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免疫チェックポイント阻害剤の実際

　池田　清家先生、免疫チェックポイ
ント阻害剤の実際についての質問です。
免疫チェックポイント阻害剤が反応す
るPD-１やPD-L１というものがあるよ
うですが、どのようなものなのでしょ
うか。
　清家　ヒトの免疫は樹状細胞ががん
細胞を認識してリンパ球を活性化し、
リンパ球ががんを攻撃しなさいと指示
するかたちで免疫能が働いているので
すが、腫瘍は腫瘍内にPD-L１という
物質を出して、リンパ球のPD-１と結
合することによってその腫瘍免疫を回
避するというメカニズムが知られてい
ます。そのPD-１とPD-L１の結合を阻
害する薬剤がPD-１抗体やPD-L１抗体
で、臨床上用いられることになりまし
た。
　池田　腫瘍自体が、免疫機能を回避
するのですね。

　清家　はい。そのいわゆるチェック
ポイント機構を阻害する薬剤が開発さ
れてきたのです。
　池田　PD-L１という分子はいろいろ
ながん種で発現しているのでしょうか。
　清家　多くのがんで発現していると
報告されています。今現在適応になっ
ているもので、一番使われているニボ
ルマブという薬は、悪性黒色腫や肺が
ん、腎がん、胃がん、頭頸部がんと、
幅広く使われている薬剤ですので、多
くの腫瘍でこのメカニズムが働き、そ
れに対する薬剤として開発されてきた
のです。
　池田　いろいろながんに使えるので
すね。
　清家　はい。
　池田　先生の専門は肺ですが、実際
に肺がんではどのような治療成績にな
っているのでしょうか。
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　けれども、二次治療以降は40％ぐら
いの発現をしている方であれば十分に
効果は期待できます。
　池田　二次治療というと、ほかにも
うすでに治療を受けられていて、それ
でもよくないという方ですね。
　清家　そうです。
　池田　その場合はPD-L１の発現パ
ーセントは問わない。
　清家　そうですね。
　池田　高い薬でもあると思うので、
いつになったら、これは効果があると
かないとかが判定されるのでしょうか。
　清家　肺がん領域では最初の判定は
だいたい８週間ぐらいのところで一応
CTを撮ったりして、効果があるかど
うかを判定することになります。
　ただ、pseudo-progressionといって、
一時的にこの薬を使うことによってCT
上、腫瘍が大きくなってしまって、従
来であればこれはがんに効いていない、
PDという判定をするような症例もあ
るのですが、そのような症例でもあと
になって効いてくることもありますの
で、最初に８週間ぐらいのところで効
果は見ますが、患者さんの症状が改善
している、または腫瘍マーカーが低下
しているといったことがあれば、少し
続けて、その後、効果を見ることもし
ています。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどういう状態なのでしょうか。
　清家　おそらく腫瘍の近くにリンパ

球が浸潤することによって画像上、が
んが大きくなったと認められるような
症状です。
　池田　それがpseudo-progressionで
あれば、あとで小さくなるのですか。
　清家　継続することによって小さく
なっていきます。
　池田　その見極めも含めて、その段
階では続けるしかないのですね。
　清家　そうですね。画像上が悪くな
っていても、患者さんの状態がよくな
ることもあります。
　一方で画像上、腫瘍が大きくなって、
かつ患者さんの状態が悪くなっている
ということであれば、もちろんそれは
中止せざるを得ません。その場合でも
ある程度患者さんの自覚症状がよくな
ってくるケースがあるので、患者さん
の症状を見ながら、画像との総合的な
評価で続けるかどうかを判定していく
ことになっています。
　池田　この判定のときに、例えば発
熱があったりすると、慎重にならざる
を得ないのでしょうか。
　清家　そうですね。
　池田　患者さんの自覚症状も含めて
ですか。
　清家　そうですね。
　池田　これは臨床症状がメインにな
るということですね。
　清家　はい。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどのくらいの患者さんで見られるも

