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【はじめに】
　近年、癌に特異的な経路や癌の増殖や進展を担う分子
を阻害することによる分子標的療法が重要な役割を果た
すようになってきた。
　乳癌領域では、1960 年代にエストロゲン受容体が発見
され、1970 年代に選択的エストロゲン受容体であるタ
モキシフェンが乳癌に有効であることが証明された。さ
らに 1980 年代後半にHER2 タンパクが発見され、HER2
タンパクに対するモノクローナル抗体、トラスツズマブ
が開発され、乳癌治療体系は大きく進歩することとなっ
た。さらに、HERファミリーを標的とするラパチニブ、
VEGFに対するベバシズマブ、RANKLEへのデノスマ
ブが臨床応用されるとともに、異なるシグナル伝達経路
を制御する dual blockade も注目を集めている。

【HER2】
　Human epidermal growth factor receptor （EGFR）
family は HER1、HER2、HER3、HER4 の 4 つの膜型受
容体で構成される。これらは細胞膜に存在し、細胞外
のリガンド結合ドメインと膜貫通型ドメインからなる。
HER3を除くHERは細胞内チロシンキナーゼを有し、シ
グナル伝達カスケードが細胞の増殖、分化、成長、血管
新生、融合、アポトーシスを誘導する。HER family の代
表的なHER2 は 1985 年に EGFR類似の膜受容体型チロ
シンキナーゼとして初めてクローニングされた。HER2
遺伝子は 17番染色体長腕に位置し、HER2タンパクは分
子量 185kDa の膜貫通型糖タンパクである。HER2 はリ
ガンドをもたず、HER2もしくは他のHER-family と二量
体を形成することで、細胞内ドメインであるチロシンキ
ナーゼがリン酸化され下流シグナルを活性化し、細胞の
分化や増殖、生存に関与している。HER2/neu 遺伝子の
増幅やHER2タンパクの過剰発現は乳癌全体の 15-20%で
認められる。HER2陽性乳癌はHER2陰性乳癌に比べて、
悪性度が高く予後不良であるため、以前はHER2 陽性は
予後不良因子（prognostic factor）とされていた。しかし、

抗HER2 療法薬の登場によりHER2 陽性乳癌の予後が著
名に改善された現在では、治療効果予測因子（predictive 
factor）としての意義が強い 1）。

【HER2およびHER-family を標的とした治療薬】
　HER-family を標的とした治療として、細胞外ドメ
インに作用する抗体薬、細胞内ドメインに作用する低
分子チロシンキナーゼ阻害薬がある。HER2 陽性の判
定は免疫組織化学法（immunohistochemical staining: 
IHC）において 3 ＋、または FISH（fluorescent in site 
hibridiaation）法にて陽性の患者が治療の適応となる。
IHC法にて 2+の場合は FISH 法にて陽性であることを
確認することが必要である。

①トラスツズマブ
　HER2 の増殖シグナルを阻害することを目的に開発さ
れた抗HER2 モノクローナル抗体がトラスツズマブで、
再発・術前・術後の標準治療として活用され、HER2 陽
性乳癌における治療の中心的役割を担っている。トラ
スツズマブはHER2 受容体の細胞外ドメイン IVに特異
的に結合する IgG1 型ヒト化抗HER2 モノクローナル抗
体で、ADCC 活性（抗体依存性細胞介在性障害作用；
antibody-dependent cellular cytotoxicity）、HER2 受容体
の down regulation、p95-HER2 や HER-family との二量
体形成による下流シグナルの活性化抑制、apoptosis の
抑制、血管新生シグナルの抑制などにより抗腫瘍効果を 
示す 2）。
　トラスツズマブの特徴的な副作用として infusion reac-
tion と心毒性がある。トラスツズマブ投与 24 時間以内
（多くは 8時間以内）に発熱、悪寒、頭痛などをきたす
infusion reaction を約 40%に認めるが、ほとんどは初回
投与時に出現し、2回目以降は発現しないことが多い。
心毒性には左室収縮能低下や心不全があり、特にアンス
ラサイクリン系薬剤との併用で心毒性が有意に増加する
ことが報告されている 3）。アンスラサイクン系薬剤の後
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にトラスツズマブを 1年間投与された患者のおよそ 2～
4%にうっ血性心不全を認めている。トラスツズマブによ
る心毒性は用量依存性ではなく重篤化することも比較的
少なく、可逆性であることが多いとされているが、長期
的な心臓への影響についてはまだ不明である。トラスツ
ズマブ投与中は定期的な心機能検査が推奨されており、
トラスツズマブ投与患者に対するさらなる長期的な観察
も必要である。

