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(57)【要約】
【課題】生体試料中の、bsPD‑L1を検出・定量することにより、免疫チェックポイント阻
害剤の治療効果を予測する方法、免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニ
タリングする方法、免疫チェックポイント阻害剤での治療に対する感受性に関して患者を
層別化する方法、およびこれらの方法を実施するためのシステムやキットなどの提供。
【解決手段】被験体から治療前及び／又は治療後に得た生体試料を用い、該生体試料中の
bsPD‑L1の濃度を測定する工程を含む、免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を予測す
る方法、等。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被験体における免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を予測する方法であって、被験
体から治療前及び／又は治療後に得た生体試料を用い、該生体試料中の「PD‑1結合能を有
する可溶型PD‑L1（bsPD‑L1）」及び／又は「可溶型PD‑L1(sPD‑L1)」の濃度を測定する工
程を含む方法。
【請求項２】
被験体から治療前及び治療後に得た生体試料を用いる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤であって、被験体から治療後に得た生体試料
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中のbsPD‑L1濃度が、該被験体の治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度に比べて低下して
いる場合に、PD‑1阻害剤による治療効果が高いと予測する請求項２記載の方法。
【請求項４】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療後に得た生体試
料中のsPD‑L1濃度が、該被験体の治療前に得た生体試料中sPD‑L1濃度に比べて上昇してい
る場合に、PD‑L1阻害剤による治療効果が低いと予測する請求項２記載の方法。
【請求項５】
被験体における、PD‑1阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法であって、被
験体から治療の前後に生体試料を採取する工程及び該試料中のbsPD‑L1の濃度を測定する
工程を含む方法。
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【請求項６】
生体反応性のモニタリングが、免疫チェックポイント阻害剤の血中残存量、治療効果及
び生体の治療反応性の同時モニタリングである、請求項５記載の方法。
【請求項７】
生体の治療反応性が獲得免疫応答及び自然免疫応答である、請求項６記載の方法。
【請求項８】
被験体における、PD‑L1阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法であって、
被験体から治療の前後に生体試料を採取する工程及び該試料中のsPD‑L1の濃度を測定する
工程を含む方法。
【請求項９】
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さらに、該試料中のbsPD‑L1の濃度を測定する工程を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
生体反応が、抗体依存性細胞傷害（ADCC）、補体依存性細胞傷害（CDC）又は炎症反応
である、請求項８又は９記載の方法。
【請求項１１】
被験体から治療前に得た生体試料を用いる、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
被験体から治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェックポイン
ト阻害剤による治療効果が低いと予測する請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
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高値が2000pg/ml以上である、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤及び／又はPD‑L1阻害剤である、請求項１１
〜１３のいずれか1項に記載の方法。
【請求項１５】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療前に得た生体試
料中のbsPD‑L1が陽性である場合、PD‑L1阻害剤による治療効果が低いと予測する請求項１
１記載の方法。
【請求項１６】
免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関して被験体を層別化

50

(3)

JP 2020‑148631 A 2020.9.17

する為の方法であって、被験体から治療前に得た生体試料におけるbsPD‑1の濃度を測定す
る工程を含む方法。
【請求項１７】
被験体から治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェックポイン
ト阻害剤無効例と関連付ける、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
高値が2000pg/ml以上である、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤及び／又はPD‑L1阻害剤である、請求項１６
〜１８のいずれか1項に記載の方法。
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【請求項２０】