　清家　2017年の米国の癌学会（AA 
CR）で初めて５年生存率のデータが
報告されました。
　第一相試験であり、５年生存率をエ
ンドポイントにした試験ではありませ
んが、既治療の非小細胞肺がんに対し
てニボルマブを使ったときの５年生存
のデータが初めて出たのです。16％と
いう成績でした。単純に考えると、ニ
ボルマブを既治療例で使うことによっ
て６人に１人が５年生存に達したとい
うことです。従来の殺細胞性抗がん剤
の中間生存率は１年ぐらいでしたので、
非常に画期的な薬であるということで
す。限られた患者さんですが、劇的に
効いて、しかもそれがかなり長く効く
ところがこの薬剤の特徴であると知ら
れています。
　池田　今まではほとんどの方が１年
以内に他界されていたのですか。
　清家　分子標的薬のゲフィチニブや
エルロチニブのような薬が出てから治
療成績は伸びていますが、20年ぐらい
前のプラチナ製剤をはじめとするよう
な従来の殺細胞性抗がん剤のⅣ期の治
療成績は、だいたい１年ぐらいでした
ので、そういうところからすると驚く
べき数字と考えられています。
　池田　確かにすごいですね。６人に
１人の方が５年以上。
　清家　そうですね。既治療例ですの
で、本当に効く方は長く効く、durable 
re sponseと呼ばれているのですが、そ

れがこの薬剤の一つの特徴であると思
われます。
　池田　既治療例でそれだけの反応を
するということですが、逆にいうと、
６人中５人の方はそうでもないという
ことになります。どのような方を、あ
るいはどのようながんの方をこの治療
法に持ち込むのでしょうか。
　清家　私は肺がんが専門ですので、
肺がんについていえば、初回治療に関
しては腫瘍内のPD-１の発現が高い人、
すなわち50％以上発現している方がペ
ムブロリズマブという薬剤の適応にな
るわけです。それらの患者さんは従来
の殺細胞性抗がん剤に比べて有意に無
増悪生存期間や全生存期間の延長が報
告されました。肺がんのバイオマーカ
ーに関しては、腫瘍内のPD-L１の発
現がその一つとして用いられているの
で、メカニズムから考えても腫瘍内の
PD-L１の発現が高い患者さんが非常
によく効く。
　あと、臨床的には喫煙者の方によく
効くことが知られています。
　池田　50％というと、ちょっと微妙
なところがありますね。40％だったら
どうだとか、そんな話はあるのですか。
　清家　それは初回治療における保険
適用の話で、効果がないわけではない
のですが、臨床試験が50％以上を対象
にして得られた試験ですので、現状初
回治療においては50％以上の患者さん
にしか使えません。
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　けれども、二次治療以降は40％ぐら
いの発現をしている方であれば十分に
効果は期待できます。
　池田　二次治療というと、ほかにも
うすでに治療を受けられていて、それ
でもよくないという方ですね。
　清家　そうです。
　池田　その場合はPD-L１の発現パ
ーセントは問わない。
　清家　そうですね。
　池田　高い薬でもあると思うので、
いつになったら、これは効果があると
かないとかが判定されるのでしょうか。
　清家　肺がん領域では最初の判定は
だいたい８週間ぐらいのところで一応
CTを撮ったりして、効果があるかど
うかを判定することになります。
　ただ、pseudo-progressionといって、
一時的にこの薬を使うことによってCT
上、腫瘍が大きくなってしまって、従
来であればこれはがんに効いていない、
PDという判定をするような症例もあ
るのですが、そのような症例でもあと
になって効いてくることもありますの
で、最初に８週間ぐらいのところで効
果は見ますが、患者さんの症状が改善
している、または腫瘍マーカーが低下
しているといったことがあれば、少し
続けて、その後、効果を見ることもし
ています。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどういう状態なのでしょうか。
　清家　おそらく腫瘍の近くにリンパ

