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本日の勉強会の趣旨

◼ 免疫チェックポイント阻害剤（ICI）の適応が拡大し、対象
患者が増加している。

さらに、外来での施行が主流であるため、院外での免疫関
連有害事象（irAE）の早期発見、早期受診勧告が重要である。

◼ 病院薬剤師と薬局薬剤師と連携をすることで、迅速なirAE発
見に繋がると考えられる。

ICI:immune checkpoint inhibitor
irAE:immune related Adverse Events



本日の内容

◼ ICI,irAEとは？

◼ irAE出現時の初期症状、発現時期の把握

◼当院の取り組み

◼薬薬連携に繋がる取り組み
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従来の薬物治療

殺細胞性抗がん剤
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免疫チェックポイント阻害剤（immune checkpoint inhibitor:ICI）

ICI

免疫細胞に作用しがんを攻撃

ニボルマブ,ペムブロリズマブ

デュルバルマブ,アテゾリズマブ

イピリムマブ,アベルマブなど

がん細胞

免疫細胞

様々な免疫細胞において、免疫を抑
制する方向に働く免疫チェックポイ
ントをブロックすることで腫瘍免疫
を活性化し持続させる薬剤



免疫：異物を排除する機能

免疫にはブレーキを担当する受容体が関わり、
過剰反応による自己攻撃を予防している。
ブレーキ担当受容体にはPD-1、CTLA-4があ

り、PD-1受容体のリガンドであるPD-L1も関わる。
これらをICIが阻害することでがん細胞への免疫抑
制ブレーキを外し、がん増殖抑制作用を活性化、
がん増殖抑制へ繋がる。

CTLA-4 ×← ヤーボイ®

PD-1、PD-L1 ×← オプジーボ®、キイトルーダ®

免疫チェックポイント阻害剤とがん免疫のシステム



irAEとは？（がん免疫療法ガイドライン第2版参考）

◼ 免疫チェックポイントは免疫反応の恒常性維持に関与して
おり、自己抗原に対する免疫寛容の成立とその破綻の結果
生じる自己免疫疾患の発症に深く関わっている。

そのため、CTLA-4やPD-1などの免疫チェックポイントブ
ロック抗体であるICI使用下では免疫の調整が正常に機能せ
ず、自己免疫疾患・炎症性疾患様の副作用が発現する。

◼ これらの免疫の関与した副作用のことを免疫関連有害事象
（irAE）と総称している。



irAEまとめ（がん免疫療法ガイドライン第2版参考）

分類 有害事象の種類

皮膚障害 皮疹、白斑、乾癬

肺障害 間質性肺障害

肝・胆・膵障害 肝障害、高アミラーゼ血症、高リパーゼ血症、自己免疫性肝炎、胆管炎

胃腸障害 下痢、腸炎、悪心、嘔吐、腸穿孔

心血管系障害 心筋炎、血管炎

腎障害 自己免疫性糸球体腎炎、間質性腎障害

神経・筋・関節障害 自己免疫性脳炎、無菌性髄膜炎、脊髄炎、脱髄性ニューロパチー（ギラ
ン・バレー症候群・慢性炎症性脱髄性ニューロパチー）、重症筋無力症、
筋炎、リウマチ性多発筋痛症、関節炎

内分泌障害 甲状腺機能低下症・亢進症、副腎機能障害、下垂体不全、1型糖尿病、低
血圧症、脱水、低ナトリウム血症、高カリウム血症

眼障害 ぶどう膜炎、結膜炎、上強膜炎

その他 血小板減少、血友病A、無顆粒球症、溶血性貧血、血球貪食症候群、サイ
トカイン放出症候群（CRS）、インフュージョンリアクション



日本で承認されているICI一覧（2021年1月時点）
（日本臨床腫瘍薬学会雑誌Vol.17参考・改変）

標的 一般名 がん種

CTLA-4 イピリムマブ 〈単独orニボルマブとの併用〉 〈ニボルマブとの併用〉
悪性黒色腫 腎細胞がん、非小細胞肺がん

PD-1 ニボルマブ 〈単独〉
悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、古典的ホジキンリンパ腫、頭頸部がん、胃がん、悪性胸膜中皮腫、食道がん、
MSI-Highを有する結腸・直腸がん
〈イピリムマブとの併用〉
悪性黒色腫、腎細胞がん、非小細胞肺がん

