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治験結果の説明文書 

 
早期 HER2 陽性乳がんの患者さんを対象とした，ペルツズマブと

トラスツズマブの 1 本にまとめた皮下注射と，ペルツズマブとト

ラスツズマブの別々の静脈内注入を比較する試験 
 
この治験の正式な試験名は，この文書の最終ページを参照してください。 
 

この文書について 

この文書は，2018 年 6 月に開始した臨床試験（以降「この

治験」と呼びます）の結果を以下の方々向けに要約したも

のです。 
● この治験に参加された患者さん 
● 一般の皆さん 

 
この文書は，文書作成時までに明らかになった情報に基づ

いて作成されています。2019 年 7 月の時点のデータを収集

し，最初に解析された治験の結果を示しています。 

 

この文書の内容 

1. この治験に関する

一般的な情報 
2. どのような人が 

参加しましたか？ 
3. この治験はどのよ

うに進行しました

か？ 
4. これまでにどのよ

うな結果が得られ

ましたか？ 
5. これまでにどのよ

うな副作用が起き

ましたか？ 
6. この治験は研究に

どのように役立ち

ましたか？ 
7. 他の試験の計画が

ありますか？ 
8. この治験について

より詳しい情報を

知りたい場合， 
どうしたらよいで

すか？ 
 

この文書の作成時点では，この治験は進行中です。 
 
薬のリスクやベネフィットは，たった 1 つの試験からすべ

てを把握することはできません。必要な知見をすべて得る

ため，いくつもの試験を実施し，多くの方々にご参加いた

だいています。この治験から得られた結果と，同じ薬の他

の試験の結果が異なる場合もあります。 
● この文書の内容のみに基づいて判断を下さずに，ご自身

の治療について決定する前には必ず担当医にご相談くだ

さい。 
 

この治験にご参加・ご継続いただき，誠にありがとうございます。 

この治験に参加された患者さんや参加を継続された患者さんのご協力により，HER2
陽性乳がんや「ペルツズマブ」と「トラスツズマブ」（治験薬）に関する重要な問

題を明らかにするための研究が進んでいます。 
 



治験結果の説明文書 発行日：2020 年 12 月 
Veeva コード：M-XX-00003150  2/12ページ 

  

1. この治験に関する一般的な情報 
 
この治験が実施された理由は何ですか？ 

一部の乳がん細胞では，HER2 と呼ばれる受容体（一部のがん細胞にみられるタンパ

ク質の一種）が表面に通常よりも多く存在していて，それが細胞の増殖を促進しま

す。このタイプの乳がんは「HER2 陽性乳がん」と呼ばれます。HER2 陽性乳がんの

早期の患者さんは，いくつかの種類の治療を受けることがよくあります。最初に，

化学療法のような抗がん剤を使用して腫瘍を縮小させます。次に，手術をして腫瘍

の残りを取り除きます。最後に，抗がん剤をさらに使用して，手術中に取り除けな

かったがん細胞を破壊します。  

HER2 陽性乳がん患者さんは，手術の前後に HER2 標的療法を受けますが，それは

HER2 標的療法が治癒の可能性を高めるからです。HER2 標的治療薬（HER2 受容体の

多いがん細胞に作用する治療）は多くの場合，静脈への点滴（「静脈内注入による

投与」と呼びます）で治療されます。 

この治験は，早期の HER2 陽性乳がん患者さんを対象に対し，HER2 標的治療薬を静

脈内注入により治療する場合と，皮下注射（「皮下注射による投与」と呼びます）

により治療した場合とを比較することで，HER2 標的治療薬の効果の程度を明らかに

することを目的としています。 
 
ペルツズマブとトラスツズマブを静脈内注入する場合は，順番に注入します。この

治療方法は時間がかかり，ペルツズマブは 30 分から 60 分，トラスツズマブは 30 分

から 90 分かかります。各点滴後，患者さんは通常は病院に留まり，看護師が適宜チ

ェックし，副作用がないかどうかを確認します。この「観察期間」は，ペルツズマ

ブの注入後は 60 分，トラスツズマブの注入後は 6 時間ほどかかることがあります。

1 年間，3 週間ごとに治療を受ける患者さんにとって，これは便利とはいえません。 
 
ペルツズマブとトラスツズマブを皮下注射により注射する場合は，1 本の注射器で 1
本の針から 1 回の注射としてまとめて注射します。この場合は，1 回の注射にかかる