球が浸潤することによって画像上、が
んが大きくなったと認められるような
症状です。
　池田　それがpseudo-progressionで
あれば、あとで小さくなるのですか。
　清家　継続することによって小さく
なっていきます。
　池田　その見極めも含めて、その段
階では続けるしかないのですね。
　清家　そうですね。画像上が悪くな
っていても、患者さんの状態がよくな
ることもあります。
　一方で画像上、腫瘍が大きくなって、
かつ患者さんの状態が悪くなっている
ということであれば、もちろんそれは
中止せざるを得ません。その場合でも
ある程度患者さんの自覚症状がよくな
ってくるケースがあるので、患者さん
の症状を見ながら、画像との総合的な
評価で続けるかどうかを判定していく
ことになっています。
　池田　この判定のときに、例えば発
熱があったりすると、慎重にならざる
を得ないのでしょうか。
　清家　そうですね。
　池田　患者さんの自覚症状も含めて
ですか。
　清家　そうですね。
　池田　これは臨床症状がメインにな
るということですね。
　清家　はい。
　池田　Pseudo-progressionというの
はどのくらいの患者さんで見られるも

　清家　2017年の米国の癌学会（AA 
CR）で初めて５年生存率のデータが
報告されました。
　第一相試験であり、５年生存率をエ
ンドポイントにした試験ではありませ
んが、既治療の非小細胞肺がんに対し
てニボルマブを使ったときの５年生存
のデータが初めて出たのです。16％と
いう成績でした。単純に考えると、ニ
ボルマブを既治療例で使うことによっ
て６人に１人が５年生存に達したとい
うことです。従来の殺細胞性抗がん剤
の中間生存率は１年ぐらいでしたので、
非常に画期的な薬であるということで
す。限られた患者さんですが、劇的に
効いて、しかもそれがかなり長く効く
ところがこの薬剤の特徴であると知ら
れています。
　池田　今まではほとんどの方が１年
以内に他界されていたのですか。
　清家　分子標的薬のゲフィチニブや
エルロチニブのような薬が出てから治
療成績は伸びていますが、20年ぐらい
前のプラチナ製剤をはじめとするよう
な従来の殺細胞性抗がん剤のⅣ期の治
療成績は、だいたい１年ぐらいでした
ので、そういうところからすると驚く
べき数字と考えられています。
　池田　確かにすごいですね。６人に
１人の方が５年以上。
　清家　そうですね。既治療例ですの
で、本当に効く方は長く効く、durable 
re sponseと呼ばれているのですが、そ

れがこの薬剤の一つの特徴であると思
われます。
　池田　既治療例でそれだけの反応を
するということですが、逆にいうと、
６人中５人の方はそうでもないという
ことになります。どのような方を、あ
るいはどのようながんの方をこの治療
法に持ち込むのでしょうか。
　清家　私は肺がんが専門ですので、
肺がんについていえば、初回治療に関
しては腫瘍内のPD-１の発現が高い人、
すなわち50％以上発現している方がペ
ムブロリズマブという薬剤の適応にな
るわけです。それらの患者さんは従来
の殺細胞性抗がん剤に比べて有意に無
増悪生存期間や全生存期間の延長が報
告されました。肺がんのバイオマーカ
ーに関しては、腫瘍内のPD-L１の発
現がその一つとして用いられているの
で、メカニズムから考えても腫瘍内の
PD-L１の発現が高い患者さんが非常
によく効く。
　あと、臨床的には喫煙者の方によく
効くことが知られています。
　池田　50％というと、ちょっと微妙
なところがありますね。40％だったら
どうだとか、そんな話はあるのですか。
　清家　それは初回治療における保険
適用の話で、効果がないわけではない
のですが、臨床試験が50％以上を対象
にして得られた試験ですので、現状初
回治療においては50％以上の患者さん
にしか使えません。
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イド治療になるのが一般的ですが、免
疫チェックポイント阻害剤の肺障害は、
軽微な場合とか、あと自然経過でよく
なったりすることもあります。
　状況によっては、自然経過で良くな
るような症例に関しては再投与も考え
られるところですので、今までの分子
標的薬や抗がん剤の致死的な肺障害と
は違うような病態であると考えられて
います。
　池田　一応はやめてみる。進行する
ようであればステロイドを使って、落
ち着いてきたら、患者さんの状態を見
ながら再投与を考える。
　清家　再投与も可能です。
　池田　先生は経験されたことはあり
ますか。
　清家　自然経過でステロイドを使わ
なくてよくなった、要するにグレード
１のような状況の肺障害に関しては、
再投与したケースがあります。
　池田　そのようなときに間質性肺炎
は悪くなるのでしょうか。
　清家　ケース・バイ・ケースですが、
再投与で致死的になった例もあるので、
再投与に関しては非常に慎重にせざる
を得ないというところだと思います。
　池田　再投与する場合、例えば間を
空けるとか、量を減らすとか、そうい
うことはするのでしょうか。
　清家　そうですね。あと、途中にほ
かの治療を挟んだりすることもありま
す。ただ、現状で減量することはない