免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療前に得た生体試
料中のbsPD‑L1が陽性である場合、PD‑L1阻害剤無効例と関連付ける、請求項１６記載の方
法。
【請求項２１】
被験体から得られた生体試料中のbsPD‑L1を検出・定量する為のシステムであって、PD‑
1タンパク質を含み、該タンパク質と生体試料とを反応させる手段および該タンパク質に
結合した可溶型PD‑L1をbsPD‑L1として検出・定量する為の手段を含むシステムであって、
(i)免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を評価する、または評価を補助する為、（ii
）免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする為、又は(iii)免
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疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関して被験体を層別化する
為のシステム。
【請求項２２】
さらに、抗PD‑L1抗体を含み、該抗体と生体試料とを反応させる手段および該抗体に結
合した可溶型PD‑L1を検出・定量する為の手段を含む請求項２１記載のシステム。
【請求項２３】
ELISAシステムである請求項２１又は２２記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、被験体（例、患者）由来の生体試料中の、PD‑1結合能を有する可溶型PD‑L1
を検出・定量することにより、患者における免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を予
測する方法、免疫チェックポイント阻害剤の血中残存量等の該阻害剤に対する生体反応性
をモニタリングする方法等に関する。さらに本発明は、治療前、あるいは治療前後の患者
から得られた生体試料中のPD‑1結合能を有する可溶型PD‑L1を検出・定量することにより
、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法における患者の層別化を可能にする方法
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
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免疫チェックポイント分子は、リンパ球などの免疫担当細胞に発現し、免疫を抑制する
シグナルを伝達する分子である。生体の自己寛容の維持や感染時の過剰な免疫抑制などの
役割を有するが、癌の発症時には癌細胞の免疫からの逃避を誘導し、結果として癌の増殖
の原因となる。免疫チェックポイント阻害剤は、免疫チェックポイント分子（PD‑1、PD‑L
1、CTLA‑4など）の機能を抑制することで抗腫瘍効果を発揮する抗がん剤である（特許文
献１、２；非特許文献１〜３）。本邦では、2014年に抗PD‑1抗体ニボルマブが悪性黒色腫
に対して保険適応となり、現在は非小細胞肺がんにおいても承認されている。免疫チェッ
クポイント阻害剤の奏効率は約20%と低いが、その原因はわかっておらず、低感受性群（
無効例）を見分ける診断法や治療法は今のところない。効果を認める症例においては長期
間その効果が持続することが経験されているが、頻度は少ないものの大腸炎、１型糖尿病
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や間質性肺炎などの重篤な免疫関連有害事象が報告されている。また、呼吸器合併症とし
て、他の薬剤同様の間質性肺炎のほか、腫瘍が一時的に増大し周辺に間質性肺炎様の陰影
を呈し、自然軽快する「偽増悪」と呼ばれる現象が4％程度の患者で起こることが報告さ
れている。
免疫チェックポイント阻害剤の使用の際には、偽増悪の存在により抗腫瘍効果判定が困
難であること、また、薬剤性肺障害により治療中断や変更が余儀なくされることが、適正
使用の障害となっている。そのため、効果予測マーカーおよび副作用のメカニズムの解明
が求められている。
現在、免疫チェックポイント阻害剤として、PD‑1阻害剤（nivolumab, pembrolizumab）
とPD‑L1阻害剤(atezolizumab, durvalumab)が承認されているが、その使用はランダムに
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行われていて、どちらの使用が適切か判断する方法がないのが現状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特許第４４０９４３０号
【特許文献２】日本国特許第５８８５７６４号
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Iwai Y, et al., Ishida M, Tanaka Y, Okazaki T, Honjo T, and Mina
to N: Involvement of PD‑L1 on tumor cells in the escape from host immune system
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and tumor immunotherapy by PD‑L1 blockade. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Sep 17
;99(19):12293‑7.
【非特許文献２】Iwai Y, Terawaki S, and Honjo T: PD‑1 blockade inhibits hematoge
nous spread of poorly immunogenic tumor cells by enhanced recruitment of effecto
r T cells. Int Immunol. 2005 Feb;17(2):133‑44.