②ラパチニブ
　ラパチニブは、HER1 と HER2 タンパクを標的とする
低分子チロシンキナーゼ阻害薬であり、細胞内ドメイン
であるチロシンキナーゼに作用し下流のシグナル伝達
系を抑制する。トラスツズマブ耐性細胞における効果
が示され、臨床においてもトラスツズマブ治療中に病勢
進行となった場合での効果を認めている。ラパチニブ＋
カペシタビンはアンスラサイクリンとタキサンとトラス
ツズマブ既治療の単剤に比較して病勢増悪までの期間
（progression free survival：PFS）を有意に延長すること
が第 III 相試験で示された 4）。HER2 陽性転移性乳癌に対
して、カペシタビンまたラパチニブは低分子化合物であ
るため血液―脳関門を通過することから脳転移への効果
も認められている。ラパチニブの有害事象は単剤として
は下痢、皮疹、吐気、肝機能障害、疲労、食欲不振、口
内炎が報告されている。

③ぺルツズマブ
　ぺルツズマブはHER2の細胞外ドメイン II に結合する
ヒト化モノクローナル抗体で、HER2 と EGFRや HER3
との二量体形成を阻害する。HER2 陽性転移再発乳癌の
1次治療としてトラスツズマブ＋ドセタキセル療法にぺ
ルツズマブ追加を検証する第 III 相試験（CLEOPATRA
試験）において、PFS（18.5 月 vs 12.4 月、Hazard ratio: 
HR 0.62、p<0.0001）、全生存率（overall survival：OS）（HR 
0.66、p=0.0008）ともに有意に延長することが示され 
た5）。ペルツズマブを使用した術前治療（NeoSphere試験）
では、主要評価項目である病理学的奏効率（pathological 
complete response：pCR）は、トラスツズマブ＋ドセ
タキセル（29.0%）、トラスツズマブ＋ドセタキセル＋ぺ
ルツズマブ（45.8%）、トラスツズマブ＋ペルツズマブ
（16.8%）、ドセタキセル＋ペルツズマブ（24.0%）であっ
た 6）。いずれの治療群においてもER陰性症例で ER陽
性症例に比べ高い pCRが得られ、分子標的治療薬のみの
トラスツズマブ＋ペルツズマブによりER陰性では pCR
は 29.1%であった。

④トラスツズマブ -DM1（T-DM1）
　T-DM1 はトラスツズマブに微小管重合阻害薬である
DM1を安定化リンカーによって結合させた薬剤結合抗体
（antibody-drug conjugates：ADC） である。T-DM1 が
endocytosis により細胞内に取り込まれDM1を放出する
ことにより腫瘍細胞選択的にDM1が作用する。トラス
ツズマブ抵抗性のHER2陽性転移性乳癌に対してT-DM1
単剤とラパチニブ＋カペシタビン治療を比較する第 III
相試験（EMILIA試験）が行われた 7）。PFSは 9.6 月 vs 6.4
月、HR0.65、p<0.0001、OS は HR0.62、p<0.0005 で、奏
効率は43.6%と30.8%、duration of responseは12.6月と6.5
月で、T-DM1が有意に良好な成績であった。副作用とし
ては、疲労、悪心、血小板減少、肝機能障害などがある。

