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はじめに
　分子標的薬は，抗体や低分子化合 
物で標的分子のシグナル伝達をブロッ 
クすることでがん細胞の増殖を抑制
し，抗腫瘍効果を発揮する。各種悪
性腫瘍に対する有効性が示されてき 
ており，悪性黒色腫や肺がんなど，が 
ん腫によっては単剤でも1 次治療，2  
次治療の標準治療となっている。本 
稿では，食道がん，胃がんにおける 
分子標的薬の開発状況と，特に各種 
試験の成果から注目されている免疫 
チェックポイント阻害薬（抗progra-
mmed death-1（PD-1）抗体，抗PD-1 

ligand（PD-L）1抗体）（図１），がん幹 
細胞阻害薬（BBI608），ヒト上皮成長 
因子受容体（HER）2に対する抗体－ 
薬物複合体（DS-8201a）について概説 
する。

食道がんに対する分子標的薬の
開発（表１）
　食道がんは上皮成長因子受容体 

（EGFR）の発現割合が高く，過剰発
現は腫瘍の進行度や予後と関連があ
ると報告されており，抗EGFR抗体 
であるゲフィチニブやセツキシマブ
と化学療法，化学放射線療法の併用
による第Ⅲ相臨床試験が実施された 

が1）2），いずれもnegativeな結果であ 
り，現時点で分子標的薬を含む標準
治療はない。また，食道がん患者の 
43.9％でPD-L1およびPD-L2が発現し 
ており，PD-L1発現患者は予後不良 
であることも報告されており3），免疫 
チェックポイント阻害薬の有効性が
探索されている。
　ニボルマブは，小野薬品工業株式 
会社とMedarex社（現 Bristol-Myers  
Squibb（BMS）社）が開発した，ヒト 
PD-1に対するヒト型免疫グロブリン 
G（IgG）4モノクローナル抗体である。 
標準治療であるフッ化ピリミジン系
薬剤とプラチナ製剤，タキサン系薬
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　食道がんでは，1次治療が不応・不耐
の症例に対するニボルマブの第Ⅱ相臨床

試験で良好な成績が得られ，その後タキサン系薬剤とのラ
ンダム化比較試験が実施中である。同じく抗PD-1抗体の
ペムブロリズマブも標準治療無効の食道がんに対する有効
性が示され，タキサン系薬剤，イリノテカンとの比較試験
が実施されている。胃がんにおいては，標準治療のないラ
ストラインの胃がんに対するニボルマブとプラセボの比較
試験で，ニボルマブにおいて有意な生存期間延長効果が示

され，現在胃がんへの承認追加が申請されている。がん幹
細胞阻害薬であるBBI608は2次治療における化学療法と
の併用療法の第Ⅲ相臨床試験が行われていたが，主要評価
項目である全生存期間（OS）の有意な延長を達成できる見
込みが低いとの判断により，独立データモニタリング委員
会より盲検化解除の勧告となった。ヒト上皮成長因子受容
体（HER）2抗体−薬物複合体であるDS-8201aも期待され
る薬剤の１つで，今後の試験結果が待たれる。

In a phaseⅡtrial of nivolumab in patients with esophageal cancer refractory to first-line therapy, good responses were observed and 
now a randomized-controlled trial is being conducted with taxanes in the control arm. Pembrolizumab, which is also an anti-PD-1 
monoclonal antibody, has also been shown to be effective in patients with esophageal cancer refractory to standard of care and a 
phaseⅢstudy comparing the drug with a taxane and irinotecan is being conducted. In gastric cancer, a comparative study of nivolumab 
and placebo in the last line where there is no standard therapy showed significant prolongation of overall survival with nivolumab 
and an application for new drug approval for the drug as a treatment for unresectable and recurrent gastric cancer has been submitted. 
BBI608, a cancer stem cell inhibitor, is being tested in a phaseⅢtrial of combination therapy with chemotherapy as a second-line 
treatment; however, it is unlikely that superiority in terms of overall survival, which is the primary endpoint, will be observed and the 
Independent Data Monitoring Committee recommended unblinding the study. DS-8201a, which is an antibody-drug conjugate with a 
HER2 antibody, is also one of the drugs anticipated and future trial results are expected.
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