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再生キラーT 細胞を用いた新型コロナ治療法の開発 
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概要 

リバーセルは藤田医科大学と新型コロナウイルス感染症の治療法の開発研究を開始

しました。リバーセルと藤田医科大学の共同研究契約に基づくものです。藤田医科大

学側の代表者は輸血細胞治療科の三浦康生先生です。この契約については、2020 年 10

月 14 日にプレスリリースを出しました。 

私達が進めている戦略を概説します。まず新型コロナウイルス感染症から回復した

患者さんの T細胞を用いて、新型コロナを感知できる T細胞レセプターを同定します

（図１）。その T細胞レセプター遺伝子を汎用性の高い iPS 細胞に導入します。その

ようにして作製した iPS 細胞からキラーT細胞を再生します。再生キラーT細胞製剤

は、患者に点滴で投与されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

研究の意義（１）：リバーセルが提供する「他家 T 細胞」という戦略 

まず、リバーセルが用いている T細胞療法の特色について説明します。他の会社が

進めている現行の T細胞療法は、患者自身の T細胞を取り出して戻すという方法が使

われていますが、そのような「自家」T細胞は、「時間がかかる」「高くつく」「品

質が不安定」などの問題があります（図２）。 

図１ 新型コロナに対する汎用性再生キラーT 細胞療法の概要 
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一方、リバーセルは、iPS 細胞を材料にして、「誰にでも」「すぐに」「安く」投

与できる、高品質な「他家」T細胞を作ります。 

T細胞製剤は、iPS 細胞から再生することにより、量産が可能になります。この時の

材料として、患者の免疫系に拒絶されない汎用性の iPS 細胞を用いれば、誰にでも投

与できる T細胞製剤を作製できます。そのような T細胞をあらかじめ大量に作製して

凍結しておくことにより、患者が必要とした時に解凍して投与することができます。

また、大量生産することにより、コストを下げることも可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究の意義（２）：新型コロナに対する新しい治療戦略を提供 

新型コロナ感染症に対する治療法としては、ウイルスに直接作用する抗ウイルス薬

と、免疫を利用した方法があります（図３）。免疫療法としては、ワクチン接種、抗

体の投与、元患者血漿の投与などの方法の開発が、世界中で数多く進められていま

す。元患者血漿の投与

は、その中に含まれてい

る抗体の作用に期待して

いますので、抗体療法の

一種と言えます。 

一方、この共同研究で

開発される「他家の T細

胞製剤」は、これら既存

図２ 自家 T 細胞療法と他家 T 細胞療法 

図３ 新しい治療戦略を提供 



 3 

の戦略とは異なる全く新しい戦略です。すなわち、この治療法の開発に成功すれば、

人類は新型コロナウイルス感染症に対して、新たな治療戦略を手にすることになりま

す。そして、私たちが知る限りでは、世界で唯一の試みです。 

今回の開発に成功すれば、同様の治療戦略を、新型コロナウイルス感染症だけでは

なく、今後他の様々なウイルス感染症にも応用できます。そういう意味で、公益性の

大きい事業だと考えています。 

 

研究の背景（１）：抗体製剤との違い 

抗体製剤との違いを説明します。 

ウイルスは、細胞に侵入してその細

胞内で増殖し、その後細胞外に出て他

の細胞に感染するという方式で感染を

広げていきます。ウイルスに対して起

こる主な免疫反応には、 B細胞が

作る抗体によるものと、キラーT

細胞によるものがあります（図４）。抗体は、ウイルスが細胞外にいる時に、ウイル

スに結合してウイルスを無力化する働きをします。一方、キラーT細胞は、ウイルス

が感染した細胞を殺傷する事によって、ウイルスを殲滅します。ウイルス感染症が治

るためには、抗体だけでは不十分で、キラーT細胞の働きも必要だとされています。 

 

