30年の開発史」）。2020年に
新型コロナのパンデミックが起きると
各社一斉に新型コロナのワクチン開発
に舵を切ったが，その中で独ビオン
テックと米ファイザー，米モデルナが
いち早く実用化にこぎつけた。これが

mRNAワクチンは新型コロナウイ
ルス感染症との戦い方を一変しただけ
でなく，「mRNA医薬」という医薬品
の新たなジャンルを開いた。mRNA
（メッセンジャー RNA）というのは

DNAがタンパク質を作る過程で生じ
る中間生成物で，目的のタンパク質を
作るのに必要な遺伝情報が書き込まれ
ている。mRNA医薬は人工的に作っ
たmRNAを人体に投与し，体内でタ
ンパク質を作らせることで病気を治療
する。仕組みとしては患者にDNAを
投与してタンパク質を作らせる遺伝子
治療に近いが，決定的に異なるのは，
mRNAはDNAと違って患者のDNA

初のmRNA医薬となった。
新型コロナのmRNAワクチンは，
すでに世界中で数億人に接種されてい
る。発熱や腕の痛みなどの副反応は多
いが，重篤な副反応はごくまれで，
「mRNAを投与して体内でタンパク質
を作る」というmRNA 医薬の基本ス
キームの安全性は，ほぼ確認されたと
いえるだろう。開発企業はmRNAワ
クチンの実績に力を得ており，今後は
鳥インフルエンザやサイトメガロウイ
ルス感染症，ジカ熱といった他の感染
症に対するワクチンだけでなく，感染
症以外の病気に対するmRNA医薬の
開発が加速するとみられる。
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「mRNA医薬」実用化元年
■ 新型コロナのmRNAワクチンの成功で，人工的に作ったmRNAを投与
して体内で有用タンパク質を作るmRNA医薬への期待が高まっている。

■ 仕組みは遺伝子治療に近いが，患者のDNAに挿入されず安全性が高いこ
と，同じシステムで様々なmRNAを短期間で薬にできることが利点だ。

■ 個々の患者に合ったカスタムメイドのがんワクチン，遺伝子疾患のタンパ
ク質補充療法や体内でのゲノム編集，再生医療などへの応用が見込まれる。

がん細胞を攻撃する　　免疫細胞の一種
であるキラー T細胞（赤）が，がん細胞（青）
の表面に生じた抗原を目印にがん細胞と結合
し死滅させる様子。この抗原を作るmRNA
を投与してがんを認識するキラー T細胞を増
やし，がんの増殖を抑える研究が進んでいる。

もちろん，mRNAが作るタンパク
質の効果と安全性は個別に評価する必
要があり，そこは通常の医薬品と変わ
らない。新型コロナのワクチンのよう
なスピードで次の薬が登場するかどう
かはわからないが，かつて「究極の医
療」と呼ばれた遺伝子治療は，mRNA
という新たなツールを得て，より幅広
い病気に広がりつつある。

カスタムメイドのがんワクチン
新型コロナのパンデミックが始まる

前，「RNA医薬の第1号はがんワクチ
ンになるだろうと，多くの人が思って
いた」と，日本で早くからmRNA医

薬を研究してきた東京医科歯科大学教
授の位髙啓史は振り返る。がんに対す
るmRNA医薬のトップランナーは，
mRNAワクチンの核となる技術を開
発したカリコ（Katalin Karikó）を擁
するビオンテックだ。同社は2017年，
mRNAを使った新しいがんワクチン
の臨床試験の結果を発表し，専門家の
注目を集めた。
がんワクチンは，がんの予防ではな

く治療手段のひとつだ。がん細胞は，
正常細胞には存在しないか，あっても
ごく少量しかない様々なタンパク質を
過剰に発現している。これを「がん抗
原」と呼び，体の免疫系ががん細胞を
見分ける際の目印となっている。
従来のがんワクチンは，特定のがん

に生じるがん抗原のタンパク質断片
（ペプチド）を用いている。患者に投
与すると体の免疫機構が異物と認識し，
がん抗原に結合するキラー T細胞が
活性化して増殖する。増殖したキラー
T細胞ががん細胞に結合して死滅させ，
がんの進行を抑える仕組みだ。
一方，mRNA医薬のがんワクチン

