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～Ⅳ期非小細胞肺癌 改訂のポイント～
掲載されている薬剤のご使用にあたっては、各薬剤の添付文書をご確認ください。
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推奨度、エビデンスレベルの説明

文献検索と採択
文献検索期間

2004年12月1日から2020年11月30日

文献検索方法
キーワード：lung cancer, non-small cell lung cancer, chemotherapy
委員がPubMedを用いて検索し，2014年版からは医学図書館協会，2020年版からは国際医学情報センターの協力を得てより詳細な検索を
行った。2021年版改訂は，2020年版以降の検索を行い，各CQにおいて採用を検討した。

（検索日：2021年2月10日）

採択方法
⃝文献はメタアナリシス，第Ⅲ相試験，ランダム化比較第Ⅱ相試験を中心に抽出し，総説もしくは検索時点で日本における未承認薬を用いた試験

は除外した。なお，治療リスクに関する重要な文献，論文化されていない重要な学会報告は上記以外でも採用した。
⃝これ以前の文献でも，今回の改訂に際し重要と考えられたものについては採用としている。
⃝原稿作成中に検索された2020年12月1日以降の文献も重要性を考慮したうえで適宜追加した。

●本著作物は日本肺癌学会が作成および発行したものであり、本著作物の内容に関する質問、問い合わせ等は日本肺癌学会にご連絡ください。
●小野薬品工業株式会社およびブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社は、日本肺癌学会から許諾を得て、本著作物の内容の改変を行うことなく複製し配布しています。

■ エビデンス総体のエビデンスの確実性（質）

■ GRADEに基づいた推奨度

A（強） 効果の推定値が推奨を支持する適切さに強く確信がある

B（中） 効果の推定値が推奨を支持する適切さに中程度の確信がある

C（弱） 効果の推定値が推奨を支持する適切さに対する確信は限定的である

D（とても弱い） 効果の推定値が推奨を支持する適切さにほとんど確信できない

参考）Minds 診療ガイドライン作成マニュアル2020

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. 本ガイドラインについて.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/jo/21002021ho00.html

＊「行う・行わない」のいずれの推奨も困難なものについては「行うよう勧めるだけの根拠が明確でない」と記載

推奨の方向性

推奨の強さ 強い

行う 行わない

弱い 弱い 強い

記載

1 2 2 1

…を行うよう
推奨する

…を行うよう
提案する

…を行わないよう
提案する

…を行わないよう
推奨する
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日本肺癌学会 肺癌診療ガイドライン2021年版

1．推奨文、推奨度の変更、新設など（下線部） 2．記述内容の追加、削除、変更など
第１部 肺癌診療ガイドライン 2021年版
Ⅱ．非小細胞肺癌（NSCLC）
７ Ⅳ期非小細胞肺癌
7-1. ドライバー遺伝子変異/転座陽性
◆樹形図 ◦RET融合遺伝子陽性を追記
7-1-2． EGFR遺伝子変異陽性
■EGFR遺伝子変異陽性の一次治療:エクソン19欠失またはL858R変異陽性
CQ52. PS 0-1の場合，一次治療と

してどの治療法が勧められる
か？

◦オシメルチニブおよびゲフィチニブによる日
本人集団の毒性について追記

◦ダコミチニブによる日本人集団の毒性につ
いて追記

■EGFR遺伝子変異陽性の二次治療以降
CQ56. 一次治療EGFR-TKI耐性また

は増悪後のT790M変異陽
性例に対する最適な二次治
療は何か？

◦オシメルチニブとプラチナ製剤併用療法の
比較試験について，OSの報告を追記

◦オシメルチニブの国内試験について追記

7-1-3． ALK融合遺伝子陽性
■ALK融合遺伝子陽性の一次治療
CQ57. PS 0-1の場合，一次治療とし

てどのALK-TKIが勧められ
るか？

【変更前】
a. アレクチニブを行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：100％〕

b. クリゾチニブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：A，合意率：96％〕

c. セリチニブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意率：96％〕

【変更後】
a. アレクチニブ単剤療法を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意（推奨）率：100％〕

e. クリゾチニブ単剤療法を行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない。
〔推奨度決定不能〕

d. セリチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意率：63％（推奨率：63％）〕

◦アレクチニブとクリゾチニブの比較試験につ
いて，OSの報告を追記

◦クリゾチニブとALK-TKIの比較試験につい
て追記

【新設】
b. ブリグチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意率：73％（推奨率：100％）〕

c. ロルラチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意率：73％（推奨率：100％）〕

■ALK融合遺伝子陽性の二次治療以降
CQ59. 一次治療ALK-TKI耐性また

は増悪後のPS 0-2に対する
最適なALK-TKIは何か？

【変更前】
a. アレクチニブを行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C，合意率：77％〕

b. ロルラチニブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：59％〕

c. ブリグチニブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：55％〕

d. セリチニブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：85％〕

【変更後】
a. アレクチニブ単剤療法を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C，合意率：83％（推奨率：100％）〕

b. ブリグチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：70％（推奨率：100％）〕

c. ロルラチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：63％（推奨率：100％）〕

d. セリチニブ単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：90％（推奨率：93％）〕

◦ブリグチニブの国内外の報告を追記
◦ロルラチニブの日本人集団に関する報告を

追記

7-1-7. RET融合遺伝子陽性
【新設】
CQ63. RET融合遺伝子陽性にはセ

ルペルカチニブは勧められる
か？

【新設】
セルペルカチニブ単剤療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C，合意率：77％〕

7-1-8. NTRK融合遺伝子陽性
CQ64. NTRK融合遺伝子陽性に

TRK-TKIは勧められるか？
【変更前】
エヌトレクチニブを行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：D，合意率：66％〕
【変更後】
TRK-TKI単剤療法 （エヌトレクチニブ，ラロトレクチニブのいずれか）を
行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：D，合意率：71％〕

◦ラロトレクチニブに関する試験報告を追記

7-1-9. KRAS遺伝子G12C変異陽性
【新設】
CQ65. KRAS遺伝子G12C変異陽性

にソトラシブは勧められるか？

【新設】
二次治療以降でソトラシブ単剤療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C，合意率：67％〕

2020年版からの主な変更点一覧（一部抜粋）
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1．推奨文、推奨度の変更、新設など（下線部） 2．記述内容の追加、削除、変更など
7-2. PD-L1高発現 【変更前】

PD-L1 TPS 50％以上
【変更後】
PD-L1高発現*
＊PD-L1 TPS 50％以上もしくはTC3/IC3

◦アテゾリズマブ単剤の試験報告の追加に伴
い改訂

◆樹形図 ◦PS 0-1およびPS 2に「アテゾリズマブ単
剤」を追記

◦PS 0-1の「ニボルマブ＋イピリムマブ併用」
を「ニボルマブ＋イピリムマブ併用±細胞傷
害性抗癌薬」に変更

CQ66. 全身状態良好（PS 0—1）な
PD-L1高発現に対する一次
治療において薬物療法は勧
められるか?

【変更前】
a. ペムブロリズマブ単剤を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：93％〕

b. プラチナ製剤併用療法＋PD—1/PD—L1阻害薬を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：85％〕

c. ニボルマブ＋イピリムマブを行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：70％〕

【変更後】
a. ペムブロリズマブ単剤療法もしくはアテゾリズマブ単剤療法を行うよ

う推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：96％（推奨率：100％）〕

b. プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療を行
うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：82％（推奨率：100％）〕
d. ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：86％（推奨率：86％）〕

◦日本人集団におけるペンブロリズマブの毒
性について追記

◦アテゾリズマブ単剤の試験報告を追記
◦非扁平上皮癌におけるペムブロリズマブ併

用についてアップデート
◦扁平上皮癌におけるペムブロリズマブ上乗

せについてアップデート

【新設】
c. ニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：59％（推奨率：92％）〕

CQ67. PS 2のPD-L1高発現に対す
る一次治療において薬物療
法は勧められるか？

【変更前】
a. 細胞傷害性抗癌薬を行うよう推奨もしくは提案する。
〔単剤/推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：100％〕
〔カルボプラチン併用療法/推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意
率：100％〕

b. ペムブロリズマブ単剤を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：D，合意率：85％〕

c. プラチナ製剤併用療法＋PD-1/PD-L1阻害薬を行うよう推奨する
だけの根拠が明確ではない。

〔推奨度決定不能〕
【変更後】
a. 細胞傷害性抗癌薬の治療を行うよう推奨もしくは提案する。
〔単剤療法/推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：100％〕
〔カルボプラチン併用療法/推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意
率：100％〕

b. ペムブロリズマブ単剤療法もしくはアテゾリズマブ単剤療法を行うよ
う提案する。

〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：D，合意率：85％〕
c. プラチナ製剤併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治

療を行うよう推奨するだけの根拠が明確ではない。
〔推奨度決定不能〕

◦ペムブロリズマブ単剤の試験報告を追記

7-3 ドライバー遺伝子変異/転座陰性， PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明
◆樹形図 ◦PS 0-1，75歳未満，一次治療の「ニボルマブ

＋イピリムマブ併用」を「ニボルマブ＋イピリ
ムマブ±細胞傷害性抗癌薬」に変更

◦PS 0-1，75歳以上，一次治療に「ニボルマブ
＋イピリムマブ±細胞傷害性抗癌薬」を追加

7-3-1． ドライバー遺伝子変異/転座陰性， PD L1 TPS 50％未満，もしくは不明の一次治療
CQ69. ドライバー遺伝子変異/転座

陰性，PD-L1 TPS 50％未
満，もしくは不明のPS 0-1，
75歳以上に対する一次治療
において細胞傷害性抗癌薬
は勧められるか？

【変更前】
〈非扁平上皮癌〉
a. カルボプラチン併用療法を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：85％〕

b. 第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：A，合意率：85％〕

〈扁平上皮癌〉
c. 第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：63％〕

d. カルボプラチン併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，合意率：78％〕

【変更後】
a. カルボプラチン併用療法を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：A，合意率：96％〕

b. 第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：A，合意率：77％〕

◦CBDCA＋nab-PTX療法とDTX療法の比
較試験の報告を追記

◦組織型（非扁平上皮癌、扁平上皮癌）による
分類を削除
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日本肺癌学会 肺癌診療ガイドライン2021年版

1．推奨文、推奨度の変更、新設など（下線部） 2．記述内容の追加、削除、変更など
CQ71. プラチナ製剤併用療法を受け

る場合に免疫チェックポイン
ト阻害薬を併用した治療は勧
められるか?

【変更前】
a. PS 0-1症例に対して，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害

薬を併用するよう推奨する。
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：78％〕

b. PS 2症例に対して，プラチナ製剤併用療法＋PD-1/PD-L1阻害薬
を行うよう推奨するだけの根拠が明確ではない。

〔推奨度決定不能〕
【変更後】
a. PS 0-1症例に対して，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害

薬を併用した治療を行うよう推奨する
〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：92％（推奨率：100％）〕 

c. PS 2症例に対して，プラチナ製剤併用療法に免疫チェックポイント阻
害薬を併用した治療を行うよう推奨するだけの根拠が明確ではない。

〔推奨度決定不能〕 

◦非扁平上皮癌におけるペムブロリズマブ併
用の報告を追記

◦扁平上皮癌におけるペムブロリズマブ上乗
せの報告をアップデート

【新設】
b. PS 0-1症例に対して，ニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：42％（推奨率：100％）〕

CQ72. ドライバー遺伝子変異/転座
陰性， PD-L1 TPS 50％未
満，PS 0-1に対する一次治
療において免疫チェックポイ
ント阻害薬は勧められるか？

【変更前】
a. ペムブロリズマブ単剤を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：89％〕

b. ニボルマブ＋イピリムマブを行うよう提案する。
 〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：67％〕

【変更後】
a. PD-L1 TPS 1～49％に対して，ペムブロリズマブ単剤療法を行う

よう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：89％〕

b. PD-L1 TPS 1～49％に対して，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療
法を行うよう提案する。

〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：67％〕

◦CQの対象を，PD-L1 TPS 1～49％から，
TPS 50％未満に変更

【新設】 
c. PD-L1 TPS 1％未満に対して，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C，合意率：70％〕

CQ76. プラチナ製剤併用療法を受け
る場合に維持療法は勧められ
るか?

【変更前】
〈非扁平上皮癌〉
a. シスプラチン＋ペメトレキセド併用療法4サイクル後，病勢進行を認め

ず毒性も忍容可能な症例に対してペメトレキセドによるcontinuation 
maintenanceを行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：100％〕
【変更後】
非扁平上皮癌に対してプラチナ製剤＋ペメトレキセド併用療法4サイク
ル後，病勢進行を認めず毒性も忍容可能な症例に対してペメトレキセド
による維持療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，合意率：100％〕

◦CBDCA＋PEM＋ベバシズマブ併用療法後
のPEM＋ベバシズマブ療法群とベバシズマ
ブ単独療法群の国内比較試験について追記

【削除】
〈扁平上皮癌〉
b. プラチナ製剤併用療法4サイクル後，病勢進行を認めず毒性も忍容可能

な症例に対してswitch maintenance，continuation maintenance
を行わないよう推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C，合意率：100％〕
7-3-2． ドライバー遺伝子変異/転座陰性の二次治療以降
CQ78． 一次治療耐性または進行例，

PS0-2，免疫チェックポイント
阻害薬未使用例に対する二
次治療において薬物療法は
勧められるか?