【非特許文献３】Leach DR, Krummel MF, and Allison JP: Enhancement of antitumor i
mmunity by CTLA‑4 blockade. Science. 1996 Mar 22;271(5256):1734‑6.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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本発明は、被験体由来の生体試料中の、PD‑1結合能を有する可溶型PD‑L1を検出・定量
することにより、被験体における免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を予測する方法
、免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法、免疫チェッ
クポイント阻害剤での治療に対する感受性に関して患者を層別化する方法、およびこれら
の方法を実施するためのシステムやキットなどを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、全身性の免疫機能を評価しうるものとして、血中に存在する可溶型PD‑L
1（soluble PD‑L1、以下、「sPD‑L1」）に着目して研究をはじめ、その結果、sPD‑L1には
PD‑1に対して高い結合能を有する結合型可溶型PD‑L1（PD‑1 binding sPD‑L1、以下、「bs
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PD‑L1」）が存在すること、さらにbsPD‑L1を高精度で検出・定量しうる方法の開発に成功
している（PCT/JP2018/033161；M. Takeuchi et al., Immunol Lett. 2018 Apr;196:155‑
160. Epub 2018 Jan 31.）。
本発明者らは、上記課題に鑑み、これまでの知見に基づき鋭意研究を重ねた。具体的に
は、免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法を受ける患者に対し、治療前、あるいは
治療前と治療後に血液を採取し、該血液中のbsPD‑L1を検出し、及び／又はその濃度を測
定することによって、免疫療法の治療効果との相関性や血液中の免疫チェックポイント阻
害剤の動態との関連性について調べた。結果、幾つかの免疫チェックポイント阻害剤を用
いた免疫療法における治療指針となり得る評価基準を見出すことに成功し本発明を完成す
るに至った。
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即ち、本発明は以下の通りである。
（１）被験体における免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を予測する方法であって、
被験体から治療前及び／又は治療後に得た生体試料を用い、該生体試料中の「PD‑1結合能
を有する可溶型PD‑L1（bsPD‑L1）」及び／又は「可溶型PD‑L1(sPD‑L1)」の濃度を測定す
る工程を含む方法。
（２）被験体から治療前及び治療後に得た生体試料を用いる、上記（１）記載の方法。
（３）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤であって、被験体から治療後に得た生体
試料中のbsPD‑L1濃度が、該被験体の治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度に比べて低下
している場合に、PD‑1阻害剤による治療効果が高いと予測する上記（２）記載の方法。
（４）PD‑1阻害剤がPD‑1抗体である、上記（３）記載の方法。
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（５）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療後に得た生
体試料中のsPD‑L1濃度が、該被験体の治療前に得た生体試料中sPD‑L1濃度に比べて上昇し
ている場合に、PD‑L1阻害剤による治療効果が低いと予測する上記（２）記載の方法。
（６）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（５）記載の方法。
（７）被験体における、PD‑1阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法であって
、被験体から治療の前後に生体試料を採取する工程及び該試料中のbsPD‑L1の濃度を測定
する工程を含む方法。
（８）生体反応性のモニタリングが、免疫チェックポイント阻害剤の血中残存量、治療効
果及び生体の治療反応性の同時モニタリングである、上記（７）記載の方法。
（９）生体の治療反応性が獲得免疫応答及び自然免疫応答である、上記（８）記載の方法
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。
（１０）PD‑1阻害剤がPD‑1抗体である、上記（７）〜（９）のいずれかに記載の方法。
（１１）被験体における、PD‑L1阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法であ
って、被験体から治療の前後に生体試料を採取する工程及び該試料中のsPD‑L1の濃度を測
定する工程を含む方法。
（１２）さらに、該試料中のbsPD‑L1の濃度を測定する工程を含む、上記（１１）記載の
方法。
（１３）生体反応が、抗体依存性細胞傷害（ADCC）、補体依存性細胞傷害（CDC）又は炎