はがん抗原そのものではなく，がん抗
原を作るmRNAを患者に投与する。
mRNAが体内でがん抗原を生成する
ことで免疫系が反応し，これに結合す
るキラー T細胞を活性化して増やす。
このキラー T細胞ががん抗原を持つ
がん細胞を攻撃し，死滅させる（41
ページの囲み）。
ビオンテックは以前から，様々なが

んについて，多くの患者に共通して発
現しているがん抗原のmRNAを複数
混合したがんワクチンの臨床試験を進
めていた（次ページの表）。だが2017
年に発表した臨床試験では，新しい手
法を用いた。個々の患者のがん細胞に
生じた遺伝子変異を調べ，これによっ
て作られるがん抗原を予測して，それ
をコードするmRNAを投与した。い
わばカスタムメイドのがんワクチンを
作ったのだ。
がんワクチンの効果は，がん抗原の
選択に大きく左右される。がん細胞で
過剰に発現しているタンパク質は多数
あり，同じがんでも人によって異なる。
多くのがん患者に共通して発現してい
るがん抗原の多くは正常細胞でもわず
かに発現しているため，免疫機構に異
物と認識されず，スルーされることが
少なくない。がんワクチンは一部の患
者では長期にわたって効果が持続する
が，効果が見られない人も多く，その
一因はこうした免疫寛容にあると考え
られている。
一方，個々の患者の細胞ががん化す
る過程で蓄積してきた遺伝子変異に由
来するがん抗原（ネオ抗原）であれば，
正常細胞にはまったく存在しない。体
の免疫機構が確実に異物と認識し，こ
れを攻撃するキラー T細胞を活性化
するため，ネオ抗原を用いたがんワク
チンは効果が高いと予想される。
ビオンテックの臨床試験では，悪性
黒色腫の患者13人から採取したがん
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現在開発中の代表的なmRNA医薬　　感染症以外の病気の治療を目的とするmRNA医薬の主な
候補をまとめた。開発段階の第1相試験は主に安全性を調べる試験，第２相試験は少数の患者を対象に
安全性と有効性，用法・容量を調べる試験。前臨床試験は人に投与する前の動物実験などをいう。

治療のタイプ 開発企業 対象疾患 投与するmRNAが作
るタンパク質

開発段階

がんワクチン ビオンテックと
ジェネンテック

固形がん
悪性黒色腫

ネオ抗原 第 1相試験
第 2相試験

モデルナとメルク 固形がん
悪性黒色腫

ネオ抗原 第 1相試験
第 2相試験

ビオンテック 悪性黒色種 共有抗原 第 2相試験

ビオンテック 前立腺がん，乳がん，
卵巣がんなど

共有抗原 第 1相試験

がんの免疫療法 モデルナ 固形がん，
悪性リンパ腫

OX40リガンド，
インターロイキン

第 1相試験

ビオンテックと
サノフィ

固形がん インターロイキン，
インターフェロンαなど

第 1相試験

遺伝子疾患の
タンパク質
補充療法

トランスレート・
バイオ

嚢胞性線維症 患者が作れない膜輸送
制御因子 CFTR

第 1/2相試験

モデルナ プロピオン酸血症 患者が作れない肝臓の
酵素 PCC

第 1相試験

ゲノム編集 インテリア・セラ
ピューティクスとリ
ジェネロン・ファー
マシューティカルズ

トランスサイレチン 
アミロイドーシス

病因遺伝子トランスサ
イレチンの発現を止め
るゲノム編集システム

第１相試験

再生医療 アストラゼネカと
モデルナ

心不全 血管成長因子 VEGF-A 第２相試験

プライムルナ 変形性膝関節症 軟骨誘導性転写因子
Runx1

前臨床試験
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細胞のDNAを次世代シーケンサーを
用いて網羅的に解読した。その配列を
コンピューターで解析し，各患者のが
ん細胞に発現しているネオ抗原を予測。
最大20個のネオ抗原のmRNAを作っ
て連結し，患者に投与した。その結果，
全員でがん抗原を認識して攻撃するキ
ラー T細胞が活性化した。またワク
チンの投与後は，投与前に比べて転移
の件数が格段に減ったと報告した。
個々の患者のがんの遺伝子変異プロ

