
開発名又は製品名 (INN) 開発者
製品の種類
(使用ベクター) 導入遺伝子 対象疾患 開発段階 試験登録ID

Luxturna *1 

(voretigene neparvovec) ノバルティス AAV2 RPE65 RPE65変異
網膜ジストロフィー

申請中 JapicCTI-205455

DTX301 ウルトラジェニクス AAV8 OTC オルニチントランス
カルバミラーゼ欠損症

第Ⅲ相 NCT05345171

DTX401 ウルトラジェニクス AAV8 G6Pase グルコース-6-ホスファターゼ
欠損症

第Ⅲ相 NCT05139316

rAAV-Spark100-hFIX-Padua, 
PF-06838435
(fidanacogene elaparvovec)

ファイザー AAV-Spark100 第IX因子（Padua変異） 血友病B 第Ⅲ相 JapicCTI-205228

PF-06939926
(fordadistrogene
movaparvovec)

ファイザー AAV9 ミニジストロフィン
歩行可能なデュシェンヌ型
筋ジストロフィー

第Ⅲ相 jRCT2051210011

PF-07055480
(giroctocogene fitelparvovec) ファイザー AAV6 第Ⅷ因子

(Bドメイン欠失型) 血友病A 第Ⅲ相 jRCT2043210021

CG0070 キッセイ薬品工業 腫瘍溶解性アデノウイルス
E2F-1プロモーター
GM-CSF

BCG不応のCISを有する
筋層非浸潤性膀胱がん

第Ⅲ相 jRCT2043210017

VB-111
(ofranergene obadenovec) ナノキャリア アデノウイルス Fas-TNFR1 プラチナ製剤抵抗性

卵巣癌
第Ⅲ相 NCT03398655

SRP-9001 *1, 
rAAVrh74.MHCK7.micro-
dystrophin

サレプタ･
セラピューティックス

AAVrh74 マイクロジストロフィン
デュシェンヌ型
筋ジストロフィー

第Ⅲ相 jRCT2053210141

Adstiladrin
(nadofaragene firadenovec) フェリング・ファーマ アデノウイルス IFN-α2b 非筋肉浸潤性膀胱癌 第Ⅲ相 NCT02773849

NSR-REP1*1

(timrepigene emparvovec) バイオジェン AAV2 REP1 コロイデレミア 第Ⅲ相 NCT03496012

Hemgenix , CSL222
(etranacogene dezaparvovec) CSLベーリング AAV5 第IX因子（Padua変異） 血友病B ? -

*1 希少疾病用再生医療等製品指定

in vivo 遺伝子治療製品 (第Ⅲ相)

国内企業あるいは日本で臨床開発中の主な遺伝子治療製品 (2023年5月時点) (1/4)

本表を執筆や講演スライド等に利用される際には，出典（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部ホームページ）を明示して頂けますと幸いです．
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OBP-301, 
テロメライシン*2 オンコリス 腫瘍溶解性アデノウイルス

テロメラーゼ
プロモーター

頭頸部癌、食道癌、
非小細胞肺癌

第Ⅱ相 JapicCTI-205125

DVC1-0101 九州大 センダイウイルス FGF2 間欠性跛行 第Ⅱb相 医師主導治験 UMIN000014307
Surv.m-CRA-1 鹿児島大 腫瘍溶解性アデノウイルス サバイビンプロモーター 原発悪性骨腫瘍 第Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2073210118
コラテジェン
(beperminogene perplasmid) 旭川医大 プラスミドDNA HGF 原発性リンパ浮腫 第Ⅱ相 医師主導治験 UMIN000033159

BAY2599023, DTX201 バイエル AAVhu37 第Ⅷ因子
(Bドメイン欠失型) 血友病A 第Ⅰ/Ⅱ相 NCT03588299

DVC1-0401 九州大/Idファーマ サル免疫不全ウイルス hPEDF 網膜色素変性 第Ⅰ/Ⅱa相 医師主導治験 jRCT2073180024

Ad-SGE-REIC 岡山大 アデノウイルス REIC/Dkk3
再発悪性神経膠腫 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2063190013
肝臓癌 第Ⅰ/Ⅰb相 医師主導治験 UMIN000027770

T-hIL12 信州大/東大医科研 腫瘍溶解性HSV1 IL12 悪性黒色腫 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033190086

GT0001X 自治医大
/遺伝子治療研究所

AAV.GTX
(改変型AAV9) ADAR2 孤発性筋萎縮性側索硬

化症
第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033210686

GT0002X 自治医大
/遺伝子治療研究所

AAV2 AADC
パーキンソン病 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033210696
AADC欠損症 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033210641

Imlygic*1

(talimogene laherparepvec) アムジェン 腫瘍溶解性HSV1 GM-CSF 悪性黒色腫 第Ⅰ相 NCT03064763

G47Δ
東京大

腫瘍溶解性HSV1 ―
嗅神経芽細胞腫 臨床研究 jRCTs033180325
悪性胸膜中皮腫 臨床研究 jRCTs033180326

杏林大 前立腺癌 臨床研究 -
rMV-SLAMblind 東京大 腫瘍溶解性麻疹ウイルス ― 乳がん 臨床研究 -

URO-902 Urovant Sciences
(住友ファーマ子会社）

プラスミドDNA (pVAX) KCNMA1 過活動膀胱 第Ⅱ相 （米国） NCT04211831

SP-101 Spirovant Sciences
(住友ファーマ子会社）

AAV2.5T (吸入) hCFTRΔR 嚢胞性線維症 第Ⅰ/Ⅱ相 （米国） -

AT132
(resamirigene bilparvovec) アステラス AAV8 MTM1 X連鎖性ミオチューブ

ラーミオパチー
第Ⅰ/Ⅱ相 （米国） NCT03199469

AT845 アステラス AAV8 GAA 遅発型ポンペ病 第Ⅰ/Ⅱ相 （米国） NCT04174105

*1 希少疾病用再生医療等製品指定
*2 先駆け審査指定制度の対象品

国内企業あるいは日本で臨床開発中の主な遺伝子治療製品 (2023年5月時点) (2/4)

in vivo 遺伝子治療製品 (第Ⅲ相以外)