ペムブロリズマブ 〈単独〉
悪性黒色腫、非小細胞肺がん、古典的ホジキンリンパ腫、尿路上皮がん、MSI-Highを有する固形がん、頭頸部がん、PD-L1陽性
の食道扁平上皮がん
〈化学療法との併用〉
非小細胞肺がん、頭頸部がん
〈アキシチニブとの併用〉
腎細胞がん

PD-L1 アテゾリズマブ 〈単独〉
非小細胞肺がん、小細胞肺がん
〈化学療法との併用〉
PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳がん、小細胞肺がん、扁平上皮がんを除く非小細胞肺がん

デュルバルマブ 〈根治的化学放射線療法後の維持療法〉
非小細胞肺がん
〈白金製剤およびエトポシドとの併用〉
小細胞肺がん

アベルマブ 〈単独〉 〈アキシチニブとの併用〉
メルケル細胞がん 腎細胞がん



最近の知見

◼ irAEを認めた患者では良好な治療効果が得られることが
複数報告されている。

✓ ニボルマブ投与中の悪性黒色腫患者に皮疹および白斑を生じた症例では全生存期間が有意に
延長(Clin Cancer Res 2016;22(4):886-894)

✓ ニボルマブ投与中の進行再発の非小細胞肺がん患者にirAEおよび皮疹を生じた症例では無増
悪生存期間が有意に延長(J Thorac Oncol 2017;12(12):1798-1805)

◼ ICIの種類によって発現しやすいirAEに傾向がある。
✓ 抗PD-1抗体・抗PD-L1抗体では間質性肺障害および甲状腺機能低下の発現リスクが抗

CTLA-4抗体に比べ有意に高い。

✓ 抗CTLA-4抗体では大腸炎および下垂体炎の頻度が高い。(Oncol 2017;28(10):2377-2385)



本日の内容

◼ ICI,irAEとは？

◼ irAE出現時の初期症状、発現時期の把握

◼当院の取り組み

◼薬薬連携に繋がる取り組み



本日の内容

◼ ICI,irAEとは？

◼ irAE出現時の初期症状、発現時期の把握

◼当院の取り組み

◼薬薬連携に繋がる取り組み



2019年3月：irAE対策チーム発足

《チームメンバー》

・日常診療においてICIを使う診療科医師

・irAEの併診先候補となり得る診療科医師及び関連部署

（リウマチ膠原病センター、血液内科、心臓血管センター、内分泌・糖尿病内科、神経内科、

脳神経外科、皮膚科、腎臓・高血圧内科、眼科、炎症性腸疾患センター、放射線科、感染制

御部、緩和ケア部、化学療法部、看護部、臨床検査部、薬剤部、医療の質・安全管理部）

《活動内容》

がん包括センター運営会議を上位委員会とする多職種チームとして組織横断的な活動を行う。

原則年6回程度会議開催を行い、方策策定や情報共有等を行う。



具体的な活動内容

◼ ICI使用状況の報告

◼ irAE対策検査・併診一覧表の作成

◼ irAE対策マニュアルの作成

◼ ICI対応問診票の作成

◼ irAE診察記事テンプレート・データベースの構築

◼副作用対策免疫抑制剤の適応外使用申請
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irAEの主な症状とコンサルト先

症状 コンサルト先

間質性肺疾患 呼吸器病センター

神経障害 神経内科

内分泌・代謝障害 内分泌・糖尿病内科

下痢・大腸炎 炎症性腸疾患センター

皮膚障害 皮膚科

肝機能障害 消化器内科
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【重症筋無力症・筋炎】
 ⑤まぶたが下がりやすい
 ⑥物が二重に見える