ファイルに合わせてワクチンを作るこ
とができるのは，mRNA医薬ならで
はの強みだ。「いったん製造のプラッ
トフォームを作れば，様々なmRNA
に対応できる。患者ごとに異なる薬を
製造することも可能だ」と，京都府立
医科大学准教授の内田智士は話す。従
来のがんワクチンは，がん抗原の遺伝
子を大腸菌や動物細胞に組み込んでペ
プチドを作らせ，それを精製したもの
だ。コストも時間もかかるため，患者
ごとに個別のがんワクチンを作るのは，
実際にはほとんど不可能だ。

今回の臨床試験は，少数の患者に投
与して安全性を見る第1相試験だ。治
療の効果を評価できる段階にはないが，
カスタムメイドのがんワクチンを実際
に作ってそれが機能していることを示
したことは，この分野に大きなインパ
クトを与えた。現在，ビオンテックは
米ジェネンテックと，モデルナは米メ
ルクとともに個別化がんワクチンの臨
床試験を進めている。
がんの個別化ワクチンの最大のハー

ドルは，ネオ抗原を予測するところに
ある。現在の技術をもってすれば，患
者のがん細胞のDNAを網羅的に解読
するのは簡単で，がん抗原のmRNA
を製剤にするのも難しくない。だが解
読したDNAのデータから「どんなネ
オ抗原を投与すればよいかを予測する
のは，それほど簡単ではない」と内田
は指摘する。「確立した方法はまだな
く，AI（人工知能）を使うなどの方
法が模索されている」という。
ただ，ネオ抗原を用いたとしても，

がんワクチン単体では効果に限界があ

ることもわかってきた。ビオンテック
をはじめ各社は現在，がんワクチンと
免疫チェックポイント阻害薬とを併用
する形で臨床試験を進めている。
免疫チェックポイント阻害薬は，京
都大学特別教授の本庶佑らが開発し，
ノーベル賞を受賞した抗がん剤だ。キ
ラー T細胞は表面にあるPD-1という
受容体ががん細胞に結合すると攻撃に
ブレーキがかかってしまうが，この受
容体を塞ぐことでブレーキを解除する。
患者のがん抗原に結合するキラー T
細胞を活性化するがんワクチンと，活
性化したキラー T細胞のブレーキを
解除する免疫チェックポイント阻害剤
を併用することで，相乗効果が得られ
ると期待されている。
がんに対するmRNA医薬として開

発が進んでいるのは，がんワクチンだ
けではない。がん細胞の周囲にはがん
に対する免疫を抑制する微小環境がで
きており，これを改善する生理活性物
質のmRNAをがんに直接投与して増
殖を抑える免疫療法も試みられている。
投与するのはOX40リガンドや各種の
インターロイキン，インターフェロン
αなどを作るmRNAだ。がんに対す
る免疫を活性化し，アポトーシス（細
胞死）を誘導してがんの増殖を抑える
のが狙いだ。
こうした免疫療法では，mRNAを
どこか1つの患部に投与すると，がん
に対する免疫が全身で活性化される。
そのため離れた場所にある転移巣にも
効果が及ぶ「アブスコパル効果」が得
られると期待されている。「ただし，
生理活性物質を腫瘍に直接打ってもこ
の効果は見られない。細胞の中で
mRNAを発現させ，タンパク質を持
続的に産生することが重要だ」と内田
は話す。
ビオンテックは仏製薬大手のサノ
フィと，モデルナは英アストラゼネカ
と共同で，一部のがんの免疫療法の臨
床試験を実施している。
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mRNAを用いたがんの治療戦略

