
免疫腫瘍学における進化中の考察：  

研究と臨床治療間のギャップを埋めるには 

 

免疫療法ピア・ツー・ピア教育用キット： 

討論／司会役の手引き 

 

尿路上皮癌 

データ概要 

• Check-Mate 275: ニボルマブはプラチナ製剤抵抗性の転移性尿路上皮癌患者において抗腫

瘍活性を示し、PD-L1発現が高い患者では、奏効の充実が見られた (スライド 4)。 

• KEYNOTE-045: ペンブロリズマブは、プラチナ製剤抵抗性の転移性尿路上皮癌患者にお

いて、PD-L1発現に関わらず、化学療法よりも PFSおよび OSを改善した (スライド 5、

6)。 

• IMvigor211: アテゾリズマブは、プラチナ製剤抵抗性の転移性尿路上皮癌患者を対象とす

る治療企図（ITT）解析では化学療法より OSを改善したが、PD-L1の発現では改善は見

られなかった  (スライド 7)。 

• IMvigor210: アテゾリズマブは、PD-L1発現の高い患者において ORRの最も高い改善を

示したが、PD-L1発現の低い患者でも奏効を妨げることはなかった  (スライド 8)。 

• JAVELIN 固形腫瘍研究: アベルマブは、プラチナ製剤抵抗性の転移性尿路上皮癌患者に

おいて、管理しやすい安全性プロファイルで抗腫瘍活性を示した  (スライド 9)。 

• Study 1108: デュルバルマブは、プラチナ製剤抵抗性の転移性尿路上皮癌患者において抗

腫瘍活性を示した  (スライド 10)。 

 

討論の手引き 

1. CheckMate 275、IMvigor 210/211、JAVELIN、KEYNOTE-045、および Study 1108におけ

る試験の有効性および安全性の結果に基づき： 

• PD-1 / PD-L1チェックポイント阻害剤は進行性／転移性尿路上皮癌患者に長期的な

利益を示す可能性があると思うか？ 

• これらの患者において、チェックポイント阻害剤のメリットがリスクをそれぞれ上

回る可能性があると思うか？  

• これらの臨床試験および／または他の臨床試験から知りたい追加の情報はあるか？ 

 

2. これらの主要な試験の結果に基づいて、再発／抵抗性患者にチェックポイント阻害剤を

安心して処方できるか？  

• シスプラチン不適格患者のための最前線の設定ではどうであるか？ 

• 再発／抵抗性疾患患者のための選択肢として、チェックポイント阻害剤を考慮する

要因は何であるか？ 

• 化学療法に適格な患者に対して、どのような場合に化学療法ではなくチェックポイ

ント阻害剤を選択するか？ またはその逆においてはどうか？ 

 



• これらの試験を参照し、特定のまたは全体的な有害事象プロファイルは、チェック

ポイント阻害剤を使用するという貴方の決定にどのように影響を与えるか？ 

• 免疫療法レジメン間での貴方の選択に寄与する要因は何か？  

• これらの治療法を用いて患者を治療するとき、どのような問題や制限に直面する可

能性があるか？ 

 

3. 再発／抵抗性尿路上皮癌患者に対するチェックポイント阻害剤の臨床試験が近くで行わ

れる場合、この試験への登録を推奨するか？ 

• 臨床試験が一次治療のためのものであった場合はどうするか？ 

 

腎細胞癌 (RCC) 

データ概要 

• CheckMate 025: ニボルマブは治療歴のある進行性／転移性患者においてエベロリム

スよりも優れた OSおよび PFSを PFSの優位性なしに示した  (スライド 12、13)。 

• CheckMate 214: 中／高リスクの治療歴のない患者において、ニボルマブとイピリム

マブの併用療法は、スニチニブよりも生存優位性を示した  (スライド 14)。 

• JAVELIN腎臓 101: 一次治療では、PD-L1の状態に関わらず、アベルマブとアキシチ

ニブの併用療法は、スニチニブと比較して有意に長期の PFSを示し、グレード 4の

有害事象の発生率はスニチニブと同様であった  (スライド 15から 17)。 

• 第Ⅰ相試験、進行中の第 III相試験では、ペンブロリズマブ／アキシチニブとペンブ

ロリズマブ／レンバチニブの併用療法について、安全性と有効性における良好な結

果が得られた  (スライド 18から 20)。 

 

討論の手引き 

1. CheckMate 025および CheckMate 214試験の有効性と安全性の結果に基づき： 

• チェックポイント阻害剤が進行性／転移性 RCCに長期的なメリットを示す可能性が

あると思うか？ 

• これらの患者において、チェックポイント阻害剤のメリットがリスクを上回る可能

性があると思うか？ 

• 再発した患者にニボルマブを安心して処方できるか？一次治療の設定においてニボ

ルマブ／イピリムマブを併用で処方することについてはどうか？ 

• これらの試験および／または他の試験からどのような追加情報を取得したいか？ 

 

2. 発表されたチェックポイント阻害剤／TKI併用療法の主要試験の結果に基づき： 

• チェックポイント阻害剤と TKIの併用療法は、治療歴のない RCC患者に長期的なメ

リットを示す可能性があると思うか？ 

• これらの臨床試験結果は実際の患者にどの程度該当すると思うか？  

o これらの併用療法が実際の患者にとって有益かどうかを判断する際に、どのよう

な臨床的要因を考慮するか？ 

o 貴方の患者のうちの 1人に対してこれらの治療法を利用する場合、どの程度安心

して行えると思うか？ 



• 患者にこれらの治療法を利用する場合、どのような問題や制限に直面する可能性が

あるか？ 

• これらの試験および／または他の試験からどのような追加情報を取得したいか？ 

3. RCC患者に対するチェックポイント阻害剤／TKI併用療法の臨床試験が近くで行われ

る場合、この試験への登録を推奨するか？   

• 進行性／転移性患者のためにはどうであるか？  

• 治療歴のない患者のためにはどうであるか？ 

 