【HER2陽性乳癌に対する術後治療】
　2012 年に HER2 陽性乳癌に対する化学療法へのトラ
スツズマブの追加効果についての 8試験（11,911 人）の
メタアナリシスが報告されている 8）。トラスツズマブの
追加投与により、無病再発率（disease free survival：
DFS、HR：0.60、95 % CI: 0.50 ‒ 0.71）、OS（HR：0.66、
95% CI: 0.57 ‒ 0.77）と化学療法単独に比べて有意に良好
な成績であった。化学療法に対するトラスツズマブ投与
のタイミングでは、同時併用では有意にOSを改善した
（HR：0.64、95% CI: 0.53 ‒ 0.76）が、順次併用でのOSの
改善は認められていない（HR：0.85、95% CI: 0.43 ‒ 1.67）。
　多くの術後トラスツズマブ試験で投与期間が 1年とさ
れていたため、科学的裏付けはないもののトラスツズマ
ブの至適投与期間は 1年とされていた。そのような状況
の中でHER2 陽性早期乳癌における術後療法として、ト
ラスツズマブの 2年投与と 1年投与も比較したHERA試
験が 2012 年に発表された 9）。観察期間 8年において、ト
ラスツズマブの 2年投与と 1年投与の比較では、DFS
（HR:1.05）、OS（HR:1.05）と差を認めなかった。一方で、
左室駆出率に関するイベントは 2年投与で有意に高率に
発生した。また、トラスツズマブのより短期投与の有用
性をみるために行われた PHARE試験において、トラス
ツズマブ 1年投与に対する 6ヵ月投与の非劣性は証明さ
れなかった（HR：1.28、95% CI: 1.05 ‒ 1.56）10）。これら
の結果より、トラスツズマブの至適投与期間は1年となっ
ている。
　トラスツズマブの適応は、上記の臨床試験の適格基準
であった浸潤径 1 cm以上のリンパ節転移陰性のHER2
陽性乳癌およびリンパ節転移陽性のHER2 陽性乳癌が一
般的である。浸潤径 1cm以下のリンパ節転移陰性患者に
対するエビデンスは少ないが、HER2 陽性乳癌は浸潤径
が 0.6 ～ 1 cmであってもHER2陰性乳癌に比べて予後不
良であるというレトロスペクティブな解析結果から、ト
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ラスツズマブの追加効果が期待される。NCCNのガイド
ラインでは腫瘍径 0.6 ～ 1 cmのリンパ節転移陰性乳癌で
あってもリスクとベネフィットを考慮してトラスツズマ
ブを検討できると記載されている 11）。
　多くの臨床試験で用いられたレジメンはアンスラサイ
クリンとタキサンの順次投与で、タタキサンに対してト
ラスツズマブが同時もしくは順次に投与されており、ア
ンスラサイクリンとタキサンの順次投与にトラスツズマ
ブを併用することが標準的である。一方、アンスラサイ
クリンを省くことの可能性もみたBCIRG006 試験ではド
セタキセルとカルボプラチン、トラスツズマブ（TCH）
の併用は、トラスツズマブを含まないアンスラサイクリ
ン＋サイクロフォスファミドよりも有意にDFSと OSを
改善した 12）。したがって比較的早期のHER2 陽性乳癌や
アンスラサイクリンの適応外である場合はTCHを使用
することも可能である。
　ラパチニブに関しては、大規模第 III 相試験（ALLTO
試験）の登録が終了し結果を待つところである。本試験
はHER2 陽性乳癌の術後治療における化学療法に併用す
る抗HER2 薬として、トラスツズマブ、ラパチニブ（中
間解析で中止）、ラパチニブとトラスツズマブの順次投
与、同時併用投与の有用性を検証するものである。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドA：HER2 陽性術後乳癌に対する化学療法＋トラスツ
ズマブは強く勧められる」

【HER2陽性乳癌に対する術前治療】
　これまで発表された５つのランダム化比較試験のメタ
アナリシス（n=515）では、術前化学療法とトラスツズ
マブ同時併用は化学療法単独に比べ、pCR率を有意に改
善（21% vs 38%、p<0.001）したが、乳房温存率は同等
であった（58% vs 56%、p=0.82）13）。一方、術前にトラ
スツズマブを投与することで心毒性の増加はない。
　HER2 陽性乳癌に対して術前化学療法と抗HER2 併用
療法で pCRが得られた場合、non-pCR例に比べて予後が
良好である。また、HER2 陽性乳癌の中でもER陰性症
例はER陽性症例よりも治療感受性が高く pCRも高値が
得られている。予後との相関から pCRは ER陰性HER2
陽性乳癌では予後因子として考えられているが、ER陽
性HER2 陽性乳癌ではまだ明確な位置づけはなされてい
ない。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドA：手術可能なHER2 陽性原発乳癌に対して、乳房温
存を目的に術前化学療法を行うときにトラスツズマブの
使用は勧められる」