◦ペムブロリズマブ単剤およびニボルマブ単
剤の臨床試験の報告を追記

◆レジメン 下記のレジメンを追加
◦NTRK融合遺伝子陽性例「ラロトレクチニブ」
◦RET融合遺伝子陽性例「セルペルカチニブ」
◦KRAS遺伝子G12C変異陽性例「ソトラシブ」
◦ドライバー遺伝子変異/転座陰性例：細胞傷害

性抗癌薬と免疫チェックポイント阻害薬の併
用レジメン「ニボルマブ＋イピリムマブ併用」

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. 2020 年版からの主な変更点一覧. 
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/modification_20211110.pdf
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⃝解 説
Ⅳ期非小細胞肺癌で用いられる薬物療法においては，長らく細胞傷害性抗癌薬がその中心を担ってきた。細胞傷害性抗癌薬と緩和治療を比較したメタアナ
リシスによって，細胞傷害性抗癌薬を用いた治療により有意に生存を延長させることが示されている1）。これは1年生存率にして9％（20％から29％）の改
善，もしくは約1.5カ月のOS延長に相当する。第三世代細胞傷害性抗癌薬を用いた検討では，第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤療法でも緩和治療に比して1
年生存率で約7％の改善がみられたことが示されている2）。毒性については，別のメタアナリシスで進行非小細胞肺癌における細胞傷害性抗癌薬の治療関
連死が1.26％であったと報告されており，その内訳は発熱性好中球減少，虚血や血栓などの心血管系の毒性，肺炎や間質性肺疾患などの肺毒性であった3）。
QOLに関しては，第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤は緩和治療と比較してQOLを改善させることが報告されている4）。また，第三世代細胞傷害性抗癌薬にプ
ラチナ製剤を追加する治療を行うことの意義を評価した第Ⅲ相試験では，プラチナ製剤と第三世代細胞傷害性抗癌薬を使用した治療がOS・PFS延長を示す
と同時にQOLは同等であったと報告されている5）。
一方，2000年代以降になって分子標的治療薬・免疫チェックポイント阻害薬といった新規治療が登場し，これらは細胞傷害性抗癌薬との比較によってその有
効性を示している。
分子標的治療薬の多くはEGFR遺伝子変異，ALK融合遺伝子などといった癌発生の直接的な原因となるようなドライバーと称される遺伝子変異/転座に対
する阻害薬である。全身状態良好で，これらドライバー遺伝子の変異/転座を有する患者に対して，それぞれのキナーゼ阻害薬を投与することでORRの増加，
PFSの延長などの有効性が報告されている。EGFR遺伝子変異，ALK融合遺伝子では細胞傷害性抗癌薬と比較した第Ⅲ相試験が実施され，キナーゼ阻害薬
を用いた治療のほうが細胞傷害性抗癌薬に比して有効であることが報告されている（CQ46）。頻度の少ないEGFRのuncommon mutation，その他のド
ライバー遺伝子（ROS1，BRAF，MET，RET）変異/転座陽性例では細胞傷害性抗癌薬と比較した第Ⅲ相試験が実施されていないが，第Ⅱ相試験などではそ
れぞれの阻害薬を投与することによって同程度の高い有効性が報告されている（CQ55，60～63）。また多くの分子標的治療薬は一般的に細胞傷害性抗
癌薬よりも毒性が軽度であることが多く，少数例の検討ながらPS不良例における前向き試験での有効性が報告されている点も重要である（CQ47）。なお，
キナーゼ阻害薬の適応となるドライバー遺伝子変異/転座陽性例は腺癌症例に多く認められるが，扁平上皮癌症例やその他の組織型においても認められる
ことがある。ドライバー遺伝子変異/転座陽性の扁平上皮癌を有する患者に対するキナーゼ阻害薬の治療成績はエビデンスに乏しく，さらに非扁平上皮癌症
例と比較すると劣る傾向にある。しかしながら奏効例の報告もみられるため，いずれかのタイミングでキナーゼ阻害薬の投与を検討すべきである。
2015年以降，本邦で使用可能となった免疫チェックポイント阻害薬は，細胞傷害性抗癌薬や分子標的治療薬と異なる作用機序を有する新規薬で，腫瘍
免疫における負の調節因子であるPD-1やCTLA-4などの免疫チェックポイント分子を標的とした抗体薬である。PS 0-1でEGFR遺伝子変異，ALK融
合遺伝子を有さない，PD-L1 TPSが50％以上の非小細胞肺癌を対象としたPD-1阻害薬（ペムブロリズマブ）とプラチナ製剤併用療法の第Ⅲ相試験

（KEYNOTE-024試験）では，ペムブロリズマブ群においてORR，PFS，OSの有意な改善が示され，毒性も忍容可能であった（CQ66）。さらに，進行非小
細胞肺癌を対象として細胞傷害性抗癌薬（プラチナ製剤併用療法）にPD-1/PD-L1阻害薬やCTLA-4阻害薬を併用した治療を評価した複数の第Ⅲ相試験

（CQ71）が報告されており，高い有効性が示されている。
以上，全身状態良好なⅣ期非小細胞肺癌患者に対しては薬物療法（細胞傷害性抗癌薬，分子標的治療薬，免疫チェックポイント阻害薬）が緩和治療に比して
OSを延長し，QOLも改善することが示されている。治療方針の決定に際して，分子標的治療薬では腫瘍におけるドライバー遺伝子の変異/転座の有無を，ペ

総論.Ⅳ期非小細胞肺癌における薬物療法の意義とサブグループ別の治療方針

Ⅳ期非小細胞肺癌：サブグループ別の治療方針

各キナーゼ阻害薬

免疫チェックポイント
阻害薬単剤

細胞傷害性抗癌薬

＊ PD-L1（22C3）TPS 50%以上、もしくはPD-L1（SP142） TC3/IC3
＊＊免疫チェックポイント阻害薬未使用例

ドライバー遺伝子
変異/転座陽性

細胞傷害性抗癌薬
もしくは

免疫チェックポイント阻害薬＊＊

ドライバー遺伝子
変異/転座陰性 
PD-L1 高発現＊

ドライバー遺伝子
変異/転座陰性、

PD-L1 TPS 50％未満、
もしくは不明

細胞傷害性抗癌薬＋免疫チェックポイント阻害薬

Ⅳ期非小細胞肺癌
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ムブロリズマブではPD-L1の発現状態を確認する必要があり，これらの薬剤を適切なタイミングで使用するためには組織，病期診断と並行して目の前の患
者が，1）ドライバー遺伝子変異/転座陽性例，2）ドライバー遺伝子変異/転座陰性のPD-L1高発現，3）それ以外，のいずれのサブグループに属するのかを診
断することが重要である。以下に各サブグループにおける治療方針を述べる。

1）ドライバー遺伝子変異/転座陽性例：CQ46～65
ドライバー遺伝子変異/転座陽性例では前述したようにそれぞれのキナーゼ阻害薬を用いた治療によってORR，PFSの改善が報告されている。なおこれら
の第Ⅲ相試験では，プラチナ製剤併用療法の後治療としてキナーゼ阻害薬治療へのクロスオーバーが高率に行われたために，OSの有意な差は示されてい
ない。EGFR遺伝子変異陽性例の大規模研究において，一次から三次治療のエルロチニブ単剤のPFSに有意差を認めないことが報告されており6），キナー
ゼ阻害薬と細胞傷害性抗癌薬の投与順序に関して，現時点で明確な結論はない。しかしながら，米国で行われた前向き観察研究では，733例を対象に10
遺伝子について解析し，466例（64％）にドライバー遺伝子変異/転座を認めたが，ドライバー遺伝子変異/転座があり，それを標的とした治療薬を使用した
260例のOS中央値は3.5年であったのに対し，ドライバー遺伝子変異/転座があったにもかかわらず，それを標的とした治療をしていない患者のOS中央値
は2.4年であった（propensity score-adjusted hazard ratio：0.69，95％CI：0.53-0.9，P＝0.006）7）。
以上より，ドライバー遺伝子変異/転座陽性例に対してキナーゼ阻害薬の投与機会を逸しないことは重要であり，細胞傷害性抗癌薬よりも優先して投与する
ことを推奨する。なお，本ガイドラインにおけるドライバー遺伝子変異/転座は，現時点で治療標的となる薬剤が承認されている以下の遺伝子異常（EGFR遺
伝子変異，ALK融合遺伝子，ROS1融合遺伝子，BRAF遺伝子変異，MET遺伝子変異，RET融合遺伝子）と定義する。増悪後の二次治療としては全身状態に応
じて細胞傷害性抗癌薬が勧められる（CQ68～70）。ドライバー遺伝子変異/転座陽性例に対する免疫チェックポイント阻害薬についてはCQ50，51を参照
のこと。

2）ドライバー遺伝子変異/転座陰性のPD-L1高発現：CQ66，67
PD-1/PD-L1阻害薬の高い臨床効果が期待できるサブグループであり，初回治療としてペムブロリズマブ単剤療法もしくはアテゾリズマブ単剤療法を行う
よう勧められる。また，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療やニボルマブ＋イピリブマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療
も勧められる。上記の治療増悪後の二次治療としては，全身状態に応じて細胞傷害性抗癌薬を用いた治療を行うよう勧められる。

3）ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明：CQ68～80
このサブグループに対する一次治療として，分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬単剤療法が細胞傷害性抗癌薬よりも有効であることは示されて
いない。一方で，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療もしくはニボルマブ＋イピリブマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療
は，プラチナ製剤併用療法のみと比較し有意な生存延長効果を示しており，プラチナ製剤併用療法の対象で，かつ免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療
が可能な症例はこれらの多剤併用療法が勧められる。

1）Non-Small Cell Lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy and supportive care versus supportive care alone for advanced non-small cell lung cancer. Cochrane 
Database Syst Rev. 2010; （5）: CD007309.

2）Baggstrom MQ, Stinchcombe TE, Fried DB, et al. Third-generation chemotherapy agents in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a meta-analysis. J Thorac 
Oncol. 2007; 2（9）: 845-53.

3）Fujiwara Y, Hotta K, Di Maio M, et al. Time trend in treatment-related deaths of patients with advanced non-small-cell lung cancer enrolled into phase III trials of systemic 
treatment. Ann Oncol. 2011; 22（2）: 376-82.

4）Anderson H, Hopwood P, Stephens RJ, et al. Gemcitabine plus best supportive care（BSC）vs BSC in inoperable non-small cell lung cancer--a randomized trial with quality of 
life as the primary outcome. UK NSCLC Gemcitabine Group. Non-Small Cell Lung Cancer. Br J Cancer. 2000; 83（4）: 447-53.

5）Sederholm C, Hillerdal G, Lamberg K, et al. Phase III trial of gemcitabine plus carboplatin versus single-agent gemcitabine in the treatment of locally advanced or metastatic 
non-small-cell lung cancer: the Swedish Lung Cancer Study Group. J Clin Oncol. 2005; 23（33）: 8380-8.

6）Rosell R, Moran T, Queralt C, et al. Screening for epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. N Engl J Med. 2009; 361（10）: 958-67.
7）Kris MG, Johnson BE, Berry LD, et al. Using multiplexed assays of oncogenic drivers in lung cancers to select targeted drugs. JAMA. 2014; 311（19）: 1998-2006.

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#general

［引用文献の利益相反］
7）著者にBristol-Myers Squibbより講演料、コンサルタント料などを受領している者が含まれる。
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⃝解 説
a． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PD-L1 TPS 50％以上のPS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ペムブロリズマブ単剤療法と

プラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験（KEYNOTE-024試験）が行われた1）。中間解析において，主要評価項目であるPFSはHR 0.50（10.3
カ月 vs 6.0カ月，95％CI：0.37-0.68，P＜0.001），OSは更新された報告において，HR 0.63（30.0カ月 vs 14.2カ月，95％CI：0.47-0.86，P
＝0.002）であり2），ペムブロリズマブ単剤療法はプラチナ製剤併用療法に対しPFS，OSを有意に延長することが示された。また，ORRは44.8％ vs 
27.8％であり，ペムブロリズマブ単剤療法が有意に優れていた。主な毒性は，ペムブロリズマブ単剤療法群で下痢や倦怠感，発熱，プラチナ製剤併用療
法群で貧血，悪心，倦怠感などであり，Grade 3以上の毒性はペムブロリズマブ単剤療法群で有意に少なかった（26.6％ vs 53.3％）。一方，ペムブロリ

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#7-2

＊PD-L1（22C3）TPS 50%以上、もしくはPD-L1（SP142）TC3/IC3

CQ66 全身状態良好（PS 0-1）なPD-L1高発現＊に対する一次治療において
薬物療法は勧められるか？

推 奨
a. ペムブロリズマブ単剤療法もしくはアテゾリズマブ単剤療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1、エビデンスの強さ：A、合意率：96％（推奨率：100％）〕

b. プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療を行うよう推奨する。
〔推奨の強さ：1、エビデンスの強さ：B、合意率：82％（推奨率：100％）〕

c. ニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：59％（推奨率：92％）〕

d. ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：86％（推奨率：86％）〕

7-2. PD-L1高発現

Ⅳ期非小細胞肺癌：PD-L1 高発現の治療方針

PS 0-1

➡CQ66

➡CQ67

➡CQ77

PS  2

ペムブロリズマブ単剤もしくはアテゾリズマブ単剤
プラチナ製剤併用療法＋PD-1/PD-L1阻害薬
ニボルマブ＋イピリムマブ併用±細胞傷害性抗癌薬

細胞傷害性抗癌薬
ペムブロリズマブ単剤もしくはアテゾリズマブ単剤

薬物療法は勧められない

＊ PD-L1（22C3）TPS 50%以上、もしくはPD-L1（SP142） TC3/IC3

ドライバー遺伝子
変異/転座陽性
PD-L1 高発現＊

PS 3-4
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ズマブ単剤療法群で甲状腺機能障害，肺臓炎，皮疹，大腸炎などの免疫関連の毒性が報告されGrade 3以上は9.7％と報告されており，それらの毒性管
理には注意が必要である。KEYNOTE-024試験には40例の日本人患者が登録されており，そのうちペムブロリズマブ単剤療法群は21例であった3）。
Grade3以上の毒性は8例（38％）で認められ，Grade 3以上の免疫関連有害事象は4例（19％）で認められた。また，ペムブロリズマブ単剤療法群が
プラチナ製剤併用療法に比べてQOLを維持させること，および肺癌による症状が悪化するまでの期間を有意に遅らせることも報告されている4）。
さらに，前述した試験と同様のデザインで，PD-L1 TPS 1％以上を対象として，ペムブロリズマブ単剤療法とプラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試
験（KEYNOTE-042試験）が行われた5）。PD-L1 TPS 50％以上のサブグループにおける解析では，主要評価項目であるOSはHR 0.69（20.0カ月 
vs 12.2カ月，95％CI：0.56-0.85，P＝0.0003）とペムブロリズマブ単剤療法はプラチナ製剤併用療法に対しOSを有意に延長することが示され，ま
た，PFSはHR 0.81（7.1カ月vs 6.4カ月，95％CI：0.67-0.99）であり，PFSも延長することが示された。また，ORRは39％ vs 32％であった。主な
毒性は，前述するKEYNOTE-024試験と同様であり，これらの毒性管理には注意が必要である。
なお，75歳以上の症例において，有効性，安全性に関する報告は少ない。ペムブロリズマブ単剤療法を検証した第Ⅲ相試験における75歳以上の症例
の統合解析では，ペムブロリズマブ単剤療法が細胞傷害性抗癌薬に比べてGrade 3以上の毒性の頻度が低いことが報告されている（24.2％ vs 
61.0％）6）。ただし，75歳以上と75歳未満のGrade 3以上の毒性頻度はそれぞれ24.2％，16.9％と高齢者で高い傾向にあり，毒性管理には十分な
注意が必要である。
SP142を用いたPD-L1免疫染色でTC1もしくはIC1以上（PD-L1発現あり相当），PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，アテゾリズマブ
単剤療法とプラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験（IMpower110試験）が行われた7）。この試験の解析ではPD-L1別によるヒエラルキー解析
が用いられた。最初のステップであるTC3ないしはIC3（PD-L1高発現相当）の患者205人を対象としたOSの解析のみで有効性が証明された。同サ
ブグループにおけるアテゾリズマブ単剤療法群とプラチナ製剤併用療法群の比較解析において，OSはHR 0.59（20.2カ月 vs 13.1カ月，95％CI：
0.40-0.89），PFSはHR 0.63（8.1カ月 vs 5.0カ月，95％CI：0.45-0.88）であり，アテゾリズマブ単剤療法はプラチナ製剤併用療法に対しPFS，
OSを延長することが示唆された。また，ORRは38.3％vs 28.6％であった。Grade 3以上の毒性の頻度においてもアテゾリズマブ単剤のほうが低頻
度であった（30.1％ vs 52.5％）。アテゾリズマブ単剤療法群で内分泌障害，肺臓炎，皮疹，肝機能障害などの免疫関連の毒性の増加が報告されており，
それらの毒性管理には注意が必要である。

〔SP142を用いたPD-L1免疫染色では，腫瘍細胞（tumor cells；TC）に加え，腫瘍浸潤免疫細胞（tumor-infiltrating immune cells；IC）のPD-L1
発現をそれぞれ0～3の4段階で測定し評価している。〕
以上より，PD-L1高発現のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してペムブロリズマブ単剤療法もしくはアテゾリズ
マブ単剤療法を行うよう勧められる。エビデンスの強さはA，また総合的評価では行うよう強く推奨（1で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定の
ために行われた投票結果を記載する。

b-1． 非扁平上皮癌
EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しペムブロ
リズマブを追加することの有効性を評価した第Ⅲ相試験（KEYNOTE-189試験）が行われた8）。中間解析において，主要評価項目であるPFSおよび
OSは，それぞれHR 0.52（8.8カ月 vs 4.9カ月，95％CI：0.43-0.64，P＜0.0001），HR 0.49（未到達 vs 11.3カ月，95％CI：0.38-0.64，P＜
0.0001）であり，CDDP＋PEM療法もしくはCBDCA＋PEM療法に対するペムブロリズマブの上乗せはPFS，OSを有意に延長することが示された。ま
た，PD-L1 TPS 50％以上のサブグループ解析においても，PFSはHR 0.36（9.4カ月 vs 4.7カ月，95％CI：0.25-0.52），OSはHR 0.42（未到達 
vs 10.0カ月，95％CI：0.26-0.68）と有意に生存を延長した。主な毒性は，ペムブロリズマブ併用療法群で悪心，貧血，倦怠感，便秘などであり，Grade 
3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群と比較し頻度は同等であった（67.2％ vs 65.8％）。ただし，ペムブロリズマブ併用療法群で急性腎障害が
5.2％にみられることに加え，Grade 3以上の免疫関連の毒性が8.9％と報告され，そのうち肺臓炎により3例の治療関連死が報告されており，それらの
毒性管理には注意が必要である。また，本試験でも事前に規定されていた患者報告アウトカム（PRO）の解析が行われ，ペムブロリズマブ併用療法群がプ
ラチナ製剤併用療法群に比べてQOLを維持させること，および肺癌による症状が悪化するまでの期間を有意に遅らせることが報告されている9）。
PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しアテゾリズマブを追加することの有効性を評価した第Ⅲ
相試験（IMpower150試験）が行われ，CBDCA/PTX/ベバシズマブ＋アテゾリズマブ併用療法（B群）とCBDCA/PTX/ベバシズマブ療法（C群）の
比較結果が報告された10）。主要評価項目はEGFR遺伝子変異/ALK融合遺伝子陰性集団におけるPFSおよびOSであった。C群に対するB群のPFS
は，HR 0.62（8.3カ月 vs 6.8カ月，95％CI：0.52-0.74，P＜0.001），OSはHR 0.78（19.2カ月 vs 14.7カ月，95％CI：0.64-0.96，P＝0.02）
であり，CBDCA/PTX/ベバシズマブ療法に対するアテゾリズマブの上乗せはPFS，OSを有意に延長することが示された。また，PD-L1発現が「TC3 
or IC3」のサブグループ解析においても，PFSはHR 0.39（12.6カ月 vs 6.8カ月，95％CI：0.25-0.60），OSはHR 0.70（25.2カ月 vs 15.0カ月，
95％CI：0.43-1.13）と，PD-L1高発現症例において良好な結果を示した。主な毒性は，アテゾリズマブ併用療法群で食欲低下，末梢神経障害，悪心，倦
怠感などであり，Grade 3以上の毒性はCBDCA/PTX/ベバシズマブ療法群と比較し頻度は高い傾向を認めた（58.5％ vs 50.0％）。また免疫関連
の毒性として，アテゾリズマブ併用療法群で皮疹，肝機能障害，甲状腺機能障害，肺臓炎，大腸炎などが報告されており，免疫関連の毒性管理には注意が必
要である。
また同様の患者集団を対象として，CBDCA＋nab-PTX療法にアテゾリズマブを追加することの有効性を評価した第Ⅲ相試験（IMpower130試験）で

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

96％（27/28） 4％（1/28） 0％ 0％ 0％
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なお，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療のレジメンの詳細については，項末を参照のこと。

c． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法（2サイ
クル導入療法）を併用した治療とプラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験（CheckMate9LA試験）が行われた15）。主要評価項目であるOSはHR 
0.66（15.6カ月 vs 10.9カ月，95％CI：0.55-0.80）であり，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法はプラチナ製剤併用療法に対しOS
を有意に延長することが示された。PFSはHR 0.68（6.7カ月 vs 5.0カ月，95％CI：0.57-0.82），ORRは38％vs 25％であった。また，PD-L1 TPS 
50％以上のサブグループでのニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群とプラチナ製剤併用療法群の比較解析において，OSはHR 0.66

（18.0カ月 vs 12.6カ月，95％CI：0.44-0.99）であった。Grade 3以上の毒性の頻度は，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群で高い
傾向にあった（47％vs 38％）。また，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群では血液毒性の頻度が低い一方で，内分泌障害，肺臓炎，皮疹，
胃腸障害などの免疫関連の毒性の増加が報告されており，それらの毒性管理には注意が必要である。
以上より，PD-L1高発現のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療
法を併用した治療を行うよう勧められる。エビデンスの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定
のために行われた投票結果を記載する。

d． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PD-L1 TPS 1％以上，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療
法，ニボルマブ単剤療法とプラチナ製剤併用療法を3群比較する第Ⅲ相試験（CheckMate227Part 1試験）が行われた16）。PD-L1 TPS 50％以上の
サブグループにおけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法群とプラチナ製剤併用療法群の比較解析において，OSはHR 0.70（21.2カ月 vs 14.0カ月，
95％CI：0.55-0.90），PFSはHR 0.62（6.7カ月 vs 5.6カ月，95％CI：0.49-0.79）であり，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法はプラチナ製剤併用
療法に対しPFS，OSを延長することが示された。また，ORRは44.4％ vs 35.4％であり，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法が優れていた。Grade 3以
上の毒性の頻度はどちらも同程度であった（32.8％ vs 36.0％）。ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法群で内分泌障害，肺臓炎，皮疹，胃腸障害などの免
疫関連の毒性の増加が報告されており，それらの毒性管理には注意が必要である。
以上より，PD-L1高発現のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう勧
められる。エビデンスの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記
載する。

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

82％（23/28） 18％（5/28） 0％ 0％ 0％

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）、白票1/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

33％（9/27） 59％（16/27） 0％ 4％（1/27） 4％（1/27）

は，主要評価項目としてEGFR遺伝子変異/ALK融合遺伝子陰性集団におけるPFSおよびOSが比較検証された11）。CBDCA＋nab-PTX療法に対す
るアテゾリズマブの上乗せはPFSがHR 0.64（7.0カ月 vs 5.5カ月，95％CI：0.54-0.77，P＜0.001），OSがHR 0.79（18.6カ月 vs 13.9カ月，
95％CI：0.64-0.98，P＝0.033）とPFS，OSを有意に延長することが示された。また，PD-L1発現が「TC3 or IC3」のサブグループ解析においても，
PFSはHR 0.51（6.4カ月 vs 4.6カ月，95％CI：0.34-0.77），OSはHR 0.84（17.3カ月 vs 16.9カ月，95％CI：0.51-1.39）と，PD-L1高発現症
例において良好な結果を示した。主な毒性は，アテゾリズマブ併用療法群で好中球減少や貧血などの骨髄抑制，食欲低下，悪心，倦怠感，下痢などであり，
Grade 3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群と比較し頻度は高い傾向を認めた（81％ vs 71％）。また免疫関連の毒性として，アテゾリズマブ併
用群では甲状腺機能障害（15％），肝機能障害（10％）を主に認め，さらに皮疹，肺臓炎，大腸炎などが報告されており，免疫関連の毒性管理には注意が
必要である。

b-2． 扁平上皮癌
PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しペムブロリズマブを追加することの有効性を評価した第
Ⅲ相試験（KEYNOTE-407試験）が行われた12）。559例が1：1でランダム化され，主要評価項目であるOSは，HR 0.71（17.1カ月 vs 11.6カ月, 
95％CI：0.58-0.88），PFSはHR 0.57（8.0カ月 vs 5.1カ月，95％CI：0.47-0.69）であり，CBDCA＋PTX療法もしくはCBDCA＋nab-PTX療
法に対するペムブロリズマブの上乗せはPFSとOSを有意に延長することが示された。またPD-L1 TPS 50％以上のサブグループ解析においても，
OSはHR 0.79（95％CI：0.52-1.21）と良好な傾向がみられた。主な毒性は，ペムブロリズマブ併用療法群で貧血，食欲低下，好中球減少などであり，
Grade 3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群と比較し頻度は同等であった（74.1％ vs 69.6％）13）。ただし，治療関連死亡はペムブロリズマブ併
用療法群で高い傾向を認めた（4.3％  vs 1.8％）。また同試験のPROにおいては，ペムブロリズマブ併用療法群でプラチナ製剤併用療法群に比べて，
QOLが維持されることが示された14）。
以上より，PD-L1高発現のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してプラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害
薬を併用した治療を行うよう勧められる。ただし，ペムブロリズマブ単剤療法と比較したデータはなく，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を
併用した治療がペムブロリズマブ単剤療法より優れているかどうかは明らかではない。エビデンスの強さはB，また総合的評価では行うよう強く推奨（1
で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。



11

日本肺癌学会 肺癌診療ガイドライン2021年版

  1）Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2016; 375（19）: 1823-
33.

  2）Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Updated analysis of KEYNOTE-024: pembrolizumab versus platinum-based chemotherapy for advanced non-small-cell lung 
cancer with PD-L1 tumor proportion score of 50％ or greater. J Clin Oncol. 2019; 37（7）: 537-46.

  3）Satouchi M, Nosaki K, Takahashi T, et al. First-line pembrolizumab vs chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer: KEYNOTE-024 Japan subset. Cancer Sci. 
2020; 111（12）: 4480-9.

  4）Brahmer JR, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Health-related quality-of-life results for pembrolizumab versus chemotherapy in advanced, PD-L1-positive NSCLC
（KEYNOTE-024）: a multicentre, international, randomised, open-label phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017; 18（12）: 1600-9.

  5）Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer
（KEYNOTE-042）: a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2019; 393（10183）: 1819-30.

  6）Nosaki K, Saka H, Hosomi Y, et al. Safety and efficacy of pembrolizumab monotherapy in elderly patients with PD-L1-positive advanced non-small-cell lung cancer: Pooled 
analysis from the KEYNOTE-010, KEYNOTE-024, and KEYNOTE-042 studies. Lung Cancer. 2019; 135: 188-95.

  7）Herbst RS, Giaccone G, de Marinis F, et al. Atezolizumab for first-line treatment of PD-L1-selected patients with NSCLC. N Engl J Med. 2020; 383（14）: 1328-39.
  8）Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018; 378（22）: 2078-92.
  9）Garassino MC, Gadgeel S, Esteban E, et al. Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in patients with previously 

untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell lung cancer（KEYNOTE-189）: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 
2020; 21（3）: 387-97.

10）Socinski MA, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for first-line treatment of metastatic nonsquamous NSCLC. N Engl J Med. 2018; 378（24）: 2288-301.
11）West H, McCleod M, Hussein M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line 

treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer（IMpower130）: a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019; 20（7）: 924-37.
12）Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018; 379（21）: 2040-51.
13）Paz-Ares L, Vicente D, Tafreshi A, et al. A randomized, placebo-controlled trial of pembrolizumab plus chemotherapy in patients with metastatic squamous NSCLC: protocol-

specified final analysis of KEYNOTE-407. J Thorac Oncol. 2020; 15（10）: 1657-69.
14）Mazieres J, Kowalski D, Luft A, et al. Health-related quality of life with carboplatin-paclitaxel or nab-paclitaxel with or without pembrolizumab in patients with metastatic 

squamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2020; 38（3）: 271-80.
15）Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer（CheckMate 

9LA）: an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021; 22（2）: 198-211. Epub 2021 Jan 18.
16）Hellmann MD, Paz-Ares L, Bernabe Caro R, et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2019; 381（21）: 2020-31.

