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はじめに

エイズは世界中に蔓延し猛威をふるっている。WHO

によれば，エイズによる死亡者数は現在２，０００万人を超

えており，現在も年間３００万人が死亡している（表１）。

新規の HIV感染者は年間５３０万人にのぼると考えられ，

特にサハラ砂漠以南のアフリカ諸国，インド，タイ，ミャ

ンマーなどでは爆発的に感染者が増加している。エイズ

流行開始以来の累積 HIV感染者数は６，０００万人近くに達

する（表１）。我が国でもエイズ患者や HIV感染者の増

加傾向は持続しており（図１），２００１年３月にはエイズ

患者２，６００人あまり，HIV感染者５，４００人あまりに達し

ている（表２）。米国では HAART（Highly Active Anti-

Retroviral Therapy）療法導入以来新規エイズ患者とエ

イズ死亡率は減少しているが（図２），その傾向は現在

頭打ちになりつつあり，また，新規 HIV感染者数も減

少していない。このような状況は，現在の抗 HIV戦略

が未だ不充分であることを示している。

本稿では，HIVに対するワクチン療法，遺伝子治療，

および化学療法につき，その現状と課題をまとめてみた。

１．抗HIV 療法

HIVはレトロウイルス中のレンチウイルスに属する

ので，レトロウイルスの共通の性質（逆転写，組込み，

持続感染など）に加えて，アクセサリー蛋白質による精

妙な複製調節，さらに，変異性の高さなどが大きな特色

となっている１，２）。したがって，有効なワクチンを作製

することは極めて困難であり，また，一旦感染が成立し

た場合にウイルスを完全に除去することはほとんど不可

能である。にもかかわらず，エイズの社会医学的重要性

から，予防治療に向けての様々な試みがなされ，HAART

療法の開発など一定の成果があげられている。現在まで

に報告されている抗 HIV療法は（１）ワクチン療法，（２）遺

伝子治療，（３）化学療法に大別される３）。以下順に概説す

る。

２．抗HIV ワクチン療法および遺伝子治療の現状

表３に主なワクチン療法をまとめた４）。HIVワクチン

の研究が開始されてから１５年余りが経過したが，未だに

有効なワクチンは開発されていない。臨床試験に至った

ものも少なく［表３の（１）から（６）のカテゴリー］，組み

換え Envサブユニットワクチン，ワクシニアワクチン，

サルモネラワクチンなどがあるだけである。遺伝子工学

表１ 世界におけるエイズ流行の現況

HIV感染者（生存者数）
２０００年度新規 HIV感染者数
２０００年度エイズ死亡者数
流行開始以来の累積エイズ死亡者数
流行開始以来の累積 HIV感染者数

３，６１０万人
５３０万人
３００万人
２，１８０万人
５，７９０万人

（２０００年末現在，UNAIDS推計）

図１ 日本における HIV感染者およびエイズ患者報告数の年次推
移。厚生労働省エイズ動向委員会報告より。
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表２ ２００１年３月２５日現在感染経路別累積報告数（日本）

男性 女性 合計

HIV感染者
異性間の性的接触
同性間の性的接触１）

静注薬物濫用
母子感染
その他２）および不明

９５０（１７３）
１，１９１（１１７）
２３（１５）
１２（２）
４７６（２０４）

８５２（５６７）
０（０）
１（１）
１３（７）
４９２（４４１）

１，８０２（７４０）
１，１９１（１１７）
２４（１６）
２５（９）
９６８（６４５）

凝固因子製剤３） １，４１５ １７ １，４３２

計 ４，０６７（５１１） １，３７５（１，０１６） ５，４４２（１，５２７）

エイズ患者
異性間の性的接触
同性間の性的接触１）

静注薬物濫用
母子感染
その他２）および不明

７４７（１２３）
４４９（４９）
１５（１０）
９（１）
４６０（１６５）

１５９（９０）
０（０）
０（０）
５（２）
１１８（８１）

９０６（２１３）
４４９（４９）
１５（１０）
１４（３）
５７８（２４６）

凝固因子製剤３） ６３４ ８ ６４２

計 ２，３１４（３４８） ２９０（１７３） ２，６０４（５２１）

１）両性間性的接触を含む。
２）輸血に伴う感染例や感染経路が複数ある例を含む。
３）凝固因子製剤による感染者数は，１９９８年５月末現在における「HIV感染症
予防・治療に関する研究班」からの最終報告数である。厚生労働省エイズ
動向委員会報告，２００１年３月２５日現在。（ ）内は外国国籍

図２ 米国における死亡原因の年次推移。米国国立健康統計センター資料より（２５‐４４歳，１９８２‐１９９８年）。
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的手法で作製した遺伝子欠損型弱毒生ワクチンはサルの