症反応である、上記（１１）又は（１２）記載の方法。
（１４）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（１１）〜（１３）のいずれかに記載の方

30

法。
（１５）被験体から治療前に得た生体試料を用いる、上記（１）記載の方法。
（１６）被験体から治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェック
ポイント阻害剤による治療効果が低いと予測する上記（１５）記載の方法。
（１７）高値が2000pg/ml以上である、上記（１６）記載の方法。
（１８）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤及び／又はPD‑L1阻害剤である、上記
（１５）〜（１７）のいずれかに記載の方法。
（１９）PD‑1阻害剤がPD‑1抗体である、上記（１８）記載の方法。
（２０）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（１８）記載の方法。
（２１）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療前に得た
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生体試料中のbsPD‑L1が陽性である場合、PD‑L1阻害剤による治療効果が低いと予測する上
記（１５）記載の方法。
（２２）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（２１）記載の方法。
（２３）免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関して被験体を
層別化する為の方法であって、被験体から治療前に得た生体試料におけるbsPD‑1の濃度を
測定する工程を含む方法。
（２４）被験体から治療前に得た生体試料中のbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェック
ポイント阻害剤無効例と関連付ける、上記（２３）記載の方法。
（２５）高値が2000pg/ml以上である、上記（２４）記載の方法。
（２６）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤及び／又はPD‑L1阻害剤である、上記
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（２３）〜（２５）のいずれかに記載の方法。
（２７）PD‑1阻害剤がPD‑1抗体である、上記（２６）記載の方法。
（２８）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（２６）記載の方法。
（２９）免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤であって、被験体から治療前に得た
生体試料中のbsPD‑L1が陽性である場合、PD‑L1阻害剤無効例と関連付ける、上記（２３）
記載の方法。
（３０）PD‑L1阻害剤がPD‑L1抗体である、上記（２９）記載の方法。
（３１）被験体から得られた生体試料中のbsPD‑L1を検出・定量する為のシステムであっ
て、PD‑1タンパク質を含み、該タンパク質と生体試料とを反応させる手段および該タンパ
ク質に結合した可溶型PD‑L1をbsPD‑L1として検出・定量する為の手段を含むシステムであ
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って、(i)免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を評価する、または評価を補助する為
、（ii）免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする為、又は(i
ii)免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関して被験体を層別
化する為のシステム。
（３２）さらに、抗PD‑L1抗体を含み、該抗体と生体試料とを反応させる手段および該抗
体に結合した可溶型PD‑L1を検出・定量する為の手段を含む上記（３１）記載のシステム
。
（３３）ELISAシステムである上記（３１）又は（３２）記載のシステム。
（３４）PD‑1タンパク質が固相化された担体および該担体に結合した可溶型PD‑L1をbsPD‑
L1として検出する為の検出用マーカーを含み、任意で抗PD‑L1抗体が固相化された担体お
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よび該担体に結合した可溶型PD‑L1をsPD‑L1として検出する為の検出用マーカーを含んで
なるELISAキットであって、(i)免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を評価する、また
は評価を補助する為、（ii）免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリ
ングする為、又は(iii)免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に
関して被験体を層別化する為のキット。
【発明の効果】
【０００７】
本発明により、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法における治療指針、例え
ば、免疫チェックポイント阻害剤無効例の同定、患者に適した免疫チェックポイント阻害