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

0％ 86％（24/28） 4％（1/28） 7％（2/28） 4％（1/28）

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#cq66

[引用文献の利益相反]
  8）著者にOno Pharmaceutical、Bristol-Myers Squibbより研究費、講演料などを受領している者が含まれる。
15）本研究はBristol-Myers Squibbの支援を受けて実施された。
16）本研究はBristol-Myers Squibbの支援を受けて実施された。
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⃝解 説
メタアナリシスによってプラチナ製剤（CDDPもしくはCBDCA）を含む治療が緩和治療に対して有意にOSの延長に寄与していることが示されている1）。ま
た，プラチナ製剤併用の薬剤を第二世代と第三世代細胞傷害性抗癌薬で比較したメタアナリシスにおいて，後者がORRで12％，1年生存率で6％優ると報
告されている2）。本邦では，4種類の第三世代細胞傷害性抗癌薬とプラチナ製剤併用の第Ⅲ相試験（FACS試験）の結果が報告されており，いずれの治療効
果も同等であった3）。

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#7-3

7-3.ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明

7-3-1.ドライバー遺伝子変異/転座陰性，PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明の一次治療

CQ68
ドライバー遺伝子変異/転座陰性、PD-L1 TPS 50%未満、
もしくは不明のPS 0-1、75歳未満に対する一次治療において
細胞傷害性抗癌薬は勧められるか？

推 奨
プラチナ製剤と第三世代以降の細胞傷害性抗癌薬を併用した治療を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1、エビデンスの強さ：A、合意率：93％〕

※PEMは非扁平上皮癌への投与が推奨される。
※ネダプラチン（NDP/CDGP）は扁平上皮癌への投与が推奨される。

Ⅳ期非小細胞肺癌：ドライバー遺伝子変異/転座陰性、PD-L1 TPS 50％未満、
もしくは不明の一次治療

PS 0-1

PS 2

75歳未満

75歳以上

プラチナ製剤併用療法±PD-1/PD-L1阻害薬
ペムブロリズマブ単剤（PD-L1 TPS 1%以上）
ニボルマブ＋イピリムマブ併用±細胞傷害性抗癌薬

ドライバー遺伝子変異/転座陽性でキナーゼ阻害薬使用後の増悪例は、本項の樹形図に沿って治療方針を検討する。

プラチナ製剤併用療法±PD-1/PD-L1阻害薬
細胞傷害性抗癌薬単剤

ペムブロリズマブ単剤（PD-L1 TPS 1%以上）
ニボルマブ＋イピリムマブ併用±細胞傷害性抗癌薬

薬物療法は勧められない

細胞傷害性抗癌薬単剤
プラチナ製剤併用療法

PS 3-4

➡CQ68

➡CQ70 ➡CQ71、73、74、76

➡CQ71～76

➡CQ71～76

➡CQ77

➡CQ69ドライバー遺伝子
変異/転座陰性、

PD-L1 TPS 50％未満、
もしくは不明
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新規薬剤においても，複数の第Ⅲ相試験によって有効性が示されているが，いくつかの薬剤は特定の組織型に対してのみ有効性が示されている。PEMは
そのような薬剤の1つであり，非扁平上皮癌に対して用いられる。CDDP＋PEM療法とCDDP＋GEM療法の第Ⅲ相試験（JMDB試験）が行われ，全体では
同等の治療効果であったが組織型による差が認められ，非扁平上皮癌においてはCDDP＋PEM療法群でOSの有意な延長（11.8カ月 vs 10.4カ月，HR 
0.81，95％CI：0.70-0.94，P＝0.005）を認めた一方で，扁平上皮癌においてはCDDP＋PEM療法群でPFS（4.4カ月 vs 5.5カ月，HR 1.36，95％CI：
1.12-1.65，P＝0.002），OS（9.4カ月 vs 10.8カ月，HR 1.23，95％CI：1.00-1.51，P＝0.05）ともに劣っていた4）。サブグループ解析ではあるが，有効
性ならびに毒性の観点から非扁平上皮癌に対するCDDP＋PEM療法は至適レジメンの1つである。また，CBDCA＋PEM療法はOSを主要評価項目とした
比較試験がないものの，患者が自覚する毒性がCDDPよりも軽度であることから実地臨床では頻用されている。CBDCA＋PEM療法とCBDCA＋GEM療
法，CBDCA＋DTX療法やCBDCA＋PTX＋ベバシズマブ療法との比較試験では，OSや主要評価項目であった有害事象などで優越性を示せていない5）～7）。
しかしながら，CBDCA＋PTX＋ベバシズマブ療法と比較しても生存曲線に大きな差はなく7），ベバシズマブを併用した試験ではCBDCA＋PTX＋ベバシズ
マブ療法よりPFSが上回る傾向にある8）。以上より，CBDCA＋PEM療法を行うことは許容される。
扁平上皮癌に対しては，ネダプラチン（NDP/CDGP）＋DTX療法とCDDP＋DTX療法の第Ⅲ相試験（WJOG5208L試験）が本邦で実施され，OSの有意な
延長が認められた（13.6カ月 vs 11.4カ月，HR 0.81，95％CI：0.65-1.02，P＝0.037）。毒性はプロファイルが異なり，NDP/CDGP療法群では白血球
減少，好中球減少，血小板減少が多く，CDDP療法群では悪心，倦怠感，低ナトリウム血症，低カリウム血症が多かった。本邦において第三世代以降の細胞傷害
性抗癌薬併用で唯一の優越性が示された有望なレジメンである9）。
その他，S-1の有効性を評価した2編の第Ⅲ相試験（LETS試験，CATS試験）では，CBDCA＋S-1療法はCBDCA＋PTX療法に対して，CDDP＋S-1療法
はCDDP＋DTX療法に対して非劣性が示された10）11）。ヒト血清アルブミンとPTXを結合させたナノ粒子製剤であるnab-PTXとCBDCAの併用療法は
CBDCA＋PTX療法との第Ⅲ相試験において，有意にORRの上昇を認めた（33.0％ vs 25.0％）12）。これらのレジメンは組織型にかかわらず使用可能で
ある。
以上より，75歳未満，PS 0-1症例に対して，プラチナ製剤と第三世代以降の細胞傷害性抗癌薬を併用した治療を行うよう勧められる。エビデンスの強さは
A，また総合的評価では行うよう強く推奨（1で推奨）できると判断した。各レジメンに固有の毒性プロファイルが報告されており，これらも踏まえて選択する
べきと考えられる。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

  1）Non-Small Cell Lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy and supportive care versus supportive care alone for advanced non-small cell lung cancer. Cochrane 
Database Syst Rev. 2010 May 12; （5）: CD007309.

  2）Baggstrom MQ, Stinchcombe TE, Fried DB, et al. Third-generation chemotherapy agents in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a meta-analysis. J Thorac 
Oncol. 2007; 2（9）: 845-53.

  3）Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K, et al. Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus 
vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: Four-Arm Cooperative Study in Japan. Ann Oncol. 2007; 18（2）: 317-23.

  4）Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with 
advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2008; 26（21）: 3543-51.

  5）Grönberg BH, Bremnes RM, Flötten O, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus 
carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2009; 27（19）: 3217-24.

  6）Rodrigues-Pereira J, Kim JH, Magallanes M, et al. A randomized phase 3 trial comparing pemetrexed/carboplatin and docetaxel/carboplatin as first-line treatment for 
advanced, nonsquamous non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2011; 6（11）: 1907-14.

  7）Zinner RG, Obasaju CK, Spigel DR, et al. PRONOUNCE: randomized, open-label, phase III study of first-line pemetrexed＋carboplatin followed by maintenance pemetrexed 
versus paclitaxel＋carboplatin＋bevacizumab followed by maintenance bevacizumab in patients ith advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol. 
2015; 10（1）: 134-42.

  8）Patel JD, Socinski MA, Garon EB, et al. PointBreak: a randomized phase III study of pemetrexed plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance pemetrexed and 
bevacizumab versus paclitaxel plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance bevacizumab in patients with stage IIIB or IV nonsquamous non-small-cell lung 
cancer. J Clin Oncol. 2013; 31（34）: 4349-57.

  9）Shukuya T, Yamanaka T, Seto T, et al. Nedaplatin plus docetaxel versus cisplatin plus docetaxel for advanced or relapsed squamous cell carcinoma of the lung（WJOG5208L）: 
a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015; 16（16）: 1630-8.

10）Okamoto I, Yoshioka H, Morita S, et al. Phase III trial comparing oral S-1 plus carboplatin with paclitaxel plus carboplatin in chemotherapy-naive patients with advanced non-
small-cell lung cancer: results of a west Japan oncology group study. J Clin Oncol. 2010; 28（36）: 5240-6.

11）Kubota K, Sakai H, Katakami N, et al. A randomized phase III trial of oral S-1 plus cisplatin versus docetaxel plus cisplatin in Japanese patients with advanced non-small-cell 
lung cancer: TCOG0701 CATS trial. Ann Oncol. 2015; 26（7）: 1401-8.

12）Socinski MA, Bondarenko I, Karaseva NA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in 
patients with advanced non-small-cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol. 2012; 30（17）: 2055-62.

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師1名、薬剤師2名、患者2名を含む）/実施年度：2018年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

93％（25/27） 7％（2/27） 0％ 0％ 0％

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#cq68

[引用文献の利益相反]
  3）本研究はBristol-Myers Squibbの支援を受けて実施された。
  4）著者にBristol-Myers Squibbより講演料、コンサルタント料などを受領している者が含まれる。
  7）著者にBristol-Myers Squibbよりコンサルタント料などを受領している者が含まれる。
10）著者にBristol-Myers Squibbより研究費を受領している者が含まれる。
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⃝解 説
一次薬物療法の第Ⅲ相試験と術後補助療法を対象とした検討では，65歳以上と以下で治療効果の差は認めず，暦年齢よりも日常生活自立度が予後に
関係していた13）。また，80歳以上でもPS 0-1と良好なものは80歳以下と比べて，OSにおいて80歳以上で7カ月，80歳未満で11カ月（P＝0.20）
とOSに有意な差がなく，毒性についても明らかな差を認めなかったと報告されている14）。以上より，暦年齢のみで薬物療法の対象外とするべきでは
ない。
a． 高齢者を対象とした第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤療法とCBDCA併用療法を比較した第Ⅲ相試験が3編報告されている。

海外で行われた第Ⅲ相試験（IFCT0501試験）では，70～89歳の患者を対象にCBDCA＋weekly PTX併用療法とGEM単剤療法もしくはVNR
単剤療法の比較が行われ，併用療法群でPFSの有意な延長（6.0カ月 vs 2.8カ月，HR 0.51，95％CI：0.42-0.62，P＜0.0001），OSの有意な延
長（10.3カ月 vs 6.2カ月，HR 0.64，95％CI：0.52-0.78，P＜0.0001）が示された15）。しかし，この試験においては併用療法群における治療関
連死が4.4％と高いなどの問題点が指摘されており，投与量も本邦における標準的なものとは異なっているなどデータの解釈には注意を要する。
本邦において，75歳以上，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者を対象とした第Ⅲ相試験（JCOG1210/WJOG7813L試験）が行
われ16），CBDCA＋PEM併用療法（PEMの維持療法あり）とDTX単剤療法の比較結果が報告された。主要評価項目はCBDCA＋PEM併用療法群
のDTX単剤療法群に対するOS（非劣性）であり，OSのHRは0.850（18.7カ月 vs 15.5カ月，95％CI：0.684-1.056）であったことから非劣
性が証明された。しかしながら，CBDCA＋PEM併用療法群のDTX単剤療法群に対する優越性は示されなかった。またPFSにおいては，HR 0.739

（95％CI：0.609-0.896，P＜0.01）とCBDCA＋PEM併用療法群で有意に延長させることが示された。Grade 3以上の毒性は，CBDCA＋
PEM併用療法群で血小板減少と貧血が多く，DTX単剤療法群で好中球減少と発熱性好中球減少が多かった。
さらに本邦において，70歳以上，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（扁平上皮癌）患者を対象とした第Ⅲ相試験（CAPITAL試験）が行われ17），CBDCA＋
nab-PTX併用療法とDTX単剤療法の比較結果が報告された。CBDCA＋nab-PTX療法の併用期間は最大6サイクルまでとされ，その後はnab-
PTXの維持療法が許容された。主要評価項目であるOSの有意な延長が証明され（HR 0.52，16.9カ月vs 10.9カ月，95％CI：0.38-0.70，P
＜0.001），またPFSにおいてもHR 0.42（5.8カ月vs 4.0カ月，95％CI：0.30-0.58，P＜0.001）とCBDCA＋nab-PTX併用療法群で有意に
延長させることが示された。本試験は75歳未満/以上が割付調整因子の1つに設定され，半数以上を占めた75歳以上のサブグループ解析におい
ても，PFS（HR 0.46，95％CI：0.31-0.68）とOS（HR 0.58，95％CI：0.37-0.90）で，ともにCBDCA＋nab-PTX併用療法群で良好な結果で
あった。Grade 3以上の毒性は，CBDCA＋nab-PTX併用療法群で貧血と血小板減少が多く，DTX単剤療法群で白血球減少，好中球減少と発熱性
好中球減少が多かった。また，Grade 2以上の末梢神経障害はCBDCA＋nab-PTX併用療法群で15.8％に認めたが，DTX単剤療法群では1％で
あった。治療関連死はCBDCA＋nab-PTX併用療法群で2例（2.1％），DTX単剤療法群で1例（1.0％）であった。
以上より，PS 0-1，75歳以上の非小細胞肺癌症例に対しては，CBDCA併用療法を行うよう勧められる。エビデンスの強さはA，また総合的評価では
行うよう強く推奨（1で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

b． 高齢者においては，緩和治療に対してVNR単剤療法が有意にOSを延長し薬物療法が有効であること，VNR単剤療法と比較してGEM単剤療法が同様の
有効性を示していることが確認されている18）19）。その後，本邦で行われた第Ⅲ相試験（WJTOG9904試験）において，DTX単剤療法はVNR単剤療法に
対して，PFSで5.5カ月 vs 3.1カ月（HR 0.61，95％CI：0.45-0.82，P＜0.001）と有意な延長を認め，OSで有意差は認めなかったものの14.3カ月  
vs 9.9カ月（HR 0.78，95％CI：0.56-1.09，P＝0.138）と良好な成績を示した20）。
以上より，PS 0-1，75歳以上の非小細胞肺癌症例に対して，DTXをはじめとした第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤療法を行うよう勧められる。エビデンス
の強さはA，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

96％（25/26） 4％（1/26） 0％ 0％ 0％

CQ69
ドライバー遺伝子変異/転座陰性、PD-L1 TPS 50%未満、
もしくは不明のPS 0-1、75歳以上に対する一次治療において
細胞傷害性抗癌薬は勧められるか？

推 奨
a. カルボプラチン併用療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1、エビデンスの強さ：A、合意率：96％〕

b. 第三世代細胞傷害性抗癌薬単剤療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：A、合意率：77％〕

※PEMは非扁平上皮癌への投与が推奨される。



15

日本肺癌学会 肺癌診療ガイドライン2021年版

13）Maione P, Perrone F, Gallo C, et al. Pretreatment quality of life and functional status assessment significantly predict survival of elderly patients with advanced non-small-
cell lung cancer receiving chemotherapy: a prognostic analysis of the multicenter Italian lung cancer in the elderly study. J Clin Oncol. 2005; 23（28）: 6865-72.

