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はじめに
　BRCA1／2（brea s t  c an c e r 
susceptibility gene 1／2）はDNA二
本 鎖 切 断（double strand break；
DSB）の相同組み換え（homologous 
recombination；HR）修 復 に 重 要
な役割を果たしているがん抑制
遺伝子であり，これらの生殖細胞
系列の病的変異（germline BRCA 
mutations；gBRCAm）は遺伝子の
不安定性を引き起こし，乳がんおよ
び卵巣がんをはじめとするがんの
易罹患性を示す。これは遺伝性乳

がん・卵巣がん症候群（hereditary 
breast and ovarian cancer syn-
drome；HBOC）として知られており，
最新の前向き研究報告では80歳まで
に乳がん，卵巣がんに罹患するリス
クはそれぞれ，BRCA1変異症例で
は72％，44％，BRCA2変異症例で
は69％，17％と報告されている1）。
gBRCAm陽性乳がんの特徴として
は，若年，両側乳がんの発生頻度が
高く，乳がんサブタイプはBRCA1
変異ではトリプルネガティブ乳がん
の割合が多く，BRCA2変異では散
発性乳がんの構成割合と同様といわ

れている。またgBRCAm陽性卵巣
がんの特徴として，約80％が漿液性
腺がんである。そのほか，gBRCAm
は男性乳がん，前立腺がんの罹患リ
スク，両性の膵がん，大腸がんの罹
患リスクに関与している。HBOCは
このような遺伝的背景をもつため，
臨床遺伝専門医や遺伝カウンセラー
によるスクリーニング，マネジメン
ト，発症予防が重要となるが，一
方でgBRCAmをもつがんに対して
プラチナ製剤やpoly［ADP-ribose］
polymerase（PARP）阻害薬などの薬
物療法の開発も急速に進んでいる。

　BRCA1／2はDNA二本鎖切断（DSB）
の相同組み換え（HR）修復に重要な役

割を果たしており，これらの生殖細胞系列の病的変異
（gBRCAm）はがんの易罹患性を示し，遺伝性乳がん・卵
巣がん症候群（HBOC）として知られている。HBOCはこの
ような遺伝的背景をもつため，臨床遺伝専門医や遺伝カウ
ンセラーによるスクリーニング，マネジメント，発症予防
が重要となるが，一方でgBRCAmをもつ腫瘍に対するプ
ラチナ製剤やPARP阻害薬などの薬物療法の開発も急速に
進んでいる。乳がんでは，ヒト上皮成長因子受容体（HER）2
陰性gBRCAm陽性進行・再発乳がんに対してオラパリブ，

talazopalib（本邦未承認）が既存の化学療法薬との比較試験
で臨床的有用性を示し，標準治療の1つとなっている。ま
た卵巣がんでは，“gBRCAmを問わず”プラチナ製剤感受性
再発卵巣がんの維持療法としてオラパリブ，niraparib（本
邦未承認），rucaparib（本邦未承認）の有効性が示されてい
る。そのほか，化学療法2〜3レジメン既治療のサルベー
ジラインや，最近では初回治療の維持療法としても有効性
が示されている。本稿では，特にgBRCAmに基づく乳がん，
卵巣がんに対する薬物療法，特にPARP阻害薬に焦点を当
てレビューする。

BRCA1 and BRCA2 play an important role in homologous recombination repair of DNA double strand breaks, and germline  BRCA 
mutations  (gBRCAm) are associated with susceptibility to and hereditary breast cancer and ovarian cancer, which is known as HBOC.
Due to these genetic conditions, screening, management and prevention by clinical geneticists and genetic counselors are important, 
while there is also rapid progress in the development of drug treatments such as platinum preparations and PARP inhibitors for 
tumors with gBRCAm. In breast cancer, olaparib and talazoparib (not approved in Japan) show greater clinical benefit compared to 
conventional standard chemotherapy for HER2-negative gBRCAm-positive advanced/metastatic breast cancer and have become new 
standard treatments. For ovarian cancer, “regardless of gBRCAm status”, olaparib, niraparib (not approved in Japan) and rucaparib (not 
approved in Japan) have been shown to be effective as maintenance therapy for platinum-sensitive recurrent ovarian cancer. In addition, 
salvage lines after 2-3 chemotherapy regimens, or even maintenance therapy in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer, 
have also shown effectiveness. This article focuses on drug therapies for breast cancer and ovarian cancer, especially PARP inhibitors.
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