ので、今までと同じような量で投与す
ることになります。
　池田　同じ頻度で同じ量で投与して
いく。そして間質性肺炎が増悪する、
あるいは劇症になる前にすぐやめてし
まうということですね。
　清家　はい。
　池田　この場合、肺線維症のマーカ
ー、KL-６とかは役に立つのでしょう
か。
　清家　間質性肺炎の一般的なマーカ
ーであるKL-６とかSP-Dなどを指標に
しながら経過を見ていく必要があると
思います。
　池田　我々はよくインフリキシマブ
などを使うのですが、意外とそういっ
たバイオマーカーが間質性肺炎に関し
ては一致しないことも経験するのです。
ニボルマブの場合は大丈夫なのでしょ
うか。
　清家　一つの参考にはなると思いま
す。もちろん、比例しないケースもあ
りますが、従来のKL-６とかSP-Dとい
ったマーカーは非常に重要ですので、
そういうものをモニタリングしていく
ことは大切だと考えています。
　池田　あと、大腸炎も高頻度にある
と伺ったのですが、大腸炎の対処はど
のようにされるのでしょうか。
　清家　基本的にはステロイドを投与
するのですが、ステロイドが効かない
ようなケースに関しては免疫抑制剤を
追加しなければいけないケースが報告

のなのでしょうか。
　清家　統計的に何％かは明らかにな
っていないかと思いますが、少なくと
も１～２割ぐらいの症例でそのような
ケースがあるのではないかと報告され
ています。
　池田　そのくらいはあるのですね。
８週過ぎて、腫瘍も小さくなってくる
と継続していくとのことですが、この
治療はどのような頻度でどのくらい続
けるのでしょうか。
　清家　一般的にニボルマブは２週間
に１回投与ですし、ペムブロリズマブ
は３週間に１回投与です。
　ちょうどニボルマブが出てから２年
ぐらいたったところになりますが、私
の患者さんにも２年間、２週間に１回
の投与を継続し続けている患者さんが
います。
　池田　２週間１回、ずっと続けるの
ですね。
　清家　そうですね。効果があるかぎ
りは続けるのが原則だと思います。
　池田　この治療によって腫瘍が全く
消えてしまうことはあるのでしょうか。
　清家　そういうケースも私のところ
でもありますし、私の患者さんで、ニ
ボルマブを使うことによって腫瘍がほ
ぼCRに近いような状況になる患者さ
んも経験しています。
　池田　逆に言いますと、進行しなけ
れば効いている、という判断もあるの
でしょうか。