【眼の異常】
 ①物の見え方が変わった
 ②目が充血している
 ③まぶしさを感じる
 ④熱や頭痛がある

【間質性肺炎】
 ⑩息苦しい
 ⑪咳が増えた
（痰が絡まない咳）

【内分泌障害】
 ⑨飲み込みづらい

【神経障害】
 ⑫手や足に力が入り
にくくなった

【皮膚障害】
 ⑬皮ふにかゆみがある
 ⑭皮ふに熱や痛みを伴う赤
みがある

 ⑮口の中がただれる

【静脈血栓塞栓症】
 ⑱むくみや腫れがある

【1型糖尿病】
 ⑦のどがひどく渇く
 ⑧水を多く飲むよう
になった

【大腸炎】
 ⑲血便や黒色便がある

【1型糖尿病】
 ⑯尿量が増えた

【腎機能障害】
 ⑰尿量が減った

問診を取る医療者向けの症状と疾患を紐づけした表



症状からの逆引き
症状 疑われるirAE

動悸、息切れ、空咳、息苦しさ、胸の痛み 間質性肺炎、神経障害

38度以上の発熱
（抗生物質を内服しても熱が下がらない）

間質性肺炎、肝機能障害、皮膚障害

下痢がひどい
（1日4回以上の便通もしくは水様便が継続し、水分が摂れない）

神経障害、下痢・大腸炎、1型糖尿病

嘔吐、吐気の継続や口内炎の痛みがひどく、
24時間水分や食事が摂れない

神経障害、内分泌障害

だるさがきつく、食べ物や飲み物が摂れず、
日常生活に支障がある（24時間）

神経障害、肝機能障害、皮膚障害、
1型糖尿病、内分泌障害

お腹が張って我慢できない苦しさや激しい痛みがある 下痢・大腸炎

血圧が高い（180/110以上）
血圧が低い（上が90以下、立ちくらみ、起き上がれない）

内分泌障害

いつもより喉が渇く、水分摂取・トイレの回数が増える 1型糖尿病

冷や汗、震えが止まらない 1型糖尿病

広い範囲に湿疹・発疹などの皮膚症状があらわれた 皮膚障害



院内の取り組みだけでは限界がある！



irAE長期フォローが大切

irAEは治療開始後2ヵ月以内に発現することが多
いが、好発現時期は明らかになっておらず、治
療期間中はもちろん治療終了後も発現する可能
性があるため、半年-1年程度はモニタリングが
必要である。
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早期発見・早期治療が重要

◼殺細胞性抗がん剤でみられるような消化器毒性や血
液毒性の頻度が少なく忍容性は良好である。

◼一方で、稀ではあるがirAEを引き起こしたときの対
応の遅れが致死的な結果を招くことがある。

26



最近承認された用法

ニボルマブ

2週毎

ニボルマブ
（2020.9～）

4週毎

ペムブロリズマブ

2週毎
6週毎

ペムブロリズマブ
（2020.8～）
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想定される事例



こんな患者が来局されたら…？

◼ 発熱、咳を主訴に近医クリニックを受診さ
れ処方箋を持参

◼ 他の症状と既往を聴取すると、労作時の息
切れ、動悸、口渇、持続する倦怠感があり、
現在は他院で殺細胞性の抗がん剤治療中の
胃がん患者であることを確認した



さらに治療歴を聴取…

◼ ICI使用歴あり（最終投与は半年前）

◼ irAEの可能性あり…？

◼ 疑われるirAEは何か？
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症状からの逆引き



他に確認すること、患者への指導

◼ SpO2はどうか

◼ 倦怠感の程度や発熱が持続しているか

現在抗がん剤治療をしている病院への受診勧告



症状からの逆引き（特に重篤化し、致死性となりうるirAE）
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広い範囲に湿疹・発疹などの皮膚症状があらわれた 皮膚障害



irAE発見までの流れ

患者来局 症状や治療歴確認
ICI使用歴あり、

irAE疑われる症状あり

トレーシングレポート

送付あるいは

医療機関への受診勧告

医療機関で治療



薬薬連携に繋がる取り組み（今後検討予定含む）

◼ ICI専用のトレーシングレポートの作成

◼ 今後当院発行のお薬手帳シールをICIと一目で分かるような表示に

◼ ICI治療歴のある患者へICIシールを配布、お薬手帳に貼付、薬歴
にICI使用歴を残す



薬局の皆様にお願いしたいこと

◼臨床症状からirAEへの紐づけ

◼患者のICI使用歴が分かるように

◼ICI使用患者の長期フォロー



総括

◼重篤なirAEの発見には、初期症状の把握と指導が必要
→ICIの対する知識の向上

◼ ICI使用患者の把握、使用終了後の長期フォロー

◼ irAE出現時の受診勧告（トレーシングレポートの活用）
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