時間は 5 分から 8 分です。「観察期間」は，初回来院時には注射後 30 分，その後の

来院時は 15 分かかります。研究によると，多くの人がこのように短い注射時間と観

察期間を好んでいます。 
 
治験薬はどのようなお薬ですか？ 

HER2 標的治療薬 

「トラスツズマブ」 
● トラスツズマブは，HER2 陽性のがん細胞の表面にある HER2 タンパク質に結合す

ることで作用します。トラスツズマブは HER2 に結合して，HER2 タンパク質が送

る，がん細胞を増殖させたりがん細胞が自らのコピーを作ったりする信号をスト

ップさせます。また免疫系の細胞を活性化させ，これはがんの攻撃に有益です。 
● すなわち，トラスツズマブが手術前に腫瘍を縮小するのに役立つということで

す。 

「ペルツズマブ」 
● ペルツズマブはトラスツズマブと同じように作用しますが，HER2 タンパク質の

別の部分に結合します。 
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HER2 を標的にした治験薬は治験でどのように使用されていますか？ 

皮下注射 
● ペルツズマブとトラスツズマブを 1 本の注射器にまとめ，1 回の皮下注射に

より注射します。この注射は 5 分から 8 分かかります。 

静脈内注入 
● ペルツズマブとトラスツズマブを液体が入った別々のバッグに入れ，ポンプ

でゆっくりと静脈内に注入していきます。順番に薬を注入するのに 2 時間半

から 3 時間半以上かかります。 
 

この治験の研究目的は何ですか？ 

この治験の研究目的は，早期 HER2陽性乳がん患者さんを対象に，ペルツズマブとト

ラスツズマブを 1本の注射器に入れて 1本の針から 1回の皮下注射による投与と，ペ

ルツズマブとトラスツズマブを別々に静脈内注入による投与が同様の効果があるか

どうかを調べるために行われました。これは次の方法で行われました。 

● 治験中に治療を受けた患者さんの血中のペルツズマブとトラスツズマブの量

を測定する。 
● 手術中に採取した乳がん組織を分析する。 

 
この治験の主な評価項目は何ですか？  
1. ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した後の血中のペルツズマブの量

はトラスツズマブと別々に静脈内注入した後の量と同じくらいか？ 

2. ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した後，血中のトラスツズマブの

量はペルツズマブとは別々に静脈注入した後の量と同じくらいか？ 

3. ペルツズマブとトラスツズマブをまとめて 1 回の注射として皮下注射した場合，

別々に静脈に注入した場合と同じくらい効果的に乳房や脇の下（腋
え き

窩
か

リンパ

節）のがん細胞を破壊するか？ 

また，ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した場合と別々に静脈内注入

した場合とでは，副作用に違いがあるかどうかについても検討しました。 

 
この治験はどのような種類の治験ですか？ 

この治験は「第 III 相」試験です。すなわち，この治験を行う前に，少人数の早期

HER2 陽性乳がん患者さんを対象に，1 回の注射としてペルツズマブとトラスツズマ

ブの皮下注射の試験が行われました。  

この治験では，より多くの早期 HER2 陽性乳がんの患者さんに対し，1 回の皮下注射

による投与か，別々に静脈内注入による投与のいずれかの方法でペルツズマブとト

ラスツズマブを使用します。これは，1回の皮下注射，もしくは別々の静脈内注入を

行った後に，血流に入る薬の量が同じかどうかを調べることを目的としていまし

た。 

この治験は「非盲検」試験です。すなわち，この治験の患者さんと医師は，HER2 標

的治療薬がどのように使用されているか予めわかっています。 
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この治験は「ランダムに割り当てられる」試験です。すなわち，この治験に参加さ