　現在開発されているmRNA医薬のう

ち，がんに対する２つの薬の仕組みを紹

介しよう。第一はがんのmRNAワクチ

ンだ。がんの治療ではキラー T細胞が有

害な細胞を殺す細胞性免疫が大きな役割

を果たす。mRNAワクチンは抗体によ

る液性免疫だけでなく細胞性免疫を誘導

できるという特徴があり，がんワクチン

に向くと考えられている。

　まず，正常細胞にはほとんど存在せず，

がん細胞では過剰発現しているがん抗原

のDNAの配列を突き止め，合成する。

次にこのDNAを鋳型にしてmRNAを作

り，脂質でできたカプセルに封入して患

者に注射する❶。体内に入ったmRNA

はリンパ節などにいる樹状細胞に取り込

まれ，がん抗原を産生する。樹状細胞は

がん抗原を異物と認識して表面に呈示

し，他の免疫細胞に情報を伝える❷。す

ると，がんを攻撃するキラー T細胞が樹

状細胞が示したがん抗原の情報を受け取

り，これに結合するキラー T細胞が活性

化され増殖する❸。活性化したキラー T

細胞は体内を巡り，がん抗原を発現して

いる細胞を見つけて結合し攻撃する❹。

がん細胞が死滅し，がんの増殖が抑えら

れる❺──という仕組みだ。

んの種類によって様々だ。これらの物質

が腫瘍内で作られると，がんの微小環境

が変化する❷。がんに対する免疫が全身

で活性化し，遠くの部位に転移したがん

にも効果が及ぶと期待される。

　第二の方法はがんの免疫療法だ。がん

に対する免疫を誘導する生理活性物質の

mRNAを腫瘍に直接送り込む❶。生理

活性物質はOX40リガンド，IL-12，IL-

23，IL-36γ，G-CSF，IFNαなど，が
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樹状細胞

キラー T細胞

がん細胞

がん細胞が死滅

がん抗原

がん抗原のmRNA

生理活性物質のmRNA

2

2

1

1

3

4

5

インターロイキンなど
生理活性物質

遺伝子疾患に照準
mRNA医薬の源流は，1990年に始
まった遺伝子治療にある。米国で実施
された初の遺伝子治療は，アデノシン
デアミナーゼ（ADA）という酵素の
遺伝子の異常のためにこの酵素が作れ
ず，重症の免疫不全症になった子ども
に対して行われた。投与したADAの
遺伝子が患者の体内で酵素を産生し，
免疫も一時的に回復したが，その効果
は長くは続かなかった。

1999年に，やはり単一の遺伝子変
異によって起きるX連鎖重症複合免疫
不全症の患者に，正常な遺伝子を骨髄

の造血幹細胞に導入する遺伝子治療が
行われた。幹細胞は正常なリンパ球を
作り続け，患者の免疫は長期にわたっ
て改善した。だが治療を受けた患者の
間に高率で白血病が発生し，大きな問
題になった。投与した遺伝子が患者の
DNAの中に挿入されて遺伝子を損傷
し，白血病を引き起こしたのだ。
その後，遺伝子の投与方法が見直さ

れ，こうした遺伝毒性のリスクは格段
に低下したが，完全に払拭されたわけ
ではない。これまでに世界で20種の
遺伝子治療薬が承認されているが，遺
伝毒性のリスクと高コストが壁になり，

用途はいまだ限定的だ。
これまでの遺伝子治療では，無毒化
したウイルスをベクター（運び役）と
して使い，細胞にDNAを組み込んで
いた。mRNAを使えば遺伝毒性の心
配はなく，コストも比較的安く上がる。
だがmRNAはDNAと違って極めて
不安定で壊れやすく「まともにタンパ
ク質を発現するとは思われていなかっ
た」と位髙は話す。感染症のワクチン
ならば，ウイルスのタンパク質が一時
的に作れれば十分で，体の免疫機構が
ウイルスへの応答を学習した後，速や
かに消えてくれるのはむしろ望ましい。
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体内でゲノム編集

