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はじめに
　進行期悪性黒色腫（国際対がん連
合（UICC）分類における切除不能の
stageⅢ／Ⅳ）の場合に必要不可欠と
なる化学療法の薬剤として，かつて 

（ほんの 4 年前（2011年）まで）適応薬
はダカルバジン（DTIC）（1975年 5
月に米国食品医薬品局（FDA）承認，
1986年 1 月に日本で販売開始）が唯
一であった。しかも，そのDTICで
も進行期悪性黒色腫の予後を改善す

るには困難を極めていた。DTICの
奏効率（RR）は30％，完全寛解（CR）
率は 5 ％以下であった。つまり，腫
瘍の縮小効果は得られても延命効果
をもたらすことはできなかったので 
ある。そのため，プラチナ製剤（カ
ルボプラチン（CBDCA）やシスプラ
チン（CDDP））やタキサン系薬剤（パ
クリタキセル（PTX）やドセタキセ
ル（DTX））を組み込んだ多剤併用化
学療法や，インターフェロン（IFN）- 
α／β，高用量インターロイキン

（IL）-2（1998年 1 月にFDA承認）な
どの治療法がいくつか試みられた
が，これらも全生存期間（OS）の延
長にベネフィットを示すものは存
在しえなかった。ところが2011年 3
月，免疫療法としての免疫チェック
ポイント阻害薬であるipilimumab

（抗細胞傷害性Tリンパ球抗原4
（cytotoxic T lymphocyte antigen 
4；CTLA-4）抗体）がFDAに承認さ
れ，ここから悪性黒色腫の薬物療法
にブレイクスルーが起こった1）2）。
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　進行期悪性黒色腫の化学療法には今， 
2 つの大きな潮流があり，分子標的薬

（BRAF 阻害薬，MEK 阻害薬）と免疫療法としての免疫
チェックポイント阻害薬（抗細胞傷害性 T リンパ球抗原4

（CTLA-4）抗体，抗 PD-1抗体）に大別される。それぞれの
臨床効果と副作用に大きな特徴がある。これらの特性を
よくふまえて，症例ごとに総合的長期戦略をもって治療
法を選択しなければならない。有力な治療法の 1 つとし
て抗 PD-1抗体（ニボルマブ）がある。高い病勢コントロー
ル率（CR＋PR＋SD 65.8％），長期生存（mOS 473.0日

（90％CI：276.0〜NR），mPFS 169.0日（90％CI：72.0〜
277.0）：国内第Ⅱ相臨床試験（ONO-4538-02試験）より）
が特徴である。また臨床効果の特徴として，抗腫瘍効果の
発現までに数ヵ月の時間を要することや抗腫瘍効果が長期
間持続すること，また副作用面では免疫介在性の有害事象
が認められている。よって，施行者の高いハンドリング精
度（上手に使いこなすこと）が求められる。日本発の，世界
初の抗 PD-1製剤として，また悪性黒色腫のみならず，肺
がんや胃がんなどほかの多くのがん種における有効性にも
注目度は相当高い。

At present, chemotherapy for advanced malignant melanoma is classified into 2 major types ; molecular-targeted therapy (BRAF and 
MEK inhibitors) and immunotherapy (immune checkpoint inhibitors, such as anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies). Each agent 
has distinct efficacy and safety profiles. Hence, the treatment option for individual patients should be chosen based on a long-term 
comprehensive strategy after taking these profiles into consideration. An anti-PD-1 antibody, nivolumab, is a promising treatment 
option, and a high disease-control rate (CR + PR + SD = 65.8%) and long-term survival (median OS = 473.0 days [90% CI: 276.0, 
NR], median PFS = 169.0 days [90% CI : 72.0, 277.0]) were observed in a phase 2 study in Japan (ONO-4538-02 Study). While the 
clinical effects of nivolumab are characterized by a slow onset of antitumor activity (usually requiring several months) and long-lasting 
antitumor effects, immune-mediated adverse events have been reported. Therefore, prescribers (physicians)are required to be skilled 
in handling this drug. Nivolumab has drawn considerable attention not only as the first anti-PD-1 inhibitor in Japan and worldwide but 
also as a drug that is effective in malignant melanoma, as well as other types of carcinoma, including lung cancer and gastric cancer.

◆ニボルマブ　　　　◆免疫チェックポイント阻害薬　　　　◆抗PD-1抗体
 nivolumab immune checkpoint inhibitor anti-programmed death-1 (PD-1) antibody

◆抗CTLA-4抗体　　　　　　　　　　　　　　　◆細胞傷害性Tリンパ球
 anti-cytotoxic T lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) antibody cytotoxic T lymphocyte
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