れた患者さんがどの治療を受けるかは，ランダムに決定されます。薬の使用方法を

ランダムに選択すると，両群の患者さんのタイプ（年齢など）が似てくる可能性が

高くなります。各群での薬の使用方法を除けば，他の治療面についてはどちらの群

でも同じです。 
 
 
この治験はいつどこで実施しますか？ 

この治験は 2018 年 6 月に開始し，2023 年 5 月に終了する予定です。この文書には，

2 つの治験薬の治療方法にどれだけ効果があったかに関する情報が収集された 2019
年 7 月までの結果が記載されています。この治験は現在進行中です。下図の記号

（ ）は，この文書にまとめた情報の収集時期（2019 年 7 月，治験開始から 13 カ月

後）を表しています。 

 
 
この治験は，アジア，ヨーロッパ，南米，北米の 19 の国と地域にまたがる 106 の病

院で実施しています。 
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2. どのような人が参加しましたか？ 

この治験には，早期 HER2 陽性乳がんの女性患者さん 498 名と男性患者さん 2 名が参

加しています。 

この治験に参加している患者さんの年齢は，治験開始時に 25 歳から 81 歳でした。 
 
次の場合に，この治験へ参加することができました。 
● 早期乳がんがあり，体の他の部位に転移していない 
● 特定の検査で HER2 陽性乳がんが確認された 

 
次の場合に，この治験へ参加することができませんでした。 
● すでに HER2 陽性乳がんの治療を受けていた 
● 深刻な心臓病を患っていた 

 

3. この治験はどのように進行しましたか？ 

この治験に参加された患者さんを，2 種類の治療法のいずれかにランダムに割り当

てました。このランダムな治療割当ては，コンピュータにより実施しました。 
 
治療群は次のとおりです。 
● A 群：ペルツズマブとトラスツズマブを 3 週間に 1 回，別々に静脈内注入（静脈

内） 

● B 群：ペルツズマブとトラスツズマブを 3 週間に 1 回，1 回の皮下注射（皮下）  

 
 
この治験は現在進行中であり，一部の患者さんは今も化学療法や治験薬で治療中で

す。この治験に参加している患者さんは，定期的に治験を実施した病院に今も通っ

ています。全体的な健康状態を確認するため，患者さんは治療終了後も，治験を実

施した病院に引き続き複数回来院されます。  
この治験のこれまでの流れと今後の予定を下図に示します。点線は，この文書に記

載されている情報の収集時期を表しています。 
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この治験に参加する患者さんを選択

ランダム化

治療

スクリーニング

A群：
252名

B群：
248名

化学療法
（ドキソルビシン，
シクロホスファミド）

化学療法
（ドキソルビシン，
シクロホスファミド）

ペルツズマブと
トラスツズマブを
別々に静脈内注入，

＋化学療法
（タキサン）

ペルツズマブと
トラスツズマブを
1回の注射として

皮下注射，
＋化学療法
（タキサン）

手術

ペルツズマブと
トラスツズマブを
別々に静脈内注入

ペルツズマブと
トラスツズマブを
1回の注射として

皮下注射

最後の患者さんが登録されてから
最長4.5年，治験に参加された患者さんの

健康状態を医師が継続的に確認

8
～

12
週

12
週

42
週

追跡調査
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4. これまでにどのような結果が得られましたか？  
 
問 1：ペルツズマブとトラスツズマブを同じ注射器にまとめて 1 本の針で 1
回皮下注射した後，血中のペルツズマブの量は，トラスツズマブと別々に静

脈内注入後の量と同程度だったか？ 

この治験では治療中の血清中のペルツズマブの量を測定しました。血清とは，チュ

ーブに採取した血液を凝固させたときに残る液体のことです。 

● ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した患者さんでは，血清中の

ペルツズマブは 1 ミリリットル（mL）あたり平均 93.7 マイクログラム

（µg）でした。 
● これは，ペルツズマブとトラスツズマブを別々に 2 回に分けて静脈内注入し

た患者さんの血清中のペルツズマブ 1 ミリリットルあたり 78.5 マイクログラ

ムの値に匹敵します。 

すなわち，血液中に入るペルツズマブの量は，皮下注射後でも静脈内注入後でも同

程度だったということです。 

 
 