　今年の8月，mRNAによって体内に

ゲノム編集システムを送り込み病因遺伝

子をノックアウトすることに成功したと

の臨床試験結果が，The New England 

Journal of Medicine誌に掲載された。

　報告したのはロンドン大学ロイヤルフ

リー病院などのグループ。対象となった

のはトランスサイレチンアミロイドーシ

スという遺伝子疾患の患者6人だ。この

病気はトランスサイレチン（TTR）とい

うタンパク質の遺伝子に変異が起き，本

来は水に溶けるTTRが固まって全身の

臓器に沈着する。貧血や心臓・腎臓の異

常などを引き起こす進行性の難病だ。

　臨床試験ではインテリア・セラピュー

ティクスとリジェネロン・ファーマ

シューティカルズが開発したmRNA医

薬を用いた。脂質のカプセルにTTRの遺

伝子を認識するガイドRNAと，Cas9と

いうタンパク質のmRNAが入っている

❶。患者に注射すると肝臓に移動して細

胞内に取り込まれ❷，中身が放出される

❸。細胞内でmRNAがCas9のタンパ

ク質を作り❹，ガイドRNAと合わさっ

てゲノム編集システムCRISPR-Cas9が

出来上がる。これが核内に入り，ガイド

RNAが患者のDNAの中からTTRの遺伝

子を認識して結合し，Cas9が切断する

❺。切断されたTTR遺伝子は自然に修復

高容量グループでは87％減少し，重篤

な副作用は見られなかった。京都府立医

科大学の内田は「衝撃的な結果。全身へ

の投与でTTRの産生がこれほど抑えら

れたのは驚きだ。遺伝子が切断されたの

で効果は一生続くだろう」と話している。

されるが，その際に余計な塩基が入った

り逆に欠けたりして機能しなくなり❻，

異常なTTRの産生が抑制される❼。

　患者の半数に高容量，半数に低容量の

mRNA医薬を投与したところ，血中の

TTRの濃度が低容量グループでは52％，
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だが先天性の遺伝子疾患の患者に欠け
ている酵素やシグナル因子などを補充
するには，mRNAは適さないと考え
られていた。
その後，mRNAの投与時に起きる
炎症反応を抑えてmRNAを保護する
手法や，mRNAを体内の目的の場所
に届けるDDS技術が発展し，見方が
変わってきた。体内で長期間持続する
DNAより数日で壊れてなくなるRNA
の方が「薬としての安全性が高く，臨
床で使うのには適していると考える人

が増えてきた」と位髙は話す。
遺伝子疾患の治療にmRNAを用い
る最大の利点は，患者に欠けているタ
ンパク質を細胞本来の生物学的プロセ
スによって産生できる点にある。特定
の酵素を体内で作れない患者にはしば
しば酵素を薬として投与する酵素補充
療法が行われるが，長期間投与すると
次第に効かなくなってくる。薬といえ
ども体にとっては異物であり，これを
排除する抗体ができてしまうためだ。

mRNA医薬なら，投与したmRNA

が患者自身の細胞の中で酵素を産生し，
「外から酵素を投与するのとは本質的
に異なる」（位髙）。産生された酵素は
結合している糖鎖も含めて完全な形と
なり，異物として認識されにくい可能
性がある。酵素は細胞の中で働くが，
外から投与したタンパク質は細胞にな
かなか入らず，短時間しか機能しない。
mRNAはそれよりは長い間，細胞内
でタンパク質を作り続ける。位髙は「酵
素補充療法は将来mRNA医薬に置き
換わっていくだろう」と予想する。
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遺伝子疾患のmRNA医薬はモデル
ナを筆頭に米トランスレート・バイオ，
米アークトゥルス・セラピューティク
スなど多くのベンチャー企業が開発に
しのぎを削る。粘膜に異常が起きて肺
炎や気管支炎を繰り返す嚢胞性線維症，
体内で生じる有機酸を代謝できないプ
ロピオン酸血症やメチルマロン酸血症，
手足の疼痛や心臓の肥大を起こすファ
ブリー病など，多くの先天性疾患の
mRNA医薬の臨床試験が進んでいる。

 mRNAで組織を再生
mRNA医薬の応用として注目され

るもう1つの分野は再生医療だ。この
分野で最も先行しているのはアストラ
ゼネカとモデルナで，心筋梗塞を起こ
した患者の心筋に，血管新生を促す血
管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の
mRNAを投与する臨床試験を進めて
いる。心筋梗塞によって血流が途絶え
て損傷した心筋に新たな血管を作るこ
とで損傷を修復し，心筋梗塞の回復後
に起こりやすい心不全を防ぐ狙いだ。
これまでに血流障害が生じた糖尿病

