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はじめに

　抗体－薬物複合体（antibody-drug conjugate；ADC）の開 
発はMilsteinらのハイブリドーマ法の開発に端を発し1），

1970年代から行われており，当初はミサイル療法と呼ばれ，
がん治療の領域では大変期待されたが，マウス抗体であっ
たこと，抗腫瘍薬と抗体を結合するリンカーテクノロジー
が未熟であったことなどから臨床応用されることはなかっ
た。その後，抗体工学の進歩により，キメラ抗体，ヒト化

抗TF抗体を用いた抗体−薬物複合体の開発
Development of anti-tissue factor antibody-drug conjugate

松村 保広
Yasuhiro Matsumura
国立研究開発法人国立がん研究センター先端医療開発センター新薬開発分野分野長

　抗体− 薬物複合体（ADC）の開発は，抗体工
学，リンカーテクノロジーなどの技術向上によ
り大変魅了的な領域になってきた。また，トラ
スツズマブ エムタンシン（T-DM1）の臨床での
成功により，他 ADC の臨床開発が格段に活発
となってきた。しかし，抗体に結合しうる抗が
ん剤の数はせいぜい 3 個までであり，それ以上
の数を付加すると抗体の親和性が低下するとい
うことがわかってきている。その原則を通常の
抗がん剤に適用すると，治療効果を得るために
数十 g の ADC を投与することになる。結果と
して，とにかく強力な毒性のある薬剤（メイタ
ンシン，モノメチルオーリスタチン E（MMAE）
など）が ADC に選択されるようになった。逆に
いえば，パクリタキセルやドキソルビシンなど
通常の抗がん剤は ADC には不向きで，ミセル

などのナノ粒子に包埋して，がんへターゲティ
ングすることになる。もう 1 つの問題は，抗体
やナノ粒子をデリバリーツールとして用いる場
合に，対象となるがん間質が豊富な難治性がん
の場合，間質そのものが ADC のバリアとなる。
ゆえに，臨床のがんを対象とする場合は，単純
にがん細胞膜特異的分子を ADC の標的として
も成功しない場合が多い。組織因子（TF）は外
因系凝固の開始因子であり，多くの種類のがん
で高発現していることが知られている。また，
腫瘍血管内皮細胞においても発現していること
が判明した。われわれは，抗 TF 抗体−MMAE
複合体と抗 TF 抗体付加エピルビシン内包ミセ
ルを作製し，それぞれのコントロールと比較し
て有意な抗腫瘍効果を発揮することを証明し
た。

Following recent advances and technical innovation with linker technology and antibody engineering, the 
development of antibody-drug conjugates (ADCs) has become an attractive research area. Due to the success 
of T-DM1 in patients with metastatic breast cancer, the clinical development of other ADCs has become more 
active. However, this ADC strategy is confined to highly toxic anticancer agents and not to ordinary anticancer 
agents, such as taxanes and adriamycin, because a maximum of three anticancer agent molecules can be 
conjugated to the mAb, otherwise the affinity of the mAb diminishes when too many molecules are attached to 
the mAb. If this principle is adapted, an unrealistic concentration of ADC will need to be administered in order 
to achieve a therapeutic effect if mAbs are conjugated with ordinary anticancer agents. Therefore, for ordinary 
anticancer agents, nanoparticles should be considered as a drug delivery system. Another concern is that such 
high molecular weight drugs, including ADCs and nanoparticles, may not be effective for stroma rich tumors, 
such as glioma, scirrhous stomach cancer or pancreatic cancer, because the dense stroma may prevent the 
high molecular weight drugs from reaching the tumor cells within tumor tissues. Tissue factor (TF) triggers 
the extrinsic blood coagulation cascade and is often overexpressed in various cancer cells and tumor vascular 
endothelial cells. We succeeded in developing an anti-TF mAb monomethyl auristatin E (MMAE) conjugate 
and mAb-conjugated epirubicin-incorporating polymeric micelles. The anti-TF ADC and anti-TF conjugated 
micelles may become a dual target drug for human use because both could damage cancer cells and tumor 
vessels in the cancer stroma.
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