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抗 HER2 薬
１．HER2陽性早期乳がんにおけ

る術前・術後療法
１）トラスツズマブ
①術後療法
　リンパ節転移陽性で 1 cm以上，
またはハイリスクリンパ節転移陰性

の乳がん患者に対する 5 つのランダ
ム化比較試験の結果に基づき，術後
トラスツズマブの 1 年投与がヒト上
皮成長因子受容体（HER）2陽性乳が
んに対する標準治療となった。主要
な術後トラスツズマブ試験の結果に
ついてレビューする。
　NSABP B-31試験とNCCTG N9831

試験は，術後化学療法（アンスラサ
イクリン系薬剤＋タキサン系薬剤）
に対するトラスツズマブの上乗せ効
果を検証する試験であった。両試験
の統合解析の結果，トラスツズマブ
群において無病生存期間（DFS）（ハ
ザード比（HR） 0.52，p＜0.001），全
生存期間（OS）（HR 0.61，p＜0.001）
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　最近の10年間で，ヒト上皮成長因子受 
容体（HER）2陽性乳がんを中心に乳がん 

に対する抗体治療は大きな発展を遂げてきた。HER2陽性
乳がんは最も悪性度の高いサブタイプの 1 つであったが，
抗 HER2薬の登場に伴いその予後は改善されてきた。抗
HER2薬にはモノクローナル抗体薬，小分子阻害薬，抗体−
薬物複合体（ADC）が存在する。抗ヒト化モノクローナル
抗体薬であるトラスツズマブは，転移性乳がんに対する
治療薬として1990年代後半に登場し臨床現場に大きなイ
ンパクトを与えたが，トラスツズマブ耐性の HER2陽性
乳がんが課題となっている。また，抗 HER2薬 2 剤を併
用する dual HER2 blockade が試みられ，有効性を示す

データが多く出てきている。さらに，抗 HER2薬に細胞障
害性薬剤をリンカーで結合させた ADC も新たな治療選択
肢として期待される。一方で，トリプルネガティブ乳が
ん（TNBC）を対象とした抗体治療開発も進められている。
抗 programmed death-1（PD-1）／programmed death-1 
ligand 1（PD-L1）抗 体 薬 や 抗 糖 蛋 白 質 nonmetastatic 
melanoma protein B（gpNMB）抗体薬の臨床試験が進行し
ており，結果が期待される。
　本稿では，これまでに蓄積されてきたエビデンス（表１）
をもとに乳がん領域における「新たな抗体治療の展開」に
ついて概説する。

In the past decade, remarkable progress has been achieved with antibody-based therapy targeting breast cancer and, in particular, 
human epidermal growth factor receptor (HER) 2-positive breast cancer. HER2-positive breast cancer is considered one of the highest-
grade subtypes; however, the prognosis of patients with the disease has improved with the emergence of anti-HER2 agents. Currently 
available anti-HER2 agents include monoclonal antibodies, small molecule HER2 inhibitors, and antibody-drug conjugates (ADC). 
Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody introduced in the latter half of the 1990s as a therapeutic agent for metastatic breast 
cancer, had a great impact on clinical practice; however, trastuzumab resistance in patients with HER2-positive breast cancer has posed 
a significant challenge. A significant amount of data indicating the efficacy of treatment via a dual HER2 blockade using 2 anti-HER2 
agents has been obtained. In addition, ADC designed to combine an anti-HER2 agent with a cytotoxic agent through a linker have 
emerged as a promising novel therapeutic option. Antibody-based therapies targeting triple negative breast cancer (TNBC) have also 
been developed. Clinical studies of antibody-drugs against programmed death-1 (PD-1) or its ligand (PD-L1), as well as glycoprotein 
nonmetastatic melanoma protein B (gpNMB) are currently ongoing and the results are highly anticipated.
This review summarizes the “development of novel antibody-based therapy” in the breast-cancer area based on evidence that has been 
accumulated to date (see Table 1).

◆トラスツズマブ　　　◆ペルツズマブ　　　◆トラスツズマブ エムタンシン
 trastuzumab pertuzumab trastuzumab emtansine (T-DM1)

◆抗 PD-1抗体　　　　　　　　　　◆抗糖蛋白質 NMB 抗体薬
 anti-programmed death-1 (PD-1) antibody anti-glycoprotein nonmetastatic melanoma protein B (gpNMB) antibody
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