剤の選定、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法における薬物投与計画の作成等
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が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】PD‑L1阻害剤を使用した肺がん患者（11症例）における治療前血中bsPD‑L1と治療
効果との関連を示したグラフである。PR: partial response （部分奏功）、SD: stable
disease (安定)、PD: progressive disease （進行）。陰性：治療前にbsPD‑L1陰性、陽
性：治療前にbsPD‑L1陽性。
【図２】PD‑1阻害剤を使用した肺がん患者（39症例）における治療前後血中bsPD‑L1変化
と治療効果との関連を示したグラフである。CR: complete response (完全奏効)、PR: pa
rtial response （部分奏功）、SD: stable disease (安定)、PD: progressive disease
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（進行）。低下：治療後にbsPD‑L1値が低下、不変：治療後にbsPD‑L1値が不変、上昇：治
療後にbsPD‑L1値が上昇。
【図３】PD‑1阻害剤によるbsPD‑L1検出系への影響を模式的に示した図である。
【図４】PD‑L1阻害剤を使用した肺がん患者（11症例）における治療前後血中sPD‑L1変化
と治療効果との関連を示したグラフである。PR: partial response （部分奏功）、SD: s
table disease (安定)、PD: progressive disease （進行）。不変：治療後にsPD‑L1値が
不変、上昇：治療後にsPD‑L1値が上昇。
【図５】免疫チェックポイント阻害剤を使用した肺がん患者（50症例）における治療前血
中bsPD‑L1を測定した結果を示すグラフである。bsPD‑L1高値の３症例はPD（progressive
disease）で症状が進行し治療効果が認められなかった。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
本発明は、生体試料中のPD‑1結合能を有する可溶型PD‑L1（以下、「bsPD‑L1」とも称す
る）を検出乃至その濃度を測定する工程を含む。
本発明の別態様としては、生体試料中の可溶型PD‑L1（以下、「sPD‑L1」とも称する）
の濃度を測定する工程を含む。
本発明において用いる「生体試料」は、生体に由来する試料である限り特に限定する必
要はなく、被験体に由来する種々の生体試料を用いることができる。測定対象がbsPD‑L1
の場合には、該試料は、bsPD‑L1が存在する可能性があれば足り、結果としてbsPD‑L1が存
在しなかったとしてもかまわない。測定対象がsPD‑L1の場合には、該試料は、sPD‑L1が存
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在する可能性があれば足り、結果としてsPD‑L1が存在しなかったとしてもかまわない。生
体試料として、生体から直接採取した試料、これを洗浄または破砕した試料などを用いる
ことができ、血液、肺胞などの組織洗浄液、尿、髄液、組織切片などが例示される。好ま
しくは血液が用いられる。これらの生体試料については、bsPD‑L1及び／又はsPD‑L1を検
出・定量する方法（系）により、そのままの形で用いても、一定の前処理を行った後に測
定用試料としてもよい。被験体としては、生体試料中のbsPD‑L1及び／又はsPD‑L1を検出
・定量することが求められる限り特に限定される必要はなく、免疫チェックポイント阻害
剤の投与により病態や免疫応答の変化が予想される患者の他、その対照となり得る健常人
や免疫チェックポイント阻害剤を用いる治療を受けない患者であってもよい。現在の適応
疾患であるがんの患者や、将来的に適応の可能性のある感染症の患者は好ましい対象とな
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る。
【００１０】
免疫チェックポイント阻害剤の投与により病態や免疫応答の変化が予想される患者とし
ては、免疫系が関与する疾患に罹患している患者で特に限定する必要はないが、がん、感
染症、自己免疫疾患、アレルギー、生活習慣病などが挙げられる。
疾患のうちがんとしては、例えば、癌腫、扁平上皮癌（子宮頚管、瞼、結膜、膣肺、口
腔、皮膚、膀胱、舌、喉頭、食道の癌）、腺癌（前立腺、小腸、子宮内膜、子宮頚管、大
腸、肺、膵、食道、直腸、子宮、胃、乳房、卵巣の癌）が挙げられる。さらに肉腫（例え
ば、筋原性肉腫）、白血病、神経腫、メラノーマ、リンパ腫も含まれる。
また、感染症としては、例えば、ヒト肝炎（B型肝炎、C型肝炎、A型肝炎またはE型肝炎
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）ウイルス、ヒトレトロウイルス、ヒト免疫不全ウイルス（HIV1、HIV2）、ヒトT細胞白
血病ウイルス、ヒトTリンパ向性ウイルス（HTLV1、HTLV2）が挙げられる。その他の感染
症として、例えば、単純ヘルペスウイルス1型および2型、エプスタイン・バーウイルス、
サイトメガロウイルス、水痘‑帯状疱疹ウイルス、ヒトヘルペスウイルス６を含むヒトヘ
ルペスウイルス、ポリオウイルス、麻疹ウイルス、風疹ウイルス、日本脳炎ウイルス、お
たふくウイルス、インフルエンザウイルス、アデノウイルス、エンテロウイルス、ライノ