問 2：ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した後，血中のトラス

ツズマブの量は，ペルツズマブと別々に静脈内注入した後の量と同じくらい

か？ 
この治験では治療時の血清中のトラスツズマブの量も測定しました。  
 

● ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回皮下注射した患者さんでは，血清中の

トラスツズマブは 1 ミリリットル（mL）あたり平均 61.6 マイクログラム

（µg）でした。 
● これは，ペルツズマブとトラスツズマブを別々に 2 回に分けて静脈内注入し

た患者さんの血清中のトラスツズマブ 1 ミリリットルあたり 47.1 マイクログ

ラムの値に匹敵します。 

すなわち，血液中に入るトラスツズマブの量は，皮下注射後でも静脈内注入後でも

同程度だったということです。 
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問 3：ペルツズマブとトラスツズマブをまとめて 1 回皮下注射した場合と

別々に 2 回に分けて静脈内注入した場合は，同じくらい効果的に乳房や脇の

下（腋
え き

窩
か

リンパ節）のがん細胞を破壊するか？ 

この治験で収集したもう 1 つの情報は，手術後の結果です。医師は乳房と脇の下の

リンパ節（腋窩リンパ節）のがん細胞を探しました。がん細胞が見つからなかった

場合，その患者さんはいわゆる病理学的に完全奏効を示したことになります。病理

学的に完全奏効を示した人の方が，がん細胞が残っている人よりも生存期間が長く

なる傾向があるため，これは重要です。ペルツズマブとトラスツズマブを別々に静

脈内注入した場合でも 1 回皮下注射をした場合でも，およそ 10 名中 6 名で乳房や脇

の下にがん細胞が見つかりませんでした。 
 

 
 

5. これまでにどのような副作用が起きましたか？ 

副作用とは，治験中に生じる医学的な問題（めまいを感じるなど）のことです。 
● この治験では，副作用が認められなかった患者さんもいらっしゃいます。 
● 副作用の重症度は軽度からきわめて重篤までさまざまです。また副作用には個人

差も認められます。 
● この文書で報告されている副作用は，この 1 つの治験で得られたものであること

に注意することが重要です。そのため，この文書に記載されている副作用は，他

の試験でみられたものや薬の説明書に記載されているものとは異なる場合があり

ます。 
● 重篤な副作用とよくみられた副作用を以下に示します。  

 
 
 

いずれの群でも，およそ10名中6名で乳房や脇の下にがん細胞が見つかりませんでした。
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重篤な副作用 

副作用は，生命を脅かすもの，入院での治療が必要なもの，または持続的な問題を

引き起こすものの場合に，「重篤」とみなされます。 
 
重篤な副作用が認められたのは，ペルツズマブとトラスツズマブを別々に静脈内注

入した患者さんで約 18%であったのに対し，ペルツズマブとトラスツズマブを 1 回

皮下注射した患者さんでは約 16%でした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



治験結果の説明文書 発行日：2020 年 12 月 
Veeva コード：M-XX-00003150  10/12ページ 

  

最もよくみられた副作用 

この治験中に，参加した患者さんのほぼ全員でこれまでに副作用がみられました。 

重篤とはみなされない副作用が認められたのは，ペルツズマブとトラスツズマブを

別々に静脈内注入した患者さんで約 99%であったのに対し，ペルツズマブとトラス

ツズマブを 1 回皮下注射した患者さんではほぼ 100%でした。 
 
最もよくみられた副作用を下の表に示します。これら 4 つの副作用はいずれの治療

群でも最もよくみられたものです。一部の患者さんでは複数の副作用が認められま

した。つまり，それらの副作用は図の複数のバーに含まれているということです。 
 

 
 