14）Hesketh PJ, Lilenbaum RC, Chansky K, et al. Chemotherapy in patients＞or＝80 with advanced non-small cell lung cancer: combined results from SWOG 0027 and LUN 6. J 
Thorac Oncol. 2007; 2（6）: 494-8.

15）Quoix E, Zalcman G, Oster JP, et al. Carboplatin and weekly paclitaxel doublet chemotherapy compared with monotherapy in elderly patients with advanced non-small-cell 
lung cancer: IFCT-0501 randomised, phase 3 trial. Lancet. 2011; 378（9796）: 1079-88.

16）Okamoto I, Nokihara H, Nomura S, et al. Comparison of carboplatin plus pemetrexed followed by maintenance pemetrexed with docetaxel monotherapy in elderly patients 
with advanced nonsquamous non-small cell lung cancer: a phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2020; 6（5）: e196828.

17）Hamamoto Y, Kogure Y, Kada A, et al. A randomized phase III study comparing carboplatin with nab-paclitaxel versus docetaxel for elderly patients with squamous-cell lung 
cancer: Capital study. J Clin Oncol. 2021; 39（15 suppl）: abstr9031.

18）The Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study Group. Effects of vinorelbine on quality of life and survival of elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. J 
Natl Cancer Inst. 1999; 91（1）: 66-72.

19）Gridelli C, Perrone F, Gallo C, et al. Chemotherapy for elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: the Multicenter Italian Lung Cancer in the Elderly Study（MILES）
phase III randomized trial. J Natl Cancer Inst. 2003; 95（5）: 362-72.

20）Kudoh S, Takeda K, Nakagawa K, et al. Phase III study of docetaxel compared with vinorelbine in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: results of the 
West Japan Thoracic Oncology Group Trial（WJTOG 9904）. J Clin Oncol. 2006; 24（22）: 3657-63.

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

23％（6/26） 77％（20/26） 0％ 0％ 0％

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#cq69

[引用文献の利益相反]
16）著者にOno Pharmaceutical、Bristol-Myers Squibbより研究費、個人的収入などを受領している者が含まれる。
17）著者にOno Pharmaceutical、Bristol-Myers Squibbより研究費、謝金を受領している者、Ono Pharmaceutical、Bristol-Myers SquibbのSpeakers' Bureau、相談役が含まれる。
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⃝解 説
a-1． 非扁平上皮癌

EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しペムブロ
リズマブを追加することの有効性を評価した第Ⅲ相試験（KEYNOTE-189試験）が行われた26）。中間解析において，主要評価項目であるPFSおよび
OSは，それぞれHR 0.52（8.8カ月 vs 4.9カ月，95％CI：0.43-0.64，P＜0.0001），HR 0.49（未到達 vs 11.3カ月，95％CI：0.38-0.64，P＜
0.0001）であり，CDDP＋PEM療法もしくはCBDCA＋PEM療法に対するペムブロリズマブの上乗せはPFS，OSを有意に延長することが示された。
また，PD-L1発現別のサブグループ解析においても，PD-L1 TPS 1～49％のPFSはHR 0.55（95％CI：0.37-0.81），OSはHR 0.55（95％CI：
0.34-0.90），PD-L1 TPS 1％未満のPFSはHR 0.75（95％CI：0.53-1.05），OSはHR 0.59（95％CI：0.38-0.92）と，いずれの集団において
もOSを延長させた。主な毒性は，ペムブロリズマブ併用療法群で悪心，貧血，倦怠感，便秘などであり，Grade 3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群
と比較し頻度は同等であった（67.2％ vs 65.8％）。ただし，ペムブロリズマブ併用療法群で急性腎障害が5.2％にみられることに加え，Grade 3以上
の免疫関連毒性が8.9％と報告され，そのうち肺臓炎により3例の治療関連死が報告されており，それらの毒性管理には注意が必要である。また本試験
では，事前に規定されていた，患者報告アウトカム（PRO）の解析結果も報告されている27）。ペムブロリズマブ併用療法群で，QOLの維持もしくは肺癌に
よる症状の悪化までの期間の延長が示された。
PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しアテゾリズマブを追加することの有効性を評価した第
Ⅲ相試験（IMpower150試験）が行われ，CBDCA/PTX/ベバシズマブ＋アテゾリズマブ併用療法（B群）とCBDCA/PTX/ベバシズマブ療法（C群）
の比較結果が報告された28）。主要評価項目はドライバー遺伝子変異/転座陰性集団におけるPFSおよびOSであった。C群に対するB群のPFSは，HR 
0.62（8.3カ月 vs 6.8カ月，95％CI：0.52-0.74，P＜0.001），OSはHR 0.78（19.2カ月 vs 14.7カ月，95％CI：0.64-0.96，P＝0.02）であり，
CBDCA/PTX/ベバシズマブ療法に対するアテゾリズマブの上乗せはPFS，OSを有意に延長することが示された。また，PD-L1発現別のサブグルー
プ解析において，「TC1/2 or IC1/2」のPFSはHR 0.56（95％CI：0.41-0.77），OSはHR 0.80（95％CI：0.55-1.15），「TC0 and IC0」のPFS
はHR 0.77（95％CI：0.61-0.99），OSはHR 0.82（95％CI：0.62-1.08）と，PD-L1が低発現および発現がみられない症例においても良好な結果
を示した。主な毒性は，アテゾリズマブ併用療法群で食欲低下，末梢神経障害，悪心，倦怠感などであり，Grade 3以上の毒性はCBDCA/PTX/ベバシズ
マブ併用療法群と比較し頻度は高い傾向を認めた（58.5％ vs 50.0％）。また免疫関連の毒性として，アテゾリズマブ併用療法群で皮疹，肝機能障害，
甲状腺機能障害，肺臓炎，大腸炎などが報告されており，免疫関連の毒性管理には注意が必要である。
また同様の患者集団を対象として，CBDCA＋nab-PTX療法にアテゾリズマブを追加することの有効性を評価した第Ⅲ相試験（IMpower130試験）で
は，主要評価項目としてドライバー遺伝子変異/転座陰性集団におけるPFSおよびOSが比較検証された29）。CBDCA＋nab-PTX療法に対するアテゾ
リズマブの上乗せはPFSがHR 0.64（7.0カ月 vs 5.5カ月，95％CI：0.54-0.77，P＜0.001），OSがHR 0.79（18.6カ月 vs 13.9カ月，95％CI：
0.64-0.98，P＝0.033）とPFS，OSを有意に延長することが示された。また，PD-L1発現別のサブグループ解析において，「TC1/2 or IC1/2」のPFS
はHR 0.61（95％CI：0.43-0.85），OSはHR 0.70（95％CI：0.45-1.08），「TC0 and IC0」のPFSはHR 0.72（95％CI：0.56-0.91），OSはHR 
0.81（95％CI：0.61-1.08）と，PD-L1が低発現および発現がみられない症例においても良好な結果を示した。主な毒性は，アテゾリズマブ併用療法群
で好中球減少や貧血などの骨髄抑制，食欲低下，悪心，倦怠感，下痢などであり，Grade 3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群と比較し頻度は高い傾向
を認めた（81％ vs 71％）。また免疫関連の毒性として，これらの試験のアテゾリズマブ併用療法群では甲状腺機能障害（15％），肝機能障害（10％）を
主に認め，さらに皮疹，肺臓炎，大腸炎などが報告されており，免疫関連の毒性管理には注意が必要である。

（前述の2試験ではSP142を用いたPD-L1免疫染色でPD-L1発現を評価している。）
a-2． 扁平上皮癌

PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌（扁平上皮癌）患者を対象として，プラチナ製剤併用療法に対しペムブロリズマブを追加することの有効性を評価した第
Ⅲ相試験（KEYNOTE-407試験）が行われた30）。559例が1：1でランダム化され，主要評価項目であるOSは，HR 0.71（17.1カ月 vs 11.6カ月，
95％CI：0.58-0.88），PFSはHR 0.57（8.0カ月 vs 5.1カ月, 95％CI：0.47-0.69）であり，CBDCA＋PTX療法もしくはCBDCA＋nab-PTX療法
に対するペムブロリズマブの上乗せはPFSとOSを有意に延長することが示された。PD-L1発現別のサブグループ解析においても，PD-L1 TPS 1以
上のPFSはHR 0.50（95％CI：0.39-0.63），OSはHR 0.67（95％CI：0.51-0.87），PD-L1 TPS 1％未満のPFSはHR 0.67（95％CI：0.49-

CQ71 プラチナ製剤併用療法を受ける場合に
免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療は勧められるか？

推 奨
a. PS 0-1症例に対して、プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：1、エビデンスの強さ：B、合意率：92％（推奨率：100％）〕

b. PS 0-1症例に対して、ニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：42％（推奨率：100％）〕

c. PS 2症例に対して、プラチナ製剤併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療を行うよう推奨する
だけの根拠が明確ではない。

〔推奨度決定不能〕
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なお，プラチナ製剤併用療法にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療のレジメンの詳細については項末を参照のこと。

b． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ニボルマブ＋イピリムマブにプラチナ製剤併用療法（2サイクル導入
療法）を併用した治療とプラチナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験（CheckMate9LA試験）が行われた33）。主要評価項目であるOSは，HR 0.66（15.6カ月 
vs 10.9カ月，95％CI：0.55-0.80）であり，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法はプラチナ製剤併用療法に対しOSを有意に延長することが示さ
れた。PFSは，HR 0.68（6.7カ月 vs 5.0カ月，95％CI：0.57-0.82），ORRは，38％vs 25％であった。また，PD-L1 TPS 1～49％と1％未満の各サブグルー
プでのニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群とプラチナ製剤併用療法群の比較解析において，OSはそれぞれHR 0.61（15.4カ月 vs 10.4カ月，
95％CI：0.44-0.84）とHR 0.62（16.8カ月 vs 9.8カ月，95％CI：0.45-0.85）であった。年齢別のサブグループも報告されており，65歳未満，65～75歳，75
歳以上のOS-HRは，それぞれ0.61（95％CI：0.47-0.80），0.62（95％CI：0.46-0.85），1.21（95％CI：0.69-2.12）であった。Grade 3以上の毒性の頻度は，
ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群で高い傾向にあった（47％  vs 38％）。また，ニボルマブ＋イピリムマブ＋プラチナ製剤併用療法群では血液
毒性の頻度が低い一方で，内分泌障害，肺臓炎，皮疹，胃腸障害などの免疫関連の毒性の増加が報告されており，それらの毒性管理には注意が必要である。
以上より，PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してニボルマブ＋イピリムマ
ブにプラチナ製剤併用療法を併用した治療を行うよう勧められる。エビデンスの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断
した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

0.91），OSはHR 0.79（95％CI：0.56-1.11）と，いずれの集団においても良好な傾向がみられた31）。主な毒性は，ペムブロリズマブ併用療法群で貧
血，食思不振，好中球減少，悪心などであり，Grade 3以上の毒性はプラチナ製剤併用療法群と比較し頻度は同等であった（74.1％ vs 69.6％）。ただ
し，治療関連死亡はペムブロリズマブ併用療法群で高い傾向を認めた（4.3％ vs 1.8％）。また，同試験においてペムブロリズマブ併用療法群でプラチ
ナ製剤併用療法群に比べて，QOLが維持されることが示された32）。
75歳以上の症例においては，前述の主な第Ⅲ相試験においてある一定数が登録されているが，高齢者に限った安全性のデータは示されていないため，
これらの併用療法の投与には慎重を期すべきである。
以上より，PD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対してプラチナ製剤併用療法
にPD-1/PD-L1阻害薬を併用した治療を行うよう勧められる。エビデンスの強さはB，また総合的評価では行うよう強く推奨（1で推奨）できると判断し
た。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

c． プラチナ製剤併用療法に対し免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療を評価した5つの第Ⅲ相試験26）28）～30）33）では，適格基準としてPS 0-1を満た
す患者のみが登録されており，PS 2のⅣ期非小細胞肺癌の一次治療でプラチナ製剤併用療法＋免疫チェックポイント阻害薬を投与した際の臨床成績お
よび安全性は不明である。また，PS 2に対しては細胞傷害性抗癌薬の毒性も懸念されており，さらに免疫チェックポイント阻害薬を併用する治療法は安
全性において看過できない可能性がある。
以上より，PS 2のPD-L1 TPS 50％未満，もしくは不明のⅣ期非小細胞肺癌に対し一次治療においてプラチナ製剤併用療法に免疫チェックポイント阻
害薬を併用した治療を推奨するだけの根拠が明確ではなく，推奨度決定不能とした。そのため，蓄積されたエビデンスがある細胞傷害性抗癌薬を中心とし
た治療（CQ70）が推奨される。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

26）Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018; 378（22）: 2078-92.
27）Garassino MC, Gadgeel S, Esteban E, et al. Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in patients with previously 

untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell lung cancer（KEYNOTE-189）: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 
2020; 21（3）: 387-97.