ウイルス、重症急性呼吸器症候群（SARS）を発症するウイルス、エボラウイルス、西ナイ
ルウイルスなどのウイルスによる感染症が挙げられる。
さらに、自己免疫疾患としては、例えば、１型糖尿病、全身性エリテマトーデス、関節
リウマチ、潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症、強皮症、尋常性天疱瘡、乾癬、ア
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トピー性皮膚炎、セリアック病、橋本甲状腺炎、グレーブス病（甲状腺）、シェーグレン
症候群、ギラン・バレー症候群、グッドパスチャー症候群、アジソン病、ウェゲナー肉芽
腫症、原発性胆汁性硬化症、硬化性胆管炎、自己免疫性肝炎、リウマチ性多発性筋痛、レ
イノー現象、側頭動脈炎、巨細胞性動脈炎、自己免疫性溶血性貧血、悪性貧血、結節性多
発動脈炎、ベーチェット病、原発性胆汁性肝硬変、ブドウ膜炎、心筋炎、リウマチ熱、強
直性脊椎炎、糸球体腎炎、サルコイドーシス、皮膚筋炎、重症筋無力症、多発性筋炎など
が挙げられる。
【００１１】
ここで、「免疫チェックポイント阻害剤」とは、免疫チェックポイント分子もしくはそ
のリガンドに結合して免疫抑制シグナルの伝達を阻害することで、免疫チェックポイント
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分子によるＴ細胞の活性化抑制を解除することが可能な化合物であり、具体的には、PD‑1
やPD‑L1を阻害する化合物が挙げられる。活性化Ｔ細胞上に発現しているPD‑1が、がん細
胞や抗原提示細胞に発現したPD‑L1と結合すると、Ｔ細胞活性化が抑制され、がんに対す
る免疫が抑制される。PD‑1を阻害する化合物としては抗PD‑1抗体が、PD‑L1を阻害する化
合物としては抗PD‑L1抗体が挙げられる。抗PD‑1抗体は、Ｔ細胞上のPD‑1に結合してPD‑1
とPD‑L1の結合を阻害することにより、抑制シグナルの伝達をブロックしてＴ細胞の活性
化を維持させる。抗PD‑L1抗体は、がん細胞や抗原提示細胞が発現するPD‑L1に結合するこ
とによりＴ細胞上のPD‑1との相互作用を阻害し、その結果Ｔ細胞への抑制シグナル伝達が
阻害され、Ｔ細胞の活性化が維持される。抗PD‑1抗体としては、nivolumab, pembrolizum
abが知られ、抗PD‑L1抗体としては、atezolizumab, durvalumab, avelumabが知られてい
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る。
【００１２】
bsPD‑L1を検出乃至その濃度を測定する方法としては、生体試料中のbsPD‑L1を検出乃至
その濃度を測定できる方法であれば特に限定されないが、好ましくは、本発明者らが開発
した、PD‑1タンパク質が固相化された担体を用いたELISA法（PCT/JP2018/033161；M. Tak
euchi et al., Immunol Lett. 2018 Apr;196:155‑160. Epub 2018 Jan 31.）が挙げられ
る（便宜上、新ELISA法と称する場合がある）。新ELISA法は、後述の本発明のシステム及
び／又はキットを用いて好適に実施することができる。
sPD‑L1の濃度を測定する方法としては、生体試料中のsPD‑L1の濃度を測定できる方法で
あれば特に限定されず、例えば、抗PD‑L1抗体が固相化された担体を用いたELISA法が挙げ
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られる（M. Takeuchi et al., Immunol Lett. 2018 Apr;196:155‑160. Epub 2018 Jan 31
.）。
【００１３】
具体的には、本発明は以下の方法を提供する。
１．免疫チェックポイント阻害剤の治療効果の予測方法
本発明は、被験体から治療前及び／又は治療後に得た生体試料を用い、該生体試料中の
bsPD‑L1およびsPD‑L1の濃度を測定する工程を含む、被験体における免疫チェックポイン
ト阻害剤の治療効果を予測する方法を提供する。
当該方法は、治療前後の生体試料の両方を用いて実施する方法（方法１−１）と治療前
の生体試料のみを用いて実施する方法（方法１−２）の２つに大別される。
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（方法１−１）
本方法は、免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤（好ましくは抗PD‑1抗体）の場合
であって、PD‑1阻害剤により治療前後の被験体の生体試料中のbsPD‑L1濃度を測定するこ
とによって、PD‑1阻害剤の治療効果を予測する方法である。
後述の実施例から明らかなように治療後に生体試料中のbsPD‑L1濃度が上昇した場合お
よび不変である場合、治療効果が低い傾向にあり、一方、治療後に生体試料中のbsPD‑L1
濃度が低下した場合、治療効果が高い傾向にある。
従って、本方法によれば、PD‑1阻害剤治療後に生体試料中のbsPD‑L1濃度が上昇した場
合に、PD‑1阻害剤の治療効果が低いと予測することができる。
本方法の別の実施態様として、本発明は、免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤
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（好ましくは抗PD‑L1抗体）の場合であって、PD‑L1阻害剤により治療前後の被験体の生体