研究の背景（２）：T 細胞セレプターが鍵 

抗体分子は直接標的の分子に結合しますが、T細胞はどうやって標的を見分けてい

るのでしょうか。ここで鍵になるのが、T細胞レセプターという分子です（図５）。

感染細胞は、ウイルスの成分

の一部を、 HLA という分子の

上に提示して、キラーT細胞

に見つけてもらおうとして待

っています。キラーT細胞

は、T細胞レセプターを使っ

て、ウイルス感染細胞を見つ

け出します。そして、そのあ

と、感染細胞を殺傷します。 

 

図４ 抗体とキラーT 細胞の働きの違い 

図５ キラーT 細胞は HLA 分子上に提示されたウイルス由来ペプチドを 

認識して感染細胞を殺傷する 
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研究の背景（３）： 私達の戦略では T 細胞を他人に投与できる 

抗体や患者血漿は、新型コロナから回復した患者から採取して投与されます（図

６）。一方、T細胞は、そういう使い方はできません。どうしてできないのでしょう

か。それは、「拒絶されてしまう」からです。移植医療の基本ですが、白血球の血液

型とも言える HLA 型は人によって千差万別で、ドナーとレシピエントの間でその HLA

型を合わさない限り、投与した細胞はすぐに拒絶されます。では、もしも HLA を合わ

せることができたら、投与できるでしょうか。少し難しい話になりますが、もしも

HLA を合わせることができたとしても、多くの種類の T細胞が混じったまま（ポリク

ローナルという）を投与すると、その中には HLA以外の違いを感知してレシピエント

の体を攻撃する反応（移植片対宿主病：graft versus host disease: GVHD）が起こっ

てしまいます。 

 私たちの戦略では、「コロナウイルス特異的 T細胞レセプター」をまず単離しま

す。これを汎用性の高い他家移植用の iPS 細胞に導入します。そしてその iPS 細胞か

らキラーT細胞を再生します。すると、他人に投与できる T細胞製剤を作ることがで

きます。汎用性の高い iPS 細胞から作るので、いろいろな人に投与できるのです。も

う一つは、T細胞の種類として１種類だけ（モノクローナルという）なので、レシピ

エントを攻撃する危険性がずっと低くなります。投与する前に患者の細胞と反応した

いかをテストする必要はありますが、それをパスすれば安全に投与できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６ 患者由来の T 細胞をそのまま他の患者に投与することはできない 
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世界に類を見ない戦略 

ここでは、世界を見渡しても、どうして私達と同じような戦略を取るグループがな

いのか、という点を解説します。 

現在、ある種のがんに対して「自家 T細胞」を用いた治療法が行われています。例

えば CAR-T 細胞療法は、日本でもある種の白血病に対して承認されています。なぜそ

の方法が使えないのでしょうか。「コロナ特異的 T細胞レセプターがもし同定できた

としたら、それを“自家”T細胞療法で使ったらいいのでは？」…と思われるかもし

れません。しかし、その方法は、原理的には可能ですが、時間がかかりすぎるので、

現実的ではありません（図７）。自家 T細胞療法は一般に２週間は待機する必要があ

るとされています。新型コロナの肺炎の進行の速さ（１週間くらいで転帰が決まる）

を考えると、間に合いそうにありません。 

 また、T細胞レセプターはともかく、CAR(キメラ抗原レセプター)と呼ばれる分子

は、抗体分子を元にして作られているので、細胞内に潜むウイルスを見つけ出す事は

困難なのです。ですから、CAR-T 細胞療法は、そもそもコロナには向いていません。 

 「では、他のグループもリバーセルと同じように T細胞レセプターを使った“他

家”T細胞を使えばいいのでは？」と思われるかもしれません。手前味噌になります

が、実はその“他家”T細胞を作るのが難しいのです。私達は、「T細胞の材料として

使う iPS 細胞の作り方」と、その「iPS 細胞から高品質な T細胞を誘導する方法」と

いう２つの点について、独自の技術を持っています。前者は、T細胞レセプター遺伝

子を iPS 細胞に導入してその iPS 細胞から T細胞を作るという方法で、いわばこの戦

略の基本特許になります。こ

の２点については、欧州では

特許を取得できています（前

者 PCT/JP2015/070623、後者

PCT/JP2017/015358）。欧州

で特許が成立したということ

は、先行発明や先行論文が存

在しないことを示していま

す。なお日本や米国などでは

まだ審査中です。 

 