 
その他の副作用 

その他の副作用に関する情報は，この文書の後半（8 項）に記載したウェブサイト

をご覧ください。 
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6. この治験は研究にどのように役立ちましたか？ 

この文書に示した情報は，早期 HER2 陽性乳がん患者さん 500 名が参加した 1 つの治

験から得られたものです。この治験は，ペルツズマブとトラスツズマブをまとめて

1 本の注射器で 1 本の針から 1 回注射する治療方法が，ペルツズマブとトラスツズマ

ブを別々に 2 回に分けて静脈内注入した場合と同様の効果かどうかという知見を得

る上で役立ちました。 

血流中のペルツズマブとトラスツズマブの量は，1 回皮下注射をした場合，別々に

静脈内注入した場合より少なくなるわけではありません。 

病理学的な完全奏効がみられたのは，各群で同程度の人数でした。手術後，各群 10
名中 6 名で，乳房や脇の下に浸潤がん細胞が見つかりませんでした。  
 
薬のリスクやベネフィットは，たった 1 つの試験からすべてを把握することはでき

ません。必要な知見をすべて得るため，いくつもの試験を実施し，多くの方々に参

加いただいています。この治験から得られた結果と，同じ薬の他の試験の結果が異

なる場合もあります。 
● この文書の内容のみに基づいて判断を下さずに，ご自身の治療について決定する

前には必ず担当医にご相談ください。 
 

7. 他の試験の計画がありますか？ 

この文書の作成時点で，1 回の注射としてのペルツズマブとトラスツズマブの皮下

注射による乳がん患者さんの治療について多く研究されていることがわかっていま

す。この治験で患者さんに使用する薬はいずれも一部の国ではすでに利用できま

す。 
この治験は現在進行中で，医師らは情報収集を続けています。 
 

8. この治験についてより詳しい情報を知りたい場合，どうしたら

よいですか？ 

この治験に関する詳しい情報は，以下のウェブサイトをご覧ください。 
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results  

この治験の結果についてより詳しく知りたい場合は，「Lancet Oncology」誌で発表

したこの治験に関する学術論文をご覧ください。論文の表題は「Fixed-dose 
combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus 
chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, 
multicentre, non-inferiority, phase 3 study」です。この学術論文の著者は「Antoinette 
Tan, Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon Colomer, Daniil Stroyakovskii and others」で

す。 
 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results
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この治験について質問がある場合，どこに連絡すればよいですか？ 

この要約をお読みになった後にご質問がある場合の連絡先は以下のとおりです： 
● https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-

pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● ロシュ社又は中外製薬の担当者にお問い合わせください。 

● e-mail:  clinical-trials@chugai-pharm.co.jp  
Te l :   フリーダイヤル 0120-049699 
お願い事項）上記フリーダイヤルは中外製薬の製品に関する問合せ窓口番号

となりますので，電話でのお問合せの際には「WO40324 の【治験結果の説明

文書】に関する問合せ」である旨を最初にご説明ください。 

 
この治験に参加された患者さんで，治験の結果に質問がある場合は， 
● 治験実施施設の治験担当医師やスタッフにお尋ねください。 

 
ご自身の治療について質問がある場合は， 
● ご自身の担当医にお尋ねください。 

 
この治験を依頼し，資金を提供しているのは誰ですか？ 

この治験を依頼し，資金を提供しているのはスイス，バーゼルに本社を置くエフ・

ホフマン・ラ・ロシュ社（F. Hoffmann-La Roche Ltd）です。 
 
治験の正式な試験名およびその他の識別番号 

この治験の正式な試験名：「HER2 陽性の早期乳癌患者を対象に化学療法と併用した

トラスツズマブ／ペルツズマブ混合皮下投与製剤の薬物動態，有効性，及び安全性

を評価する多施設共同，非盲検，ランダム化，2 群比較，第 III 相試験

（FeDeriCa）」 
 
治験の別名：「FeDeriCa」。 
 
● 治験実施計画書の番号：WO40324 
● ClinicalTrials.gov の識別番号：NCT03493854 
● EudraCT 番号：2017-004897-32 
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