試料中のsPD‑L1濃度を測定することによって、PD‑L1阻害剤の治療効果を予測する方法を
提供する。
後述の実施例から明らかなように治療後に生体試料中のsPD‑L1濃度が上昇した場合、治
療効果が低い傾向にあり、一方、治療後に生体試料中のsPD‑L1濃度が不変である場合、治
療効果が高い傾向にある。
従って、本方法によれば、PD‑L1阻害剤治療後に生体試料中のsPD‑L1濃度が上昇した場
合に、PD‑L1阻害剤の治療効果が低いと予測することができる。
（方法１−２）
本方法は、bsPD‑L1を指標に、治療開始前に免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を
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予測する方法である。
後述の実施例から明らかなように免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤（好まし
くは抗PD‑L1抗体）である場合、治療前にbsPD‑L1陽性群は陰性群に比べてPD‑L1阻害剤に
よる治療効果が低い。
従って、本方法によればPD‑L1阻害剤の治療開始前の生体試料中のbsPD‑L1が陽性である
場合、PD‑L1阻害剤による治療効果が低いと予測することができる。
また、後述の実施例から明らかなように治療前にbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェ
ックポイント阻害剤の治療効果が低い。高値のbsPD‑L1濃度としては、2000pg/ml以上、好
ましくは3000pg/ml以上、より好ましくは4000pg/ml以上、いっそう好ましくは5000pg/ml
以上が例示される。ここで免疫チェックポイント阻害剤は好ましくはPD‑1阻害剤（好まし
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くは抗PD‑1抗体）である。
従って、本方法によれば免疫チェックポイント阻害剤の治療開始前に生体試料中のbsPD
‑L1濃度が2000pg/ml以上の患者に対しては、免疫チェックポイント阻害剤による治療効果
が低いと予測することができる。
【００１４】
２．免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする方法
本発明は、被験体から治療前後に得た生体試料を用い、該生体試料中のbsPD‑L1の濃度
を測定する工程を含む、被験体における免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性
をモニタリングする方法を提供する。ここで免疫チェックポイント阻害剤としてはPD‑1阻
害剤（好ましくは抗PD‑1抗体）が挙げられる。
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本方法の一実施態様としては、免疫チェックポイント阻害剤がPD‑1阻害剤（好ましくは
抗PD‑1抗体）の場合であって、被験体における、PD‑1阻害剤に対する生体反応性をモニタ
リングする方法が挙げられる。ここで、生体反応性のモニタリングとしては、免疫チェッ
クポイント阻害剤の血中残存量、治療効果及び生体の治療反応性が挙げられ、好ましくは
これらの同時モニタリングである。生体の治療反応性としては具体的には獲得免疫応答及
び自然免疫応答が挙げられる。
免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする本方法の別の実施
態様として、本発明は、被験体から治療前後に得た生体試料を用い、該生体試料中のsPD‑
L1の濃度を測定する工程を含む、被験体における免疫チェックポイント阻害剤に対する生
体反応性をモニタリングする方法を提供する。ここで免疫チェックポイント阻害剤として
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はPD‑L1阻害剤（好ましくは抗PD‑L1抗体）が挙げられる。ここで、モニタリングの対象と
なる生体反応としては、抗体依存性細胞傷害（ADCC）や補体依存性細胞傷害活性（CDC）
をはじめとする抗体の作用や炎症反応が挙げられる。
当該方法は、同時に生体試料中のbsPD‑L1濃度を測定する工程を含んでいてもよく、好
ましくは含む。生体試料中のsPD‑L1濃度およびbsPD‑L1濃度を組み合わせてモニタリング
することにより、より詳細な免疫チェックポイント阻害剤に対する被験体の生体反応性の
評価が可能になる。
【００１５】
３．免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関する被験体の層別
化方法
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本発明は、被験体から治療前に得た生体試料を用い、該生体試料中のbsPD‑L1の濃度を
測定する工程を含む、免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関
する被験体の層別化方法を提供する。ここで、被験体の層別化とは、被験体の集団を、免
疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に基づき群分けすることを意
味し、感受性の無い、又は低い被験体群を抽出し、治療対象から除外することを可能にす
る方法である。
後述の実施例から明らかなように治療前にbsPD‑L1濃度が高値の場合、免疫チェックポ
イント阻害剤の治療効果が低い。高値のbsPD‑L1濃度としては、2000pg/ml以上、好ましく
は3000pg/ml以上、より好ましくは4000pg/ml以上、いっそう好ましくは5000pg/ml以上が