 

 

図７ 他のグループが同じような戦略を取れない理由 
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安全である可能性が高い 

ここでは安全性について論じます。免疫反応は、いつも良い方向に働いてくれると

は限りません。例えば抗体は時に増悪方向に働く事が知られています（図８上段）。

「抗体依存性感染増強」という現象です。抗体が標的に結合している時、マクロファ

ージはその抗体の根元の部分を認識して、その標的を貪食するという反応を起こしま

す。この反応によってマクロファージがウイルスを貪食しようとする時に、すかさず

マクロファージに感染するという仕組みです。 

一方、T細胞免疫は治す方向に働くと、一般には理解されています。しかし、サイ

トカインストームには、ヘルパーT細胞とマクロファージの相互作用が関与している

ことも知られています（図８中段）。そういう意味では、味方とは限らないと言えま

す。この点と、上記の抗体依存性感染増強については、ワクチン開発で注意が必要で

す。 

抗体やヘルパーが不穏な動きをしかねない一方で、キラーT細胞は頼りになると考

えています（図８下段）。キラーT細胞は感染細胞を選択的に粛々と殺傷するだけだ

からです。キラーT細胞は感染細胞を「殺傷する」ので、組織が損傷を受けるという

懸念は出るかもしれません。しかし、感染細胞はどの道死ぬのですから、死ぬ運命の

細胞を早めに殺すだけの事だと言えます。従って、無駄に組織を傷める事はなかろう

と考えられます。つまり、キラーT細胞を用いる治療法は、副作用が少ない可能性が

高いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８ キラーT 細胞を使う治療法は安全性が高いと期待できる 
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共同研究で進める治療戦略 

藤田医科大学と共同で進める戦略をまとめます。まず、日本人に多い HLA（HLA-

A2402）にマッチするコロナ特異的 T細胞レセプターを、肺炎から回復した患者の末梢

血から同定します（図９）。これを汎用性の高い他家移植用の iPS 細胞に導入しま

す。そしてその iPS 細胞からキラーT細胞を再生します。すると他人に投与できる T

細胞製剤を作ることができます。これら一連の研究を京大と藤田医科大学で進め、リ

バーセルはこの研究を支援するという構図です。 

現在入手できる iPS 細胞では 6人に 1人にしか使えないですが、数年後には HLA を

欠失させて誰にでも投与できる iPS 細胞も作られる予定です。私達も、独自に HLA を

欠失させた ES細胞を作製するという計画を考えています。HLA を欠失させた iPS/ES

細胞を使うと、再生 T細胞自体は、誰にでも投与できるようになります。 

一方、難しい話ですが、T細胞レセプターは、特定の HLA 型にしか使えないという

縛りがあります。ですから、T細胞レセプターによって、投与できる人が限定されま

す。とはいえ、日本人の 60%は, HLA-A*2402 を父方か母方由来の対立遺伝子のどちら

かに持っています。ですから、HLA-A*2402 拘束性の TCR でいいものが取れれば、それ

１種類で日本人の 60%に使えるということになります。HLA-A0201 拘束性 TCR を加える

と、さらに 20％くらい増やせます。5種類の TCRを用意すれば、90％以上の人をカバ

ーできると思われ、汎用性としては、十分かと考えています。 

この治療法は、重症患者が対象になると考えています。例えば肺炎を発症した患者

の中で、いろいろな要素から死亡率が高いと推測されるような患者が対象になると考

えています。 

2-3 年以内に臨床試験を施行することを目指しています。 

 

図９ リバーセルの支援で進める新型コロナ治療戦略 