非小細胞肺癌 (NSCLC) 

データ概要 

• KEYNOTE-001: ペンブロリズマブは、PD-L1発現が低い患者と比較して、PD-L1発現が

高い患者の一次治療における OSを改善した  (スライド 25)。 

• KEYNOTE-024: 一次治療薬としてのペンブロリズマブは、PD-L1発現の高い進行性患者

においてプラチナベースの化学療法と比較して 6ヵ月後の奏効率、PFS、および OSの改

善と関連していた  (スライド 26)。 

• KEYNOTE-189: ペンブロリズマブとプラチナ／ペメトレキセドとの一次治療においての

併用療法は、プラチナ／ペメトレキセド単独療法と比較して、PD-L1発現に関わらず、

転移性非扁平上皮癌患者における PFSおよび OSを改善した  (スライド 27)。 

• KEYNOTE-407: カルボプラチン／パクリタキセルとペンブロリズマブの一次治療におけ

る併用療法は、カルボプラチン／パクリタキセルと比較して転移性扁平上皮癌患者の

PFSと OSを改善した  (スライド 28)。 

 

討論の手引き 

1. 最近発表されたペンブロリズマブ試験の結果に基づき： 

• 一次治療薬であるペンブロリズマブは、進行性／転移性 NSCLC患者に長期的なメリッ

トを示す可能性があると思うか？  

• 進行性／転移性 NSCLCの患者に対して、ペンブロリズマブを一次治療の設定で安心し

て処方できるか？ その理由は何か？ 

• 最前線の設定において、どのような場合にペンブロリズマブのみでの単独療法、または

プラチナダブレット化学療法との併用療法のいずれかを検討するか？  

• この決定に寄与する要因は何か？ 

• これらの臨床試験結果は実際の患者にどの程度該当すると思うか？ 

• 実際の患者にこれらの治療法を利用する際に、どのような問題や制限に直面する可能性

があるか？ 

 

2. 二次治療おける NSCLC療法として承認されているチェックポイント阻害剤（ペンブロリズ

マブ、ニボルマブ、アテゾリズマブ）をどのように比較するか？  

• この比較を行う際に、どのような要素を考慮するか？  

• どのような臨床的要因が免疫療法レジメン間での貴方の選択に寄与するか？  

• これらの臨床試験から知りたい追加の情報はあるか？ 

 



3. NSCLC患者に対するチェックポイント阻害剤レジメンの臨床試験が近くで行われる場合、

この試験への登録を推奨するか？  

• 進行性／転移性患者のためにはどうであるか？ 

• 治療歴のない患者のためにはどうであるか？ 

 

黒色腫 

データ概要 

• イピリムマブは、56ヶ月の追跡調査において、gp100と比較して転移性黒色腫患者の

OSを改善した  (スライド 30)。 

• KEYNOTE-006: 進行性黒色腫患者において、ペンブロリズマブはイピリムマブよりも優

れた PFSおよび OSのメリットを示した  (スライド 31)。 

• CheckMate 067: ニボルマブ単独療法またはイピリムマブとの併用療法は、BRAFの状態

に関わらず、治療歴のない進行性黒色腫患者においてイピリムマブ単独療法より優れて

いた  (スライド 32、33). 

• CheckMate 069: I PFSに関しては、ニボルマブ／イピリムマブの併用療法は、BRAF変異

の状態に関わらず、治療歴のない進行性黒色腫患者においてイピリムマブ単独療法より

優れていた  (スライド 34)。 

 

討論の手引き 

1. 発表された KEYNOTE-006および CheckMate 067/069試験の有効性および安全性の結果に基

づき： 

• チェックポイント阻害剤は、進行性／転移性黒色腫患者に長期的なメリットを示す可能

性があると思うか？ 

• これらの患者において、チェックポイント阻害剤のメリットがリスクを上回る可能性が

あると思うか？  

• 貴方の考えは個々のチェックポイント阻害剤／組み合わせによって異なるか？ 

 

2. これらの試験の結果に基づき： 

• 治療歴のない進行性黒色腫患者にチェックポイント阻害剤を安心して処方できるか？ 

• BRAF V600遺伝子変異を有する患者において、どのような場合に、BRAFとMEK阻害

剤を併用した標的療法に対してチェックポイント阻害剤療法の方を選択するか？ 

• ペンブロリズマブ単独療法、ニボルマブ単独療法、ニボルマブとイピリムマブの併用療

法のいずれかを選択するのに寄与する要因は何か？ 

• これらの試験を参照し、特定のまたは全体的な有害事象プロファイルは、この決定にど

のように影響を与えるか？ 

• これらの臨床試験および／または他の臨床試験から知りたい追加の情報はあるか？ 

• これらの臨床試験結果は実際の患者にどの程度該当すると思うか？  

• 実際の患者にこれらの治療法を利用する際に、どのような問題や制限に直面する可能性

があるか？ 

• 治療歴のない進行性黒色腫患者に対するチェックポイント阻害剤療法の臨床試験が近く

で行われる場合、この試験への登録を推奨するか？   


