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はじめに

　抗体抗がん剤複合体（antibody drug conjugate；ADC）
の開発はKöhlerとMilstein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，当初はミサイル治
療と呼ばれ，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，ヒト化抗体，完全ヒト抗体などの作製技術が確立
したことに加え，抗がん剤を結合させるリンカーテクノロ
ジーの進歩もあり，ADCは血液系腫瘍を対象として臨床開
発が進んできた。2011年にはリンパ腫に対してブレンツ
キシマブ ベドチン（アドセトリスⓇ）が米国で承認された2）。
その後，2013年にトラスツズマブ エムタンシン（T-DM1，
カドサイラⓇ）が転移性乳がんに対し米国で承認された3）。
これはADCの一般固形がんに対するはじめての参入とい
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　抗体抗がん剤複合体（ADC）の開発は血液腫
瘍ではブレンツキシマブ ベドチン，固形がん
ではトラスツズマブ エムタンシン（T-DM1）の
承認が引き金となり世界中でさらに活発になっ
ている。日本発のADCとしてもトラスツズマ
ブ デルクステカン（DS-8201a）が乳がんに承
認され，臨床，製薬の世界でも大きな注目を集
めている。一方で，臨床の早期の時点で開発が
中止になるADCも多い。第Ⅲ相臨床試験に進
んでも，目的が達成されないケースも出てきて
おり，ADCとして成功するための条件などを分
析する必要がある。
　特に臨床の固形がんにおいては，高分子であ
るADCの均一な分布を妨げるがん間質バリア

が存在する。そのバリアを克服するためのがん
間質ターゲティング（CAST）療法を提唱した。
また，固形がんに不可避のbinding-site barrier
を克服するための抗体の工夫として，がん細胞
に結合しやすく，かつ離れやすい抗体の開発も
考慮すべきである。固形がんにおいては親和性
が高いほうがよりよいという考えを再考すべき
である。毒性が中等度以下の抗がん剤をデリバ
リーするためには通常のADCは不向きであり，
抗がん剤内包ナノ粒子に抗体などを付加した剤
形の開発が必要である。われわれが開発中の抗
tissue factor抗体付加エピルビシン内包ミセル
は抗体なしのミセル製剤に比較し有意な抗腫瘍
効果を示した。

The development of antibody drug conjugate (ADC) is triggered by approval of Brentuximab vedotin for 
hematological tumors and trastuzumab emtansine (T-DM1) for solid tumors, and is becoming more active 
around the world. Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) has been approved for breast cancer as an ADC 
originating in Japan, and has received great attention in the clinical and pharmaceutical worlds. On the other 
hand, many ADCs are discontinued in the early clinical stage. Even if the ADC progresses to phase 3, there are 
cases where the objective is not finally achieved, and it is also important to analyze the conditions for success 
as an ADC. In clinical human solid cancers, there is a cancer stromal barrier that prevents uniform distribution 
of the macromolecule ADC. We proposed cancer stromal targeting (CAST) therapy to overcome the barrier. 
In addition, the development of an antibody that easily binds to cancer cells and that easily separates once 
bound should be considered as a device for the antibody to overcome the binding-site barrier inevitable in 
solid cancer. The idea that higher affinity is better for solid cancer should be reconsidered. In order to deliver 
an anticancer drug with moderate toxicity or less, ordinary ADC is not suitable, and it is necessary to develop 
a dosage form in which an antibody or the like is added to the anticancer drug-encapsulating nanoparticles. 
The anti-Tissue factor antibody-added epirubicin-encapsulating micelles that we are developing showed a 
significant antitumor effect as compared to the micelle preparation without antibody.
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