【HER2陽性進行再発乳癌に対する治療】
　2001 年にHER2陽性転移性乳癌を対象とした化学療法
へのトラスツズマブ併用効果が報告された 3）。HER2 陽
性転移性乳癌に対する一次治療としてのトラスツズマブ
とタキサンの併用療法はタキサン単独療法に比較して奏
効率、奏効期間、OSのいずれも有意な改善を認め、ト
ラスツズマブとタキサンの併用が一次治療として広く使
用されている。また、トラスツズマブとビノレルビンの
併用もTRAVIOTA試験やHERNATA試験でその有効
性が認めらており、一次治療として考慮することが可能
である 14,15）。カペシタビンやエリブリンなど他薬剤とト
ラスツズマブの併用に関する試験も報告されており、二
次治療以降の選択肢となっている。トラスツズマブ単剤
での奏効率は 12 ～ 35%であり、化学療法との併用より
も劣っている 16）。
　トラスツズマブ単剤もしくは化学療法との併用で奏効
が得られてもほとんどの症例で治療抵抗性となり腫瘍の
増大が認められる。タキサンとトラスツズマブ投与後の
HER2 陽性進行再発乳癌を対象とした試験では、カペシ
タビン単剤よりもカペシタビンとトラスツズマブの併用
療法のほうが有意に高い腫瘍縮小効果と無病増悪期間の
延長を示している 17）。
　トラスツズマブと内分泌療法の併用に関する試験
が ER 陽性 HER2 陽性乳癌を対象に行われている。
eLEcTRA試験ではレトロゾール・トラスツズマブ併用
はレトロゾール単独に比べて、 time to progression（TTP：
14.1 ヵ月 vs 3.3 ヵ月）、クリニカル・ベネフィット（65% 
vs 35%）と良好な成績であった 18）。またアナストロゾー
ル単独とアナストロゾール・トラスツズマブ併用療法の
比較試験（TAnDEM）では、PFS（3.8 ヵ月 vs 5.6 ヵ月）
およびクリニカル・ベネフィット、奏効率、TTPともに
併用療法が有意に良好な成績であった 19）。
　ラパチニブはカペシタビンとの併用においてのみ保険
承認がなされている。EGF100151 は、化学療法やトラ
スツズマブで病勢進行となったHER2 陽性転移再発乳癌
を対象としてカペシタビン単独療法とラパチニブ・カペ
シタビン併用療法の比較し、TTP（8.4 ヵ月 vs 4.4 ヵ月、
p<0.001）、奏効率（22% vs 14%、p=0.09）と併用群が良
好な成績であった 4）。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドA：化学療法とトラスツズマブを含む抗HER2 療法の
併用は、HER2 陽性転移。再発乳癌に対する一次治療と
して強く勧められる」「推奨グレードC1：トラスツズマ
ブ単独療法はQOLを維持しながら病勢進行を抑える可
能性があるので、実践を考慮してもよい。「推奨グレー
ドC2：トラスツズマブ前治療のない場合、化学療法とラ
パチニブ併用療法は基本的に勧められない」「推奨グレー
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ド C1：閉経後ホルモン受容体陽性HER2 陽性転移・再
発乳癌に対して、内分泌療法と抗HER2 療法の併用療法
の実践を考慮してもよい」

【ベバシズマブ】
　ベバシズマブは血管内皮増殖因子 VEGF（vascular 
endothelial growth factor）を標的としたヒト化 IgG1 モ
ノクローナル抗体である。VEGFはVEGF受容体に結合
し腫瘍の申請血管の増勢に関与する重要な因子である。
HER2 陰性再発乳癌の一次治療として化学療法にベバ
シズマブを追加するかいなかの第 III 相試験（E2100 試
験 20）、AVADO 試験 21）、RIBBON-1 試験 22））のいずれ
にもおいて、奏効率の向上とPFSの延長が得られている
が、OSの改善は示されなかった。進行再発乳癌に対す
るベバシズマブの適応は国によって異なる。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドC1：転移・再発乳癌一次治療として化学療法とベバ
シズマブの併用は、無増悪生存期間の延長を認めるが、
全生存期間の有意な改善は認められていないため、適応
に細心の注意を払ったうえで使用することを考慮しても 
よい」

【デノスマブ】
　デノスマブは、receptor activator of NF- κ B ligand 
（RANKLE）を標的とするモノクローナル抗体である。
乳癌や前立腺癌などの骨転移による骨関連事象（病的骨
折、脊髄圧迫による神経症状、放射線治療や手術の必要
性）の発症を減少させる 23）。有害事象として、顎骨壊死
や低カルシウム血症に注意を要する。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドA：骨吸収抑制薬 [ 静注ビスフォスフォネート（パミ
ドロン酸、ゾレドロン酸）、デノスマブ ]は、乳癌骨転移
において、生存には寄与しないものの、骨関連事象の頻
度を減らし、その発現も遅らせるので強く勧められる」

【mTOR阻害薬】
　Mammalian target of rapamycin (mTOR) は、HER2な
ど受容体型チロシンキナーゼからのシグナルを伝える下
流シグナル経路である PI3K/A経路において重要な役割
をになっている。PI3K/A経路の活性化は、内分泌療法
や抗HER2 療法の耐性化に関わり、アロマターゼ阻害薬
抵抗性獲得の機序として PI3 キナーゼ -pAkt-mTOR の
経路が活性化することが原因であることが指摘されてい
る。非ステロイド系アロマターゼ阻害薬抵抗性のホルモ
ン受容体陽性転移乳癌を対象に、エキセメスタン＋エベ
ロリムスとエキセメスタン＋プラセボを比較した第 III
相試験（BOLERO-2 試験）では、PFSにおいて併用群の

有意な有用性（HR0.43、p<0.001）が認められた 24）。エ
キセメスタン＋エベロリムスの有害事象としては、口内
炎、発疹、下痢、非感染性肺炎、高血糖などが見られて
いる。
※日本乳癌学会診療ガイドライン2013年版：「推奨グレー
ドC1：非ステロイドアロマターゼ阻害薬抵抗性の閉経後
転移。再発乳癌に対する二次内分泌療法として、mTOR
阻害薬であるエベロリムス（保険適応外）とエキセメス
タンの併用を考慮してもよい」
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