28）Socinski MA, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for first-line treatment of metastatic nonsquamous NSCLC. N Engl J Med. 2018; 378（24）: 2288-301.
29）West H, McCleod M, Hussein M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line 

treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer（IMpower130）: a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019; 20（7）: 924-37.
30）Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018; 379（21）: 2040-51.
31）Paz-Ares L, Vicente D, Tafreshi A, et al. A randomized, placebo-controlled trial of pembrolizumab plus chemotherapy in patients with metastatic squamous NSCLC: protocol-

specified final analysis of KEYNOTE-407. J Thorac Oncol. 2020; 15（10）: 1657-69.
32）Mazieres J, Kowalski D, Luft A, et al. Health-related quality of life with carboplatin-paclitaxel or nab-paclitaxel with or without pembrolizumab in patients with metastatic 

squamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2020; 38（3）: 271-80.
33）Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer（CheckMate 

9LA）: an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021; 22（2）: 198-211.

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

58％（15/26） 42％（11/26） 0％ 0％ 0％

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師1名、薬剤師2名、患者2名を含む）/実施年度：2018年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

0％ 0％ 74％（20/27） 22％（6/27） 4％（1/27）

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

92％（24/26） 8％（2/26） 0％ 0％ 0％

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#cq71

[引用文献の利益相反]
26）著者にOno Pharmaceutical、Bristol-Myers Squibbより研究費、講演料などを受領している者が含まれる。
27）著者にOno Pharmaceutical、Bristol-Myers Squibbより研究費、個人的収入などを受領している者が含まれる。
33）本研究はBristol-Myers Squibbの支援を受けて実施された。
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⃝解 説
a． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のない，PD-L1 TPS 1％以上のPS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ペムブロリズマブ単剤療法とプラ

チナ製剤併用療法を比較する第Ⅲ相試験（KEYNOTE-042試験）が行われた34）。探索的評価項目であるPD-L1 TPS 1～49％のサブグループ解析に
おいて，OSはHR 0.92（13.4カ月 vs 12.1カ月，95％CI：0.77-1.11）であり，その生存曲線はクロスしていた。また，PD-L1 TPS 1～49％のPFSは
報告されていない。毒性においては前述するKEYNOTE-024試験の有害事象と同様であり，これらの毒性管理には注意が必要である。
なお75歳以上の症例においては，前述する試験のみのサブグループ解析や前向きなデータともに報告はなく，有効性に関しては明らかになっていない。
以上より，PD-L1 TPS 1～49％のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対する治療法を検討する際には，プラチナ製剤
併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療が優先されるが，益と害のバランスを鑑みてペムブロリズマブ単剤療法を考慮してもよい。エビデ
ンスの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

b． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のないPD-L1 TPS 1％以上，PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法，
ニボルマブ単剤療法とプラチナ製剤併用療法を3群比較する第Ⅲ相試験（CheckMate227Part 1試験）が行われた35）。PD-L1 TPS 1～49％のサ
ブグループ解析において，OSはHR 0.94（15.1カ月 vs 15.1カ月，95％CI：0.75-1.18）であった。なお，PD-L1 TPS 1～49％のORRやPFSは報
告されていない。Grade 3以上の毒性は，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法群とプラチナ製剤併用療法群において頻度は同程度であった（32.8％ vs 
36.0％）。一方，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法群で内分泌障害，肺臓炎，皮疹，胃腸障害などの免疫関連の毒性が報告されており，それらの毒性管理
には注意が必要である。
なお75歳以上の症例においては，前述する試験のみのサブグループ解析や前向きなデータともに報告はなく有効性に関しては明らかになっていない。
以上より，PD-L1 TPS 1～49％のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対する治療法を検討する際には，プラチナ製剤
併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療が優先されるが，益と害を鑑みてニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を考慮してもよい。エビデン
スの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師1名、薬剤師2名、患者1名を含む）/実施年度：2020年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

4％（1/27） 89％（24/27） 4％（1/27） 4％（1/27） 0％

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師1名、薬剤師2名、患者1名を含む）/実施年度：2020年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

7％（2/27） 67％（18/27） 22％（6/27） 4％（1/27） 0％

＊CQ71における推奨と併せて検討すること。

CQ72 ドライバー遺伝子変異/転座陰性、PD-L1 TPS 50%未満、PS 0-1に対する
一次治療において免疫チェックポイント阻害薬は勧められるか？＊

推 奨
a. PD-L1 TPS 1〜49％に対して、ペムブロリズマブ単剤療法を行うよう推奨する。

〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：89％〕

b. PD-L1 TPS 1〜49％に対して、ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：67％〕

c. PD-L1 TPS 1％未満に対して、ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を行うよう提案する。
〔推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C、合意率：70％〕
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c． EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子のないPD-L1 TPS 1％以上， PS 0-1のⅣ期非小細胞肺癌患者を対象として，ニボルマブ＋イピリムマブ併用療
法，ニボルマブ単剤療法とプラチナ製剤併用療法を3群比較する第Ⅲ相試験（CheckMate227Part1試験）が行われた35）。本試験では，探索的検討とし
てPD-L1 TPS 1％未満の症例においてニボルマブ＋イピリムマブ併用療法，プラチナ製剤併用療法＋ニボルマブ療法とプラチナ製剤併用療法の3群
比較する検討も同時に行われた。PD-L1 TPS 1％未満におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法群とプラチナ製剤併用療法群の比較において，OS
はHR 0.62（17.2カ月 vs 12.2カ月，95％CI：0.48-0.78），PFSはHR 0.75（5.1カ月 vs 4.7カ月，95％CI：0.59-0.96）であり，ニボルマブ＋イピ
リムマブ併用療法はプラチナ製剤併用療法に対しPFS，OSを延長することが示唆された。また，ORRは27.3％ vs 23.1％であった。Grade 3以上の
毒性の頻度はどちらも同程度であった（27.0％ vs 35.0％）。
以上より，PD-L1 TPS 1％未満のⅣ期非小細胞肺癌（ドライバー遺伝子変異/転座陰性），PS 0-1症例に対する治療法を検討する際には，プラチナ製剤
併用療法に免疫チェックポイント阻害薬を併用した治療が優先されるが，益と害を鑑みてニボルマブ＋イピリムマブ併用療法を考慮してもよい。エビデン
スの強さはC，また総合的評価では行うよう弱く推奨（2で推奨）できると判断した。下記に，推奨度決定のために行われた投票結果を記載する。

34）Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer
（KEYNOTE-042）: a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2019; 393（10183）: 1819-30.

35）Hellmann MD, Paz-Ares L, Bernabe Caro R, et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2019; 381（21）: 2020-31.

● 投票者の所属委員会：薬物療法及び集学的治療小委員会（看護師2名、薬剤師1名、患者1名を含む）/実施年度：2021年

行うことを推奨 行うことを弱く推奨（提案） 推奨度決定不能 行わないことを弱く推奨（提案） 行わないことを推奨

22％（6/27） 70％（19/27） 7％（2/27） 0％ 0％

日本肺癌学会編：肺癌診療ガイドラインー悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含むー2021年版. Ⅳ期非小細胞肺癌.
https://www.haigan.gr.jp/guideline/2021/1/2/210102070100.html#cq72

[引用文献の利益相反]
35）本研究はBristol-Myers Squibbの支援を受けて実施された。
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生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品注）

1. 警告
1. 1 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に
十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される
症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその
家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。
1. 2 間質性肺疾患があらわれ、死亡に至った症例も報告されているので、
初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、疲労等）の確認及び胸部X線検
査の実施等、観察を十分に行うこと。また、異常が認められた場合には
本剤の投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行う
こと。［8.2、9.1.2、11.1.1参照］

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

注）注意－医師等の処方箋により使用すること
貯　　法：2～8℃で保存
有効期間：36箇月

3.　組成・性状
3.　1　組成

3.　2　製剤の性状

4. 効能又は効果
〇悪性黒色腫
〇切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
〇根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
〇再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
〇再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
〇治癒切除不能な進行・再発の胃癌
〇切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
〇がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌
〇がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
〇食道癌における術後補助療法
＊〇原発不明癌

5. 効能又は効果に関連する注意
〈悪性黒色腫〉
5. 1 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.1-17.1.7参照］
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
5. 2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無
等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に
理解した上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.9-17.1.11参照］

5. 3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
5. 4  化学療法未治療患者に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合、
IMDC注）リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

5. 5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 6 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.12-17.1.14参照］
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
5. 7 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.15-17.1.17参照］
〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉
5. 8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及
び安全性は確立していない。

5. 9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 10 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.18参照］
〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
5. 11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
5. 12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌〉

5. 13 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水
和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5. 14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認
された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は
医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する
情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0
001.html

5. 15  ｢17.臨床成績｣の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこ
と。［17.1.24参照］

5. 16  本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉
5. 17 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
5. 18 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.25参照］
〈食道癌における術後補助療法〉
5. 19 術前補助療法により病理学的完全奏効（pCR）が認められなかった患者に投与す
ること。

5. 20 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 21 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCRの定義等について、｢17.臨床成
績｣の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患
者の選択を行うこと。［17.1.26参照］

＊〈原発不明癌〉
5. 22 「原発不明がん診療ガイドライン」（日本臨床腫瘍学会）等の最新の情報を参考
に、適切な全身検索及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪
性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のな
い患者であることを確認すること。

5. 23 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.27参照］
注） International Metastatic RCC Database Consortium

6. 用法及び用量
〈悪性黒色腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の
場合は、投与期間は12 ヵ月間までとする。
根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合
は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回80mgを3週間間隔で4回
点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔
又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）と
して、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）とし
て、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ（遺伝
子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1
回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）とし
て、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
通常、小児にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回3mg/kg（体重）を2週間間隔で
点滴静注する。なお、体重40kg以上の小児には、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1
回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注することもできる。

＊〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、原発不明癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝
子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注す
る。
〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝
子組換え）として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ
（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静
注する。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術
後補助療法〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、食道癌における術後補助療法の場合
は、投与期間は12 ヵ月間までとする。

7. 用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉
7. 1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。
〈悪性黒色腫〉
7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場

合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項の
内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性につ
いて慎重に判断すること。また、イピリムマブ（遺伝子組換え）の上乗せによる延命
効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合（PD-L1発現率）により異なる傾向
が示唆されている。イピリムマブ（遺伝子組換え）との併用投与に際してPD-L1発現
率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本
剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。［17.1.6参照］
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
7. 3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していな
い。

7. 4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」
の項の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した
上で選択すること。［17.1.10参照］

〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
7. 5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する
本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
7. 6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉
7. 7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
7. 8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立してい
ない。

7. 9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。
7. 10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率（CPS）により異なる
傾向が示唆されている。CPSについて、｢17.臨床成績｣の項の内容を熟知し、本剤の
有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判
断すること。［17.1.20参照］

7. 11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は｢17.臨床成績｣
の項の内容を熟知し選択すること。［17.1.20、17.1.21参照］
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
7. 12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していな
い。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉
7. 13 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈食道癌における術後補助療法〉
7. 14 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
＊〈原発不明癌〉
7. 15 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
8. 1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な
疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過
度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考
慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、
本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。
8. 2 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、臨床症状
（呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常（捻髪音）等）の確認及び胸部X線検査の実施等、
観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施
すること。［1.2、9.1.2、11.1.1参照］

8. 3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力
低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグ
ロビン上昇等の観察を十分に行うこと。［11.1.2参照］

8. 4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖
値の上昇に十分注意すること。［11.1.4参照］

8. 5 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるの
で、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.6参照］

8. 6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本
剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査（TSH、遊離T3、遊離
T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定）を実施すること。また、必要に応じて画像
検査等の実施も考慮すること。［11.1.7、11.1.8、11.1.11参照］

8. 7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を
十分に観察すること。［11.1.10参照］

8. 8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion 
reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。ま
た、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤
投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に
観察すること。［11.1.15参照］
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
8. 9 本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）を併用
投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて
血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.5参照］

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9. 1 合併症・既往歴等のある患者
9. 1. 1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のあ
る患者
自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9. 1. 2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者
間質性肺疾患が増悪するおそれがある。［1.2、8.2、11.1.1参照］

9. 1. 3 臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者
本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそ
れがある。

9. 1. 4 結核の感染又は既往を有する患者
結核を発症するおそれがある。［11.1.17参照］

9. 4 生殖能を有する者
妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊
法を用いるよう指導すること。［9.5参照］

9. 5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると
判断される場合にのみ投与すること。妊娠サルを用いた出生前及び出生後の発生に
関する試験において、10mg/kgの週2回投与（AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当
する）により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認め

られたが、催奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認
められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。［9.4参照］

9. 6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討するこ
と。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行す
るので、本剤も移行する可能性がある。

＊9. 7 小児等
〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎
細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能
な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸
癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌におけ
る術後補助療法、原発不明癌〉
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

　9. 8 高齢者　患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能
が低下している。

10. 相互作用
10. 2 併用注意（併用に注意すること）

─抗悪性腫瘍剤─　ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体　ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤

OPDIVOⓇ I.V. Infusion

注1）本剤は遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。
注2）本品は注射液吸引時の損失を考慮して、過量充填されているので、実充填量は各々