　清家　あると思います。
　池田　画像上、大きさが変わらなけ
れば投与し続けるのですね。
　清家　はい。
　池田　気になるところは副作用、
adverse reactionですが、いったいど
のようなものがあるのでしょうか。
　清家　従来の殺細胞性抗がん剤に見
られるような骨髄抑制、白血球や好中
球、血小板が下がったりというような
副作用はほとんどありません。あと、
吐き気とか消化器毒性もないですが、
リンパ球が活性化されるので、今まで
経験したことがないような有害事象が
出ることがあります。
　例えば甲状腺機能障害、大腸炎、皮
疹や薬剤性肺障害などです。まれでは
ありますが、重症筋無力症、１型重症
糖尿病や脳炎といったものも出ます。
これらの症状が現れる頻度は少ないで
すが、注意して治療を継続しているの
が現状です。また他科の医師、神経内
科や糖尿病などの専門の医師たちと密
に連携を取って治療をしていく、いわ
ゆるチーム医療が必要になってくる状
況です。
　池田　先生の専門では間質性肺炎な
どが怖いと思うのですが、実際、ニボ
ルマブ等で起こった場合にはどういう
対処をされるのでしょうか。
　清家　通常、分子標的薬の、例えば
ゲフィチニブとかエルロチニブから起
きた場合の肺障害は、中止してステロ
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イド治療になるのが一般的ですが、免
疫チェックポイント阻害剤の肺障害は、
軽微な場合とか、あと自然経過でよく
なったりすることもあります。
　状況によっては、自然経過で良くな
るような症例に関しては再投与も考え
られるところですので、今までの分子
標的薬や抗がん剤の致死的な肺障害と
は違うような病態であると考えられて
います。
　池田　一応はやめてみる。進行する
ようであればステロイドを使って、落
ち着いてきたら、患者さんの状態を見
ながら再投与を考える。
　清家　再投与も可能です。
　池田　先生は経験されたことはあり
ますか。
　清家　自然経過でステロイドを使わ
なくてよくなった、要するにグレード
１のような状況の肺障害に関しては、
再投与したケースがあります。
　池田　そのようなときに間質性肺炎
は悪くなるのでしょうか。
　清家　ケース・バイ・ケースですが、
再投与で致死的になった例もあるので、
再投与に関しては非常に慎重にせざる
を得ないというところだと思います。
　池田　再投与する場合、例えば間を
空けるとか、量を減らすとか、そうい
うことはするのでしょうか。
　清家　そうですね。あと、途中にほ
かの治療を挟んだりすることもありま
す。ただ、現状で減量することはない

ので、今までと同じような量で投与す
ることになります。
　池田　同じ頻度で同じ量で投与して
いく。そして間質性肺炎が増悪する、
あるいは劇症になる前にすぐやめてし
まうということですね。
　清家　はい。
　池田　この場合、肺線維症のマーカ
ー、KL-６とかは役に立つのでしょう
か。
　清家　間質性肺炎の一般的なマーカ
ーであるKL-６とかSP-Dなどを指標に
しながら経過を見ていく必要があると
思います。
　池田　我々はよくインフリキシマブ
などを使うのですが、意外とそういっ
たバイオマーカーが間質性肺炎に関し
ては一致しないことも経験するのです。
ニボルマブの場合は大丈夫なのでしょ
うか。
　清家　一つの参考にはなると思いま
す。もちろん、比例しないケースもあ
りますが、従来のKL-６とかSP-Dとい
ったマーカーは非常に重要ですので、
そういうものをモニタリングしていく
ことは大切だと考えています。
　池田　あと、大腸炎も高頻度にある
と伺ったのですが、大腸炎の対処はど
のようにされるのでしょうか。
　清家　基本的にはステロイドを投与
するのですが、ステロイドが効かない
ようなケースに関しては免疫抑制剤を
追加しなければいけないケースが報告

のなのでしょうか。
　清家　統計的に何％かは明らかにな
っていないかと思いますが、少なくと
も１～２割ぐらいの症例でそのような
ケースがあるのではないかと報告され
ています。
　池田　そのくらいはあるのですね。
８週過ぎて、腫瘍も小さくなってくる
と継続していくとのことですが、この
治療はどのような頻度でどのくらい続
けるのでしょうか。
　清家　一般的にニボルマブは２週間
に１回投与ですし、ペムブロリズマブ
は３週間に１回投与です。
　ちょうどニボルマブが出てから２年
ぐらいたったところになりますが、私
の患者さんにも２年間、２週間に１回
の投与を継続し続けている患者さんが
います。
　池田　２週間１回、ずっと続けるの
ですね。
　清家　そうですね。効果があるかぎ
りは続けるのが原則だと思います。
　池田　この治療によって腫瘍が全く
消えてしまうことはあるのでしょうか。
　清家　そういうケースも私のところ
でもありますし、私の患者さんで、ニ
ボルマブを使うことによって腫瘍がほ
ぼCRに近いような状況になる患者さ
んも経験しています。
　池田　逆に言いますと、進行しなけ
れば効いている、という判断もあるの
でしょうか。

