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はじめに
　進行性腎細胞がんに対する全身療
法は，インターフェロン（IFN）-αが
10～20％の奏効率と若干の全生存期
間（OS）の延長を示し，インターロイ 

キン（IL）-2は 5％程度の症例で長期間 
の完全奏効（CR）が期待できるにすぎ 
なかったが，2008年にソラフェニブ， 
スニチニブが，その後アキシチニブ， 
パゾパニブといった血管新生阻害作 
用を示すチロシンキナーゼ阻害薬 

（TKI）や，エベロリムス，テムシロリ 
ムスといったmTOR阻害薬が導入さ 
れて大きく変わった。この結果，進 
行性腎細胞がん患者のOSは二十数ヵ 
月から40ヵ月程度に延長したが1）2）， 
5 年超の長期にわたるCRは非常に稀 
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　進行性腎細胞がん患者の生存期間は
2008年から導入された分子標的薬によ

り延長したが，全生存期間（OS）はおおむね40ヵ月であり，
さらなる改善が期待されていた。腎細胞がんに適応となっ
た抗PD-1抗体ニボルマブは分子標的薬による血管新生阻
害療法抵抗性となった症例に有用であり，長期の腫瘍コン
トロールが期待できる症例もある。ただし，奏効する症例
は30％程度にとどまり，さらなる効果の増強のために併
用療法が試みられている。CheckMate 214試験では１次
治療としてスニチニブとニボルマブ＋イピリムマブの併
用療法を比較するランダム化試験が行われた。この結果，
IMDCリスク分類でintermediate／poorリスク症例では併
用療法群が有意に高い奏効率，OSを示し，新たな標準治

療となることが期待される。
　進行／転移性尿路上皮がん（膀胱がん）に対する治療はシ
スプラチンやカルボプラチン，ゲムシタビンを用いた多剤
併用化学療法であったが，その予後は30年以上改善され
ておらず，新たな治療法の登場が期待されていた。尿路上
皮がんは，悪性黒色腫や非小細胞肺がんと並んで遺伝子変
異の頻度が高く，また上皮内がんにはBCGの膀胱内注入
療法が有用であるなど，免疫療法への高い感受性が想定さ
れていた。Atezolizumabやニボルマブ，ペムブロリズマブ，
アベルマブ，durvalumabは主に第Ⅱ相臨床試験の結果で有
用性が示され，米国食品医薬品局（FDA）では尿路上皮が
んに対して認可されており，日本でも開発が進んでいる。

Although the overall survival of advanced renal cell cancer patients has improved with the introduction of molecular targeted therapies 
in 2008 and has now reached approximately 40 months, further improvement is still anticipated. Nivolumab, an anti-PD-1 antibody, 
has been shown to be useful in patients with resistance to anti-angiogenic therapy using molecular targeted drugs, and long-term 
durable cancer control has been seen in some cases. Nevertheless, the overall response rate is still approximately 30% and clinical 
trials of combination therapies are in progress to further enhance efficacy. In the CheckMate 214 trial, the combination of ipilimumab 
and nivolumab was compared with first-line standard of care sunitinib in untreated advanced renal cell carcinoma and a statistically 
significant longer survival was seen with the ipilimumab and nivolumab combination in patients with intermediate and poor IMDC risk 
disease. Thus, for these risk groups of patients the combination of an anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibody is expected to be standard of 
care, particularly in patients who express PD-L1.
The treatment for advanced or metastatic urothelial cancer is combination therapies that include cisplatin, carboplatin and gemcitabine. 
However, overall survival has not improved for more than 30 years and new treatments are anticipated. Higher frequencies of genetic 
alterations are observed in urothelial cancers, which is comparable to malignant melanoma or non-small-cell lung cancer, and 
efficacy with BCG intravesical instillation therapy in carcinoma in situ (CIS) disease suggests possible efficacy with immunologic 
approaches. Indeed, early phase clinical trials have revealed favorable effects with immuno-oncology drugs, atezolizumab, nivolumab, 
pembrolizumab, avelumab and durvalumab, which are approved by the FDA for urothelial carcinoma in the US. Clinical trials are 
currently ongoing in Japan.

The state of immune checkpoint inhibitors in urological cancer

各臓器がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の現状について
泌尿器科がん（腎細胞がん，尿路上皮がん）
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