22mg/2.2mL、105mg/10.5mL、126mg/12.6mL、246mg/24.6mLである。

販 売 名

有効成分
含量/容量注2）（1バイアル中）

ニボルマブ（遺伝子組換え）注1）
20mg/2mL

オプジーボ
点滴静注
20mg

D-マンニトール
クエン酸ナトリウム水和物
塩化ナトリウム
ジエチレントリアミン五酢酸
ポリソルベート80
pH調節剤　2成分

60mg
11.76mg
5.84mg

0.01576mg
0.4mg
適量

100mg/10mL

オプジーボ
点滴静注
100mg

300mg
58.8mg
29.2mg

0.0788mg
2mg
適量

120mg/12mL

オプジーボ
点滴静注
120mg

360mg
70.6mg
35.0mg

0.0946mg
2.4mg
適量

240mg/24mL

オプジーボ
点滴静注
240mg

720mg 
141mg 
70.1mg 
0.189mg 
4.8mg 
適量

添
加
剤

販 売 名

剤　　形 注射剤（バイアル）
pH 5.5～6.5

浸透圧比
性　　状

約1.2（生理食塩液対比）

オプジーボ
点滴静注20mg

オプジーボ
点滴静注100mg

オプジーボ
点滴静注120mg

オプジーボ
点滴静注240mg

無色～微黄色の澄明又は乳白光を呈する液。微粒子をわずかに認めることがある。

最適使用推進ガイドライン対象品目

日本標準商品分類番号 874291

22600AMX00768000
22600AMX00769000
30200AMX00925000
23000AMX00812000

承認番号
20mg
100mg
120mg
240mg 2018年 11月

2020年 11月

2014年 9 月

販売開始

2018年 11月
2020年 11月

2014年 9 月

薬価収載薬価基準収載



4. 効能又は効果
〇悪性黒色腫
〇切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
〇根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
〇再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
〇再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
〇治癒切除不能な進行・再発の胃癌
〇切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
〇がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌

〇がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌
〇食道癌における術後補助療法

＊〇原発不明癌

5. 効能又は効果に関連する注意
〈悪性黒色腫〉
5. 1 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.1-17.1.7参照］

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
5. 2 臨床試験に組み入れられた患者のEGFR遺伝子変異又はALK融合遺伝子の有無
等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に
理解した上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.9-17.1.11参照］

5. 3 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
5. 4  化学療法未治療患者に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合、
IMDC注）リスク分類がintermediate又はpoorリスクの患者を対象とすること。

5. 5 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 6 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.12-17.1.14参照］

〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
5. 7 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上
で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.15-17.1.17参照］

〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉
5. 8 プラチナ製剤を含む化学療法による治療歴のない患者に対する本剤の有効性及
び安全性は確立していない。

5. 9 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 10 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.18参照］

〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
5. 11 本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
5. 12 本剤の手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌〉

5. 13 フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水
和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。

5. 14 十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MSI-Highが確認
された患者に投与すること。検査にあたっては、承認された体外診断用医薬品又は
医療機器を用いること。なお、承認された体外診断用医薬品又は医療機器に関する
情報については、以下のウェブサイトから入手可能である：
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/cd/0
001.html

5. 15  ｢17.臨床成績｣の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、本剤以外の治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこ
と。［17.1.24参照］

5. 16  本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉
5. 17 本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
5. 18 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.25参照］
〈食道癌における術後補助療法〉
5. 19 術前補助療法により病理学的完全奏効（pCR）が認められなかった患者に投与す
ること。

5. 20 本剤の術前補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5. 21 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴、pCRの定義等について、｢17.臨床成
績｣の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患
者の選択を行うこと。［17.1.26参照］

＊〈原発不明癌〉
5. 22 「原発不明がん診療ガイドライン」（日本臨床腫瘍学会）等の最新の情報を参考
に、適切な全身検索及び病理学的検査を実施した上で、原発臓器が不明な上皮性悪
性腫瘍と診断され、かつ、腫瘍の局在・組織型等に基づいて推奨される治療法のな
い患者であることを確認すること。

5. 23 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した
上で、適応患者の選択を行うこと。［17.1.27参照］
注） International Metastatic RCC Database Consortium

6. 用法及び用量
〈悪性黒色腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、悪性黒色腫における術後補助療法の
場合は、投与期間は12 ヵ月間までとする。
根治切除不能な悪性黒色腫に対してイピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合
は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回80mgを3週間間隔で4回
点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔
又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）と
して、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注する。
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
カボザンチニブと併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）とし
て、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対してイピリムマブ（遺伝
子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1
回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ（遺伝子組換え）とし
て、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
通常、小児にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回3mg/kg（体重）を2週間間隔で
点滴静注する。なお、体重40kg以上の小児には、ニボルマブ（遺伝子組換え）として、1
回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静注することもできる。

＊〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、原発不明癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝
子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回360mgを3週間間隔で点滴静注す
る。
〈がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト
不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。
イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場合は、通常、成人にはニボルマブ（遺伝
子組換え）として、1回240mgを3週間間隔で4回点滴静注する。その後、ニボルマブ
（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回480mgを4週間間隔で点滴静
注する。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌における術
後補助療法〉
通常、成人にはニボルマブ（遺伝子組換え）として、1回240mgを2週間間隔又は1回
480mgを4週間間隔で点滴静注する。ただし、食道癌における術後補助療法の場合
は、投与期間は12 ヵ月間までとする。

7. 用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉
7. 1 本剤は、30分以上かけて点滴静注すること。
〈悪性黒色腫〉
7. 2 根治切除不能な悪性黒色腫に対して、イピリムマブ（遺伝子組換え）と併用する場

11. 副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合
には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと1）。

11. 1 重大な副作用
11. 1. 1 間質性肺疾患
肺臓炎、肺浸潤、肺障害等の間質性肺疾患（3.4％、6.1％）があらわれることがあるの
で、異常が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検
査を実施すること。［1.2、8.2、9.1.2参照］

11. 1. 2 重症筋無力症（0.1％未満、0.1％未満）、心筋炎（0.1％未満、0.2％）、筋炎（0.1％
未満、0.3％）、横紋筋融解症（頻度不明、0.1％未満）
これらを合併したと考えられる症例も報告されている。また、重症筋無力症によるク
リーゼのため急速に呼吸不全が進行することがあるので、呼吸状態の悪化に十分注
意すること。［8.3参照］

＊11. 1. 3 大腸炎（1.1％、3.4％）、小腸炎（0.1％未満、0.2％）、重度の下痢（0.7％、4.0％）
腸炎から穿孔、イレウスに至る例が報告されている。持続する下痢、腹痛、血便等
の症状があらわれた場合には、投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

11. 1. 4 1型糖尿病
1型糖尿病（劇症1型糖尿病を含む）（0.2％、0.4％）があらわれ、糖尿病性ケトアシ
ドーシスに至ることがある。1型糖尿病が疑われた場合には投与を中止し、インス
リン製剤の投与等の適切な処置を行うこと。［8.4参照］

11. 1. 5 重篤な血液障害
免疫性血小板減少性紫斑病（頻度不明、0.1％未満）、溶血性貧血（頻度不明、0.1％未
満）、無顆粒球症（頻度不明、頻度不明）、発熱性好中球減少症（0.1％未満、2.0％）等の
重篤な血液障害があらわれることがある。また、本剤とカルボプラチン、パクリタキ
セル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）との併用において、発熱性好中球減少症
（15.8％注1）があらわれることがある。［8.9参照］
注1）発現頻度はONO-4538-52試験から集計した。

＊11. 1. 6 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎
劇症肝炎（頻度不明、頻度不明）、肝不全（0.1％未満、0.1％未満）、AST増加、ALT
増加、γ-GTP増加、Al-P増加、ビリルビン増加等を伴う肝機能障害（0.7％、4.4％）、
肝炎（0.3％、1.7％）、硬化性胆管炎（頻度不明、頻度不明）があらわれることがある。
［8.5参照］

＊11. 1. 7 甲状腺機能障害
甲状腺機能低下症（7.3％、13.3％）、甲状腺機能亢進症（3.3％、6.7％）、甲状腺炎
（0.9％、1.4％）等の甲状腺機能障害があらわれることがある。［8.6参照］

＊11. 1. 8 下垂体機能障害
下垂体炎（0.3％、2.1％）、下垂体機能低下症（0.2％、0.8％）、副腎皮質刺激ホルモン欠
損症（0.1％未満、0.1％）等の下垂体機能障害があらわれることがある。［8.6参照］

11. 1. 9 神経障害
末梢性ニューロパチー（1.2％、20.6％）、多発ニューロパチー（0.1％未満、0.4％）、自己
免疫性ニューロパチー（0.1％未満、頻度不明）、ギラン・バレー症候群（0.1％未満、
0.1％未満）、脱髄（0.1％未満、頻度不明）等の神経障害があらわれることがある。

11. 1. 10 腎障害
腎不全（0.5％、1.6％）、尿細管間質性腎炎（0.1％、0.1％）、糸球体腎炎（頻度不明、
0.1％未満）等の腎障害があらわれることがある。［8.7参照］

11. 1. 11 副腎障害
副腎機能不全（0.6％、3.0％）等の副腎障害があらわれることがある。［8.6参照］

11. 1. 12 脳炎（0.1％未満、0.2％）
11. 1. 13 重度の皮膚障害
中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明、0.1％未
満）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（0.1％未満、0.1％未満）、類天疱瘡
（0.1％未満、0.1％未満）、多形紅斑（0.1％、0.3％）等の重度の皮膚障害があらわれる
ことがある。

11. 1. 14 静脈血栓塞栓症
深部静脈血栓症（0.1％未満、0.4％）、肺塞栓症（0.1％未満、0.4％）等の静脈血栓塞栓
症があらわれることがある。

11. 1. 15 Infusion reaction
アナフィラキシー、発熱、悪寒、そう痒症、発疹、高血圧、低血圧、呼吸困難、過敏
症等を含むInfusion reaction（3.1％、7.8％）があらわれることがある。重度の
Infusion reactionがあらわれた場合には直ちに投与を中止して適切な処置を行うと
ともに、全ての徴候及び症状が完全に回復するまで患者の状態を十分に観察するこ
と。［8.8参照］

11. 1. 16 血球貪食症候群（頻度不明、頻度不明）
11. 1. 17 結核（頻度不明、頻度不明）［9.1.4参照］
11. 1. 18 膵炎（0.3％、0.7％）
注）「重大な副作用」の発現頻度は、単独投与時、併用投与時の順に記載した。

合は、臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「17.臨床成績」の項の
内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、併用の必要性につ
いて慎重に判断すること。また、イピリムマブ（遺伝子組換え）の上乗せによる延命
効果は、PD-L1を発現した腫瘍細胞が占める割合（PD-L1発現率）により異なる傾向
が示唆されている。イピリムマブ（遺伝子組換え）との併用投与に際してPD-L1発現
率の測定結果が得られ、PD-L1発現率が高いことが確認された患者においては、本
剤単独投与の実施についても十分検討した上で、慎重に判断すること。［17.1.6参照］
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
7. 3 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していな
い。

7. 4 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「17.臨床成績」
の項の内容を熟知し、臨床試験において検討された患者のPD-L1発現率を考慮した
上で選択すること。［17.1.10参照］
〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉
7. 5 化学療法未治療患者及びサイトカイン製剤のみの治療歴を有する患者に対する
本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していない。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
7. 6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌〉
7. 7 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈治癒切除不能な進行・再発の胃癌〉
7. 8 本剤単独投与の一次治療及び二次治療における有効性及び安全性は確立してい
ない。

7. 9 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、HER2陰性の患者に投与すること。
7. 10 他の抗悪性腫瘍剤との併用投与の有効性は、PD-L1発現率（CPS）により異なる
傾向が示唆されている。CPSについて、｢17.臨床成績｣の項の内容を熟知し、本剤の
有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤を併用する必要性について慎重に判
断すること。［17.1.20参照］

7. 11 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、併用する他の抗悪性腫瘍剤は｢17.臨床成績｣
の項の内容を熟知し選択すること。［17.1.20、17.1.21参照］
〈切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫〉
7. 12 化学療法未治療患者に対する本剤単独投与の有効性及び安全性は確立していな
い。
〈がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌〉
7. 13 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
〈食道癌における術後補助療法〉
7. 14 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
＊〈原発不明癌〉
7. 15 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
8. 1 本剤のT細胞活性化作用により、過度の免疫反応に起因すると考えられる様々な
疾患や病態があらわれることがある。観察を十分に行い、異常が認められた場合に
は、過度の免疫反応による副作用の発現を考慮し、適切な鑑別診断を行うこと。過
度の免疫反応による副作用が疑われる場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与等を考
慮すること。また、本剤投与終了後に重篤な副作用があらわれることがあるので、
本剤投与終了後も観察を十分に行うこと。
8. 2 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤の投与にあたっては、臨床症状
（呼吸困難、咳嗽、発熱、肺音の異常（捻髪音）等）の確認及び胸部X線検査の実施等、
観察を十分に行うこと。また、必要に応じて胸部CT、血清マーカー等の検査を実施
すること。［1.2、9.1.2、11.1.1参照］

8. 3 重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症があらわれることがあるので、筋力
低下、眼瞼下垂、呼吸困難、嚥下障害、CK上昇、心電図異常、血中及び尿中ミオグ
ロビン上昇等の観察を十分に行うこと。［11.1.2参照］

8. 4 1型糖尿病があらわれることがあるので、口渇、悪心、嘔吐等の症状の発現や血糖
値の上昇に十分注意すること。［11.1.4参照］

8. 5 劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎があらわれることがあるの
で、定期的に肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.6参照］

8. 6 甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれることがあるので、本
剤の投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査（TSH、遊離T3、遊離
T4、ACTH、血中コルチゾール等の測定）を実施すること。また、必要に応じて画像
検査等の実施も考慮すること。［11.1.7、11.1.8、11.1.11参照］

8. 7 腎障害があらわれることがあるので、定期的に腎機能検査を行い、患者の状態を
十分に観察すること。［11.1.10参照］

8. 8 Infusion reactionがあらわれることがあるので、本剤の投与は重度のInfusion 
reactionに備えて緊急時に十分な対応のできる準備を行った上で開始すること。ま
た、2回目以降の本剤投与時にInfusion reactionがあらわれることもあるので、本剤
投与中及び本剤投与終了後はバイタルサインを測定するなど、患者の状態を十分に
観察すること。［11.1.15参照］
〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉
8. 9 本剤とカルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ（遺伝子組換え）を併用
投与する際には、発熱性好中球減少症があらわれることがあるので、必要に応じて
血液検査を行う等、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.5参照］