　清家　あると思います。
　池田　画像上、大きさが変わらなけ
れば投与し続けるのですね。
　清家　はい。
　池田　気になるところは副作用、
adverse reactionですが、いったいど
のようなものがあるのでしょうか。
　清家　従来の殺細胞性抗がん剤に見
られるような骨髄抑制、白血球や好中
球、血小板が下がったりというような
副作用はほとんどありません。あと、
吐き気とか消化器毒性もないですが、
リンパ球が活性化されるので、今まで
経験したことがないような有害事象が
出ることがあります。
　例えば甲状腺機能障害、大腸炎、皮
疹や薬剤性肺障害などです。まれでは
ありますが、重症筋無力症、１型重症
糖尿病や脳炎といったものも出ます。
これらの症状が現れる頻度は少ないで
すが、注意して治療を継続しているの
が現状です。また他科の医師、神経内
科や糖尿病などの専門の医師たちと密
に連携を取って治療をしていく、いわ
ゆるチーム医療が必要になってくる状
況です。
　池田　先生の専門では間質性肺炎な
どが怖いと思うのですが、実際、ニボ
ルマブ等で起こった場合にはどういう
対処をされるのでしょうか。
　清家　通常、分子標的薬の、例えば
ゲフィチニブとかエルロチニブから起
きた場合の肺障害は、中止してステロ
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されています。私自身は実際に経験し
たことはありません。
　池田　今までのいわゆる生物学的製
剤とは全く異なる作用と、adverse re-

actionも出てきているということで、
これからその対処も含めて、たくさん
の患者さんの経過観察が重要だという
ことですね。ありがとうございました。

東京大学医学部附属病院検査部講師
髙　井　大　哉

（聞き手　池田志斈）

　肺がんの腫瘍マーカーについてご教示ください。
　胸部異常陰影を発見した場合、最近では簡単にオープン検査でCTを施行する
ことが可能になりました。
　しかし、一度「悪性所見なし」と診断された場合であっても、以後の経過観
察が大切かと思います。開業医が知っておくべき、フォローに有用な腫瘍マー
カーとその使い方についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞

肺がんの腫瘍マーカー

　池田　髙井先生、肺がんの腫瘍マー
カーについての質問ですが、まず前提
として、胸部異常陰影を発見した場合、
CTで悪性所見がないといわれたとき
は単純に経過観察でよいのでしょうか。
　髙井　この質問の状況としては、胸
のレントゲン写真、胸部単純写真で異
常影があって、CTでは悪性ではなさ
そうだというレポートがついた場合だ
と思うのです。この状態で胸膜石灰化
など、まず肺がんが除外できる場合以
外は呼吸器外科に一度診ていただいた
ほうがいいと思います。呼吸器外科に
診ていただいて、組織学的にがんが否
定されていなければ、後々進行がんに

なってしまったときに取り返しがつか
ないので、気管支鏡やCTガイド下生
検、場合によっては胸腔鏡下肺生検で
組織学的に診断がついたうえでがんが
否定されていれば、経過観察も安心し
て行うことができると思います。
　腫瘍マーカーについてはこれから幾
つかの腫瘍マーカーを挙げたいと思い
ますが、肺がんで一番多くを占める腺
がんでは腫瘍マーカーが上がらないも
のも決して珍しくありません。その場
合はCTで、画像的に大きくならない
かどうかの経過を見ていかなければい
けない場合もあるかと思います。
　池田　例えば腺がん、扁平上皮がん、
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