患者の腕にVEGFのmRNAを注射す
る臨床試験を行った。投与後に血流が
回復し，重大な副作用もなかったと報
告している。現在，心疾患患者を対象
にした第2相試験が進行中だ。
すでに多くの臨床試験が走っている

欧米と比べ，この分野における日本の
影は薄い。核酸医薬などのDDSを手
がけるベンチャー，ナノキャリアの研
究開発本部長CSOを務める秋永士朗
は，「日本にはmRNA医薬開発の蓄積
がほとんどない」と指摘する。大学に
は少数の研究者がいるが，創薬ベン
チャーはこれまでなかった。
ナノキャリアは今年4月，武田薬品

工業から独立した創薬支援のアクセ
リードと共同で，mRNA医薬の研究
開発ベンチャー，プライムルナを設立
した。日本医療研究開発機構（AMED）
の支援を得て，変形性膝関節症の

mRNA医薬の開発を目指す。
投与するのは，軟骨の形成を促す転

写因子Runx1だ。関節を滑らかに動
かす軟骨は年齢を重ねるにつれてすり
減っていくが，軟骨は再生しないため，
変形性膝関節症などの原因となる。位
髙らのグループは2016年，変形性膝
関節症を発症するマウスの関節に3日
おきに1カ月間Runx1のmRNAを注
射し，軟骨の変性が抑制されることを
見いだした。軟骨の基質となるタンパ
ク質の発現量も増え，Runx1によっ
て軟骨が保護されることを確認した。

mRNAを封入するのは脂質のカプ
セルではなく，新規に開発した高分子
ミセルだ。ポリマーでできた直径数十
nmの球状粒子で，軟骨にも浸透しや
すい。現在広く使われている脂質のカ
プセルは膝軟骨への投与に適しておら
ず，新たなDDSを開発したことで投
与が可能になった。現在，人に投与で
きる製剤を生産する準備を進めており，
2024年中の臨床試験開始を目指す。
位髙らはさらに今年1月，ラットを

用いた動物実験で，神経保護作用を持
つ脳由来神経栄養因子（BDNF）の
mRNAを脳室内に投与することで，
脳梗塞などの後に起きる神経細胞死を
抑制できることを報告した。ラットの
脳を血液が行かない虚血状態にすると，
その直後だけでなく，血流が回復して
からも1週間ほど徐々に細胞死が進行
することがある。記憶をつかさどる海
馬の細胞が死滅しやすいラットを用い
て実験したところ，2日後に脳室の海

馬に近い場所にBDNFのmRNAを投
与したラットは神経細胞死が抑えられ，
記憶力の低下も防げたという。

mRNA医薬の研究は30年前から始
まっていたが，新型コロナ以前は承認
薬はなく，いわば揺籃期にあった。パ
ンデミックという世界的危機にあって
いち早くmRNAワクチンが実現し，
世界中で接種が進んだことで，一気に
期待が高まった感がある。
ただ，この新しい医薬をどう審査・
規制していくのかに関する議論はこれ
からだ。mRNAを投与して体内でタ
ンパク質を作らせるという点では広義
の遺伝子治療だが，遺伝毒性の心配が
なく体内で速やかに分解されるなど，
従来の遺伝子治療とは異なる点も多い。
遺伝子治療薬と同じ規制が適切かどう
かについては議論がある。欧州当局は，
感染症のmRNAワクチンについては
遺伝子治療薬とは見なさない方針を示
した。日本では2014年に，mRNA医
薬を「再生医療等製品」の「遺伝子発
現治療製品」と位置付け，条件及び期
限付き承認制度の対象とした。今後は，
患者ごとに異なる製剤が作れるといっ
たmRNAならではの特長を生かす承
認審査の工夫も必要になるだろう。
秋永は，mRNA医薬の強みは「分

子生物学の成果を最短で創薬に繋げら
れること」だと話す。今後は遺伝子治
療や核酸医薬，抗体医薬との比較の中
で，どのような優位性を示せるかが勝
負になる。どんな薬のアイデアが出て
くるのか，目が離せない。 ■