本表を執筆や講演スライド等に利用される際には，出典（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部ホームページ）を明示して頂けますと幸いです．
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PHE885 ノバルティス
自己CAR-T細胞
(レンチウイルス) BCMA-CAR 多発性骨髄腫 第Ⅱ相 jRCT2013220012

OPC-415 大塚製薬
自己CAR-T細胞
（レトロウイルス）

MMG49-CAR 多発性骨髄腫 第Ⅰ/Ⅱ相 jRCT2033200278

TBI-1301 *1*2

(mipetresgene autoleucel)

大塚製薬 (タカラバイオ)
自己TCR-T細胞
(レトロウイルス) NY-ESO-1-TCR

滑膜肉腫 第Ⅰ/Ⅱ相 JapicCTI-173514

三重大他
難治性軟部肉腫 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 JMA-IIA00346
成人T細胞白血病 第Ⅰ相 医師主導治験 JapicCTI-183830

GMR CAR-T 信州大
自己CAR-T細胞
（PiggyBacトランスポゾン
プラスミド）

GM-CSF受容体
（CD116/CD131複合体; 
GMR）-CAR

CD116陽性骨髄系腫瘍 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033210029

BP2301 信州大/
ブライトパス・バイオ

自己CAR-T細胞
（PiggyBacトランスポゾン
プラスミド）

HER2-CAR 骨・軟部肉腫
婦人科悪性腫瘍

第Ⅰ相 医師主導治験 jRCT2033220088

CART001 国立がん研究センター
自己CAR-T細胞
（レトロウイルス）

CD20-CAR B細胞性
非ホジキンリンパ腫

第Ⅰ相 JapicCTI-194764

UCART19/ALLO-501 日本セルヴィエ
同種CAR-T細胞
(レンチウイルス) CD19-CAR 急性リンパ性白血病 第Ⅰ相 JapicCTI-195059

TAK-102 武田薬品工業
自己CAR-T細胞
(レトロウイルス)

GPC3-CAR, 
CCL19, IL-7 固形癌 第Ⅰ相 JapicCTI-205300

TAK-103 武田薬品工業
自己CAR-T細胞
(レトロウイルス)

MSLN-CAR, 
CCL19, IL-7 固形癌 第Ⅰ相

jRCT2033210463, 
NCT05164666

NIB101 ノイルイミューン
自己CAR-T細胞
(レトロウイルス)

GM2-CAR, 
CCL19, IL-7 固形癌 第Ⅰ相 jRCT2033210499

TBI-1201 三重大他
自己TCR-T細胞
(レトロウイルス) MAGE-A4-TCR, siTCR 固形癌 第Ⅰ相 医師主導治験 JapicCTI-142555

SFG-1928z 自治医大
自己CAR-T細胞
(レトロウイルス) CD19-CAR B細胞性悪性リンパ腫 臨床研究 UMIN000015617

― 名古屋大
自己CAR-T細胞
(PiggyBacトランスポゾン
プラスミド)

CD19-CAR B細胞性
急性リンパ性白血病

臨床研究 UMIN000030984

TBI-2001 タカラバイオ
自己CAR-T細胞
(レトロウイルス) CD19-JAK/STAT-CAR

B細胞リンパ腫
慢性リンパ性白血病
小リンパ球性リンパ腫

第Ⅰ相（カナダ） -

*1 希少疾病用再生医療等製品指定 *2 先駆け審査指定制度の対象品

国内企業あるいは日本で臨床開発中の主な遺伝子治療製品 (2023年5月時点) (3/4)

ex vivo 遺伝子治療製品（CAR-T, TCR-T）

本表を執筆や講演スライド等に利用される際には，出典（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部ホームページ）を明示して頂けますと幸いです．
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WASP LV 国立成育医療研究セ
自己造血幹細胞
(レンチウイルス) WASP ウィスコット・アルドリッ

チ症候群（WAS） 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 UMIN000030806

CGT-HPAC-LCAT 千葉大/
セルジェンティック

ヒト自己前脂肪細胞
(レトロウイルス) LCAT 家族性LCAT欠損症 第Ⅰ/Ⅱ相 医師主導治験 jRCT2033200096

iCAR-ILC-N101 国立がん研究センター
iPSC由来CAR-NK細胞
（不明）

GPC3-CAR 卵巣明細胞癌 第Ⅰ相 医師主導治験 jRCT2033200431

国内企業あるいは日本で臨床開発中の主な遺伝子治療製品 (2023年5月時点) (4/4)

ex vivo 遺伝子治療製品（CAR-T, TCR-T以外）

本表を執筆や講演スライド等に利用される際には，出典（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子医薬部ホームページ）を明示して頂けますと幸いです．
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