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DS-8201
（trastuzumab deruxtecan）
は，
トポイ
ソメラーゼⅠ阻害薬（deruxtecan；DX-8951誘
導体
（DXd）
）
と抗ヒト上皮成長因子受容体
（HER）
2
抗体
（モノクローナル免疫グロブリンG
（IgG）
1）
を
用いた新規抗体−薬物複合体
（ADC）である。日
本で行われたfirst-in-human試験ではDS-8201の
最大耐用量
（MTD）には到達せず，前治療歴のあ

る患者において，DS-8201はHER2高発現例だ
けでなくHER2低発現例に対しても抗腫瘍活性
を認めた。本試験の結果をもとに，第Ⅱ相臨
床試験での推奨投与量（RD）は5.4mg/kgまたは
6.4mg/kgと決定され，現在第Ⅱ相臨床試験が
進行中である。

DS-8201 is the lead product in the antibody-drug conjugate (ADC) Franchise of the Daiichi Sankyo Cancer
Enterprise. ADCs are targeted cancer medicines that deliver cytotoxic chemotherapy ("payload") to cancer
cells via a linker attached to a monoclonal antibody that binds to a specific target expressed on cancer cells. DS8201 is a smart chemotherapy comprised of a humanized HER2 antibody attached to a novel topoisomeraseⅠ
inhibitor payload by a tetrapeptide-based linker.
An open-label, two-part phaseⅠstudy is currently ongoing to evaluate DS-8201 in patients with advanced/
unresectable or metastatic solid tumors that are refractory or intolerant to standard treatment, or for whom no
standard treatment is available. The primary objective of the dose escalation phase of the study is to assess the
safety and tolerability of DS-8201 and to determine the maximum tolerated dose. In the dose expansion part
of the phaseⅠstudy, DS-8201 is administered as one of two doses (5.4 mg/kg and 6.4 mg/kg) to patients with
HER2-positive advanced or metastatic breast cancer and gastric cancer, HER2 low-expressing breast cancer
and other HER2-expressing solid tumors. Patient enrollment in the two breast cancer cohorts and the HER2expressing solid tumors cohort is ongoing in the U.S. and Japan.

抗体−薬物複合体（ADC）
DS-8201
（trastuzumab deruxtecan）は新規抗体−薬物複
合体
（antibody-drug conjugate；ADC）であり，トポイソメ
ラーゼⅠ阻害薬（deruxtecan；DX-8951誘導体（DXd））と抗
ヒト上皮成長因子受容体
（HER）
2抗体
（モノクローナル免疫
グロブリンG
（IgG）1）
を用いている。従来の殺細胞性抗がん
剤は標的腫瘍細胞への選択性
（腫瘍特性）が低く，その高い
抗腫瘍活性と引き換えに，毒性も強く治療域が狭い。分子
標的治療が導入され，リツキシマブやトラスツズマブなど
の腫瘍細胞表面抗原を標的としたモノクローナル抗体療法
は2000年代，がんの個別化治療という新たな領域を創造し
た。さらに，ドライバー遺伝子に注目された開発は，次世
代シーケンサー（next generation sequencer；NGS）による
標的分子の同定研究を加速し，ドライバー遺伝子の存在は
一部のがんに限られていること，特異的化合物の製造に技
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術的限界が存在することなどの問題が見出され，開発が減
退しつつある。
ADCは，強力な殺細胞性抗がん剤による抗腫瘍効果とモ
ノクローナル抗体の特異性を組み合わせ，少量の殺細胞性
抗がん剤を効率よく腫瘍細胞に作用させる。抗体をナノテ
薬剤などで修飾する技術はarmed
クノロジーで改良・改変し，
antibody
（武装化抗体）と呼ばれ，すでにゲムツズマブオゾ
ガマイシン，ブレンツキシマブ ベドチン，トラスツズマブ
1）
エムタンシン
（T-DM1）
などで臨床導入されている
（表１）
。
ADCは主に，①抗体，②殺細胞性抗がん剤，③リンカー
の 3 つの構成要素からなる複雑な構造物である。標的細胞
膜抗原にADCが結合したのち，複合体が細胞内にinternalizationして，殺細胞性抗がん剤が抗体から分離し，腫瘍細胞
の核に作用して殺細胞作用が発揮される。ADCの標的とな
る抗原は，腫瘍細胞表面に特異的・強発現しており，血流
中などにはsheddingやcleaved circulating bodyはなく，抗
体と結合したのち，リンカー構造が変わらず，細胞内に取
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