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9. 1 合併症・既往歴等のある患者
9. 1. 1 自己免疫疾患の合併又は慢性的若しくは再発性の自己免疫疾患の既往歴のあ
る患者
自己免疫疾患が増悪するおそれがある。

9. 1. 2 間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者
間質性肺疾患が増悪するおそれがある。［1.2、8.2、11.1.1参照］

9. 1. 3 臓器移植歴（造血幹細胞移植歴を含む）のある患者
本剤の投与により移植臓器に対する拒絶反応又は移植片対宿主病が発現するおそ
れがある。

9. 1. 4 結核の感染又は既往を有する患者
結核を発症するおそれがある。［11.1.17参照］

9. 4 生殖能を有する者
妊娠する可能性のある女性には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊
法を用いるよう指導すること。［9.5参照］

9. 5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると
判断される場合にのみ投与すること。妊娠サルを用いた出生前及び出生後の発生に
関する試験において、10mg/kgの週2回投与（AUC比較で臨床曝露量の約6倍に相当
する）により妊娠末期における胚・胎児死亡率あるいは出生児死亡率の増加が認め

られたが、催奇形性は認められなかった。また、出生児の成長及び発達に影響は認
められなかった。なお、本剤は出生児の血清中で認められている。［9.4参照］

9. 6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討するこ
と。本剤のヒト乳汁中への移行は検討されていないが、ヒトIgGは乳汁中に移行す
るので、本剤も移行する可能性がある。

＊9. 7 小児等
〈悪性黒色腫、切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、根治切除不能又は転移性の腎
細胞癌、再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、治癒切除不能な進行・再発の胃癌、
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫、がん化学療法後に増悪した治癒切除不能
な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸
癌、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌、食道癌におけ
る術後補助療法、原発不明癌〉
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
低出生体重児、新生児又は乳児を対象とした臨床試験は実施していない。

　9. 8 高齢者　患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能
が低下している。

10. 相互作用
10. 2 併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

接種したワクチンに対する過度な免疫応
答に基づく症状が発現した場合には適
切な処置を行うこと。

生ワクチン
弱毒生ワクチン
不活化ワクチン

本剤のT細胞活性化作用による過
度の免疫反応が起こるおそれがあ
る。



11. 2. 2 併用投与

11. 2 その他の副作用
11. 2. 1 単独投与

＊

＊

＊

14. 適用上の注意
14. 1 薬剤調製時の注意
14. 1. 1 バイアルは振盪せず、激しく撹拌しないこと。
14. 1. 2 本剤は日局生理食塩液又は5％ブドウ糖注射液に希釈する。なお、1回240mg、
360mg又は480mg投与時の総液量は体重30kg以上の患者には150mL以下、体重
30kg未満の患者には100mL以下とする。
3mg/kg投与時は最終濃度が0.35mg/mL以上となるように希釈する。

14. 1. 3 添加後は静かに混和し、急激な振盪は避けること。
14. 1. 4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後も残液は、細菌汚染のおそ
れがあるので使用しないこと。

14. 1. 5 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認さ
れていない。

14. 1. 6 他剤との混注はしないこと。
14. 2 薬剤投与時の注意
本剤の投与にあたっては、インラインフィルター（0.2又は0.22μm）を使用すること。

15. その他の注意
15. 1 臨床使用に基づく情報
15. 1. 1 国内外において本剤に対する抗体の産生が報告されている。
15. 1. 2 海外臨床試験において、本剤による治療後に同種造血幹細胞移植が実施され
た症例で、重篤な移植片対宿主病等の移植関連合併症が認められた。

15. 2 非臨床試験に基づく情報
サルに本剤50mg/kgを週1回、4週間反復投与した結果、脈絡叢へのリンパ球及び形
質細胞浸潤が認められたとの報告がある。

20. 取扱い上の注意
外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件
21. 1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
〈再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫〉
21. 2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例
に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施するこ
とにより、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性
に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

22.包装
〈オプジーボ点滴静注20mg〉
2mL［1バイアル］

〈オプジーボ点滴静注100mg〉
10mL［1バイアル］

〈オプジーボ点滴静注120mg〉
12mL［1バイアル］

〈オプジーボ点滴静注240mg〉
24mL［1バイアル］

＊2021年12月改訂

●製品添付文書の改訂に十分
　ご留意ください。

●その他、詳細は製品添付文書を
　ご参照ください。

プロモーション提携製造販売

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先　電話 0120-626-190
販売情報提供活動に関するお問い合わせ先　　　　　電話 0120-076-108

文献請求及び当社製品情報に関するお問い合わせ先　電話 0120-093-507
販売情報提供活動に関するお問い合わせ先　　　　　電話 0120-487-200

感染症 肺感染
気管支炎、気道感染、蜂巣炎、歯肉
炎、帯状疱疹、尿路感染、膿疱性皮
疹、鼻咽頭炎、歯周炎、爪感染、結膜
炎

血液及び
リンパ系
障害

精神・神
経系障害

筋骨格系
及び結合
組織障害

免疫系
障害

代謝及び
栄養障害

貧血、リンパ球減
少症、白血球減
少症、血小板減
少症、好中球減
少症

高リパーゼ血症

単球数減
少、好酸
球数減少

リンパ節症、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、白血
球増加症、好中球数増加、単球数増加、好酸球増
加症、ヘモグロビン減少

胃腸障害

全身障害

下痢、
悪心

腹痛、口内乾燥、
口内炎、嘔吐、
便秘

消化不良、腹部不快感、腹部膨満、腹水、胃潰瘍、
胃炎、十二指腸潰瘍、口の感覚鈍麻、口唇炎、胃食
道逆流性疾患、放屁、口腔障害、歯肉出血、嚥下
障害、流涎過多、胃腸障害、口腔知覚不全、消化
管出血

疲労
（20.0
％）、無
力症

関節
痛

倦怠感、悪寒、浮
腫、粘膜の炎症、
発熱、インフルエン
ザ様疾患

口渇、顔面浮腫、注射部位反応、腫脹、胸部不快
感、全身健康状態低下、疼痛、胸痛

リウマチ因子増加、抗核抗体増加、補体因子増加、
抗リン脂質抗体陽性、サルコイドーシス

食欲
減退

高血糖、低ナトリ
ウム血症、高アミ
ラーゼ血症

糖尿病、脱水、高尿酸血症、高カリウム血症、低カリウ
ム血症、高カルシウム血症、低カルシウム血症、高ナトリウ
ム血症、低マグネシウム血症、低リン酸血症、低アルブミ
ン血症、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、脂
質異常症、血中リン増加、低クロール血症、高マグネシ
ウム血症

代謝性ア
シドーシ
ス、総蛋
白減少

筋肉痛
四肢痛、背部痛、筋固縮、筋力低下、側腹部痛、筋
骨格硬直、リウマチ性多発筋痛、関節炎、筋骨格痛、
関節腫脹、開口障害、筋痙縮、シェーグレン症候群、頚
部痛、腱炎、関節硬直

リウマチ因
子陽性、イ
ンターロイ
キン濃度
増加

味覚異常、浮動
性めまい、頭痛

不眠症、傾眠、記憶障害、感覚鈍麻、不安、感情障
害、リビドー減退、うつ病、錯感覚

心臓障害

内分泌
障害

眼障害

徐脈、心房細動、心室性期外収縮、頻脈、動悸、伝
導障害、不整脈、心電図QT延長

心肥大、
心不全、
急性心不
全

フォークト・
小柳・原田
症候群

耳及び
迷路障害 回転性めまい、耳不快感、難聴

尿中ブドウ糖陽性、抗甲状腺抗体陽性

眼乾燥、ぶどう膜炎、硝子体浮遊物、流涙増加、霧
視、視力障害、複視、角膜障害

皮膚及び
皮下組織
障害

そう
痒症、
発疹

皮膚乾燥、紅斑、
ざ瘡様皮膚炎、
丘疹性皮疹、湿
疹、尋常性白斑、
脱毛症

蕁麻疹、中毒性皮疹、乾癬、紫斑、多汗症、寝汗、
苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素
過剰、毛髪変色、皮膚色素減少、皮膚腫瘤、皮膚
炎、皮膚病変、白斑、酒さ

精神・神
経系障害

筋骨格系
及び結合
組織障害

代謝及び
栄養障害

関節痛、筋
肉痛

食欲減退
（20.4％）、
高リパーゼ
血症、高ア
ミラーゼ血
症

高血糖、低ナト
リウム血症、脱
水、低カリウム血
症、低アルブミン
血症、低マグネ
シウム血症、低
リン酸血症、低
カルシウム血症

糖尿病、高カルシウム血症、高コレス
テロール血症、高ナトリウム血症、高ト
リグリセリド血症、高尿酸血症、脂質
異常症、低クロール血症、代謝性ア
シドーシス、高カリウム血症、総蛋白
減少

高マグネシウム血症、
血中リン増加

関節炎、背部
痛、四肢痛、筋
痙縮、筋力低下

筋骨格痛、筋骨格硬直、関節腫脹、
頚部痛、脊椎関節障害、側腹部痛、
筋固縮、関節硬直、リウマチ性多発
筋痛、腱炎、顎骨壊死、開口障害

シェーグレン症候群

腎及び
尿路障害

頻尿、血尿、血中尿素増加、膀胱
炎 尿沈渣異常

呼吸器、
胸郭及び
縦隔障害

血中クレアチニン
増加、蛋白尿

咳嗽、呼吸困
難、しゃっくり、鼻
出血、発声障害

肺出血、気道の炎症、胸水、喉頭
痛、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、
鼻閉、喀血、低酸素症、サーファクタ
ントプロテイン増加、口腔咽頭痛

喉頭浮腫

浮動性めまい、
錯感覚、不眠
症、頭痛、感覚
鈍麻

失神、不安、うつ病、傾眠、嗜眠、記憶
障害、感情障害、リビドー減退、神経
炎、錯乱状態、腓骨神経麻痺

免疫系
障害

眼乾燥、流涙増
加

全身障害

胃腸障害

下痢（28.7
％）、悪心
（26.6％）、
嘔吐、便
秘、口内
炎、腹痛

消化不良、口内
乾燥

腹部膨満、腹部不快感、胃炎、放
屁、胃腸障害、口腔知覚不全、口腔
障害、腹水、腸管穿孔、口唇炎、嚥
下障害、十二指腸炎、十二指腸潰
瘍、消化管出血、歯肉出血、口腔
内痛、舌痛、痔核、胃食道逆流性
疾患、流涎過多、口の感覚鈍麻

胃潰瘍

癰、外耳炎、中耳炎

疲労（22.9
％）、発熱、
無力症、倦
怠感

味覚異常

浮腫、粘膜の炎
症、悪寒、インフ
ルエンザ様疾患

顔面浮腫、口渇、疼痛、注射部位
反応、腫脹、胸部不快感、全身健
康状態低下、胸痛

リウマチ因子増加、サルコイドーシス

リウマチ因子陽性、抗
核抗体増加、補体因
子増加、抗リン脂質
抗体陽性、インターロ
イキン濃度増加

心臓障害

眼障害

頻脈、不整脈、心不全、心房細動、
徐脈、動悸、心電図QT延長

心肥大、急性心不全、
心室性期外収縮、伝
導障害

フォークト・小柳・原田
症候群

耳不快感耳及び
迷路障害 回転性めまい、難聴、耳鳴

内分泌
障害 尿中ブドウ糖陽性、抗

甲状腺抗体陽性
性腺機能低下、副甲状腺機能低下
症

霧視、ぶどう膜炎、視力障害、硝子
体浮遊物、複視、角膜障害、上強
膜炎

5％以上 1～5％未満 1％未満 頻度不明

血液及び
リンパ系
障害

リンパ球減少症

好中球減
少症
（20.2％）、
血小板減
少症
（15.7％）、
貧血、白血
球減少症

単球数減少

リンパ節症、白血球増加症、好酸
球増加症、ヘマトクリット減少、単球
増加症、好酸球減少症、好中球増
加症、ヘモグロビン減少、赤血球減
少症

高クレアチニン血
症

腎及び
尿路障害

呼吸器、
胸郭及び
縦隔障害

呼吸困難、咳嗽
口腔咽頭痛、肺出血、胸水、しゃっくり、喉頭痛、鼻
出血、アレルギー性鼻炎、喘鳴、鼻漏、鼻閉、喀血、
サーファクタントプロテイン増加、低酸素症、気道の炎
症、喉頭浮腫、発声障害

頻尿、蛋白尿、血尿、血中尿素増加、尿沈渣異常、
膀胱炎

5％
以上 1～5％未満 1％未満 頻度

不明

感染症
癰、気管支炎、気道感染、蜂巣炎、爪感染、外耳
炎、中耳炎、歯周炎、歯肉炎、鼻咽頭炎、膿疱性皮
疹、帯状疱疹、尿路感染、肺感染

血管障害

体重減少

潮紅、ほてり、高血圧、低血圧、血管炎

その他
硬膜下血腫、真珠腫、気管出血、乳頭痛、細胞マー
カー増加、血中CK減少、血中LDH増加、CRP増加、
体重増加、血中CK増加、組織球性壊死性リンパ節
炎

皮膚及び
皮下組織
障害

発疹
（18.9％）、
そう痒症
（18.1％）、
丘疹性皮
疹、脱毛
症、手足症
候群

皮膚炎、皮膚病
変、紅斑、ざ瘡
様皮膚炎、蕁麻
疹、皮膚乾燥、
皮膚色素過剰

白斑、中毒性皮疹、乾癬、皮膚色素
減少、毛髪変色、苔癬様角化症、爪
の障害、皮膚腫瘤、紫斑、湿疹、寝
汗、多汗症、尋常性白斑

酒さ

血管障害 高血圧 潮紅、ほてり、血管炎、血栓症、低血
圧

その他 体重減少
血中LDH増加、CRP増加、血中
CK増加、体重増加、細胞マーカー
増加、瘻孔

血中CK減少、硬膜下
血腫、真珠腫、気管
出血、乳頭痛、組織
球性壊死性リンパ節炎
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