感染モデルで極めて有効であることが報告されているが，

ヒトでの安全性に問題があり直ちに実用化される情勢に

はない。

表４に抗ウイルス遺伝子細胞内免疫法によるエイズの

遺伝子治療についてまとめた５）。これにはウイルス RNA

やウイルス蛋白質をターゲットにしたものとトキシンに

よりウイルス感染細胞を殺す方法がある。いずれも研究

室での実験では有効性が証明されているが，生体内での

効果や特異的発現に困難な問題があり，実用化にはほど

遠い。HIVの遺伝子治療には，このほか，感染者の免

疫力を活性化する方法も考えられている。

３．抗HIV 化学療法の現状

臨床の現場で有効であることが証明されている抗

HIV療法は化学療法だけである。特に，HAARTと呼

ばれる多剤併用療法は前述のように大きな成果をあげた。

図３にウイルス複製サイクルにおける化学療法剤の主要

ターゲットを示した６）。このうち，逆転写（RT）酵素

あるいはプロテアーゼ（PR）の活性阻害薬の効果が顕

著で実用化されている。単剤使用では高頻度に耐性ウイ

ルス株が出現すること，また大量投与による副作用の問

題などから，現在では図３に示した２種類の RT阻害剤

と PR阻害剤を適当に組み合わせた HAART療法が

HIV感染症治療の主流になっている。しかし，HAART

も完全にウイルスを排除することはできず，また，副作

用も少なからず認められた。感染者の肉体的あるいは経

済的負担も大きい。

こういう状況の下で，ごく最近注目されているのが計

画的治療中断療法（Structured Treatment Interrup-

tions；STI）である７）。STIは，HAART治療中に繰り

返し休薬期間を置くことで，全体として服薬期間を短縮

し患者の負担を軽減しあわせて HIV特異的免疫を誘導

して治療効果をあげることを目指したものである。図

４～６に STI療法に関わるデータを示した７）。図４はヒ

表３ HIVワクチンのカテゴリー

（１） 組み換えサブユニットワクチン 遺伝子操作した細胞に発現させて得られた HIV抗原を用いる

（２） 組み換えウイルスベクターワクチン 無害なウイルスをベクターとして HIV抗原を発現させる

（３） 細菌ベクターワクチン 細菌をベクターとしたもの

（４） DNAワクチン プラスミドに HIV遺伝子を組み込む

（５） 合成ペプチドワクチン 合成の HIV抗原

（６）（１）～（５）のコンビネーション

（７） 弱毒化生ワクチン 非宿主感染細胞で多代継代によって病原性を失った弱毒ウイルス

（８） 不活化生ワクチン 化学処理等で感染性をなくしたウイルス

（９） ウイルス様粒子 細胞に産生させた不完全ウイルス

（１０）ジェンナー型ワクチン サル免疫不全ウイルスなど他の動物の類似ウイルスを用いる

（１１）コンプレックスワクチン 宿主のウイルスレセプターを標的にしたもの

表４ 細胞内免疫法によるエイズの遺伝子治療

分類 方法 作用機序

RNAによる抑制 アンチセンス 標的mRNAに結合し，翻訳を阻害する

リボザイム 標的mRNAに結合し切断する

RNAデコイ HIVの転写活性化因子の結合部分と同配列の RNA断片を多量に発現させ，
ウイルス遺伝子への因子の結合を抑制

蛋白質による抑制 トランスドミナント変異体 HIVの増幅に必要な蛋白質の変異体を発現させ，蛋白質の機能を競合阻害

細胞内抗体 HIVの機能に重要な蛋白質に対する抗体を発現させ，細胞内で中和

トキシン トキシンを HIV感染細胞内で産生させ，感染細胞を死滅させる
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ト患者での成績，図５は SIVを感染させたサルでの成

績である。特に図５の結果から，初感染・急性期での STI

療法の有効性が顕著である。さらに，図６に示されてい

るように，SIV特異的免疫反応は STI群で増加してい

た。しかし，慢性 HIV感染者では STI療法はうまくい

かない６，７）。

おわりに

実際的効果は化学療法に限られているものの，抗 HIV

療法の進歩はエイズの制御に明るい展望をもたらしてい

る。今後もワクチン開発，遺伝子治療，HAARTなど，

考えられる全ての研究領域で不断の努力が必要である。

感染防御だけでなく発症防御を目指すワクチンの開発，

HAARTと組み合わせた治療的免疫賦活法の開発，新

しい遺伝子治療法の開発などが焦点になるであろう。こ

れらの抗 HIV戦略をより強固にするために，基礎研究

の必要性もますます増大している。

図３ 化学療法剤の主要ターゲット。図示してある４つのターゲットのうち，RT酵素あるいは PRの活性を阻害する薬剤が実用
化されている。RT酵素阻害薬は AZTなどの核酸系薬剤と Nevirapineなどの非核酸系薬剤にわかれる。IN，インテグラーゼ。

図４ 治療中断による血中ウイルス量の変化。患者は初回中断ま
で１９カ月間，AZT，３TC，Indinavirによる HAARTを受
けていた。
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Present status of anti-HIV therapy

Akio Adachi
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SUMMARY

Despite numerous efforts against HIV/AIDS, the number of people infected with HIV

has been increasing, especially in Africa and Asia. As the nature of lentivirus, HIV persists,

mutates frequently, and slowly causes AIDS in the presence of host defense mechanism. It

is difficult, therefore, to repress the replication of viruses of this category. In this brief re-

view, we summarize the current attempts to find therapeutic modalities for attacking HIV.

These include chemotherapy (HAART as representative), vaccine, and gene therapy.

Key words : HIV, AIDS, HAART, vaccine, gene therapy
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