例示される。ここで免疫チェックポイント阻害剤は好ましくはPD‑1阻害剤（好ましくは抗
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PD‑1抗体）である。
従って、本方法によれば免疫チェックポイント阻害剤の治療開始前に生体試料中のbsPD
‑L1濃度が2000pg/ml以上の患者に対しては、免疫チェックポイント阻害剤無効例と判断し
て治療対象から除外することができる。このことによって不要な薬剤投与を回避し得る。
また、後述の実施例から明らかなように免疫チェックポイント阻害剤がPD‑L1阻害剤（
好ましくは抗PD‑L1抗体）である場合、治療前にbsPD‑L1陽性群は陰性群に比べてPD‑L1阻
害剤による治療効果が低い。
従って、本方法によれば免疫チェックポイント阻害剤の治療開始前の生体試料中のbsPD
‑L1が陽性である場合、PD‑L1阻害剤無効例と判断して治療対象から除外することができる
。また、この患者群に対してはPD‑L1阻害剤ではなくPD‑1阻害剤を用いる方がよいことが
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わかる。
【００１６】
４．システムおよびキット
本発明は、(i)免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を評価する、または評価を補助
する為、（ii）免疫チェックポイント阻害剤に対する生体反応性をモニタリングする為、
又は(iii)免疫チェックポイント阻害剤での治療に対するそれらの感受性に関して被験体
を層別化する為のシステムを提供する。
該システムは、被験体から得られた生体試料中のbsPD‑L1を検出・定量する為のシステ
ムであり、PD‑1タンパク質を含み、該タンパク質と生体試料とを反応させる手段および該
タンパク質に結合した可溶型PD‑L1をbsPD‑L1として検出・定量する為の手段を含むシステ

20

ムである。具体的には以下のELISAシステムの構成を採用することができる（便宜上、新E
LISAシステムと称する場合がある）。
本発明の新ELISAシステムは、PD‑1タンパク質が固相化された担体（以下、「PD‑1担体
」ともいう）を含み、該担体と生体試料とを反応させる手段および該担体に結合した可溶
型PD‑L1をbsPD‑L1として検出・定量する為の手段を含むシステムである。好ましくは、さ
らに、抗PD‑L1抗体が固相化された担体（以下、「抗PD‑L1抗体担体」ともいう）を含み、
該担体と前記被験試料とを反応させる手段および該担体に結合した可溶型PD‑L1を検出・
定量する為の手段を含む。
【００１７】
担体は、PD‑1タンパク質を固相化するための担体としての役割を果たす。担体は、この

30

役割を果たす限り特に限定する必要はなく、種々の素材ないし形状のものを用いることが
できる。担体として典型的には、疎水性プラスティック素材のマイクロプレート、ビーズ
、チューブなどを用いることができ、最も好ましくは、多穴マイクロプレートを用いるこ
とができる。
【００１８】
PD‑1担体は、公知の方法により、作製することができる。すなわち、担体に、PD‑1タン
パク質を溶解させた溶液を加え静置し、PD‑1タンパク質を担体に吸着させた後、溶液を除
去、洗浄やブロッキング液による保護・洗浄を行うことにより、PD‑1担体を作製すること
ができる。
【００１９】

40

本発明の新ELISAシステムでは、該担体に、生体試料、検出用マーカーを順に反応させ
る。
また、PD‑1担体と生体試料との反応を行う場合も、用いるPD‑1担体や生体試料に応じて
、反応時間や反応温度を調整することができ、反応後は、必要に応じ、上清を除去し、洗
浄液にて洗浄を行うなどすればよい。
【００２０】
生体試料との反応終了後、検出用マーカーを反応させる。
検出用マーカーは、PD‑1とbsPD‑L1の結合反応を検出するマーカーとしての役割を果た
すものであり、検出用マーカーの検出を通じて、結合反応の検出・定量を可能とするもの
である。検出用マーカーは、これらの役割を果たす限り特に限定する必要はなく、種々の
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態様で行うことができる。
検出用マーカーは、例えば、PD‑1に結合したbsPD‑L1を、直接的ないし間接的に検出す
るマーカーとして構成することができる。
直接的な検出としては、例えば、検出用マーカーとして、放射標識や蛍光標識された抗
PD‑L1抗体を用い、PD‑1と結合したbsPD‑L1に反応させるなどである。
間接的な検出としては、例えば、ビオチン標識された抗PD‑L1抗体をPD‑1と結合したbsP
D‑L1に反応させた後、検出用マーカーとしてビオチン定量試薬を反応させて検出を行うな
どである。
また、検出用マーカーについては、検出が可能である限り特に限定する必要はなく、PD
‑1担体の態様や測定目的に応じて、適宜、変更することができ、例えば、酵素標識抗体、

10

蛍光標識体、放射標識体、もしくはこれらを組み合わせるなどして用いてもよい。
【００２１】
本発明の新ELISAシステムについて、さらに、抗PD‑L1抗体が固相化された担体（以下、
「抗PD‑L1抗体担体」という）に、生体試料、検出用マーカーの順に反応させ、この検出
・定量結果を合わせて評価を行うELISAシステムとすることが好ましい。これにより、sPD
‑L1とbsPD‑L1の同時検出・定量が可能となり、より詳細な免疫チェックポイント阻害剤に
対する被験体の生体反応性の評価が可能になる。
かかる場合、sPD‑L1とbsPD‑L1の同時検出・定量が可能である限り特に限定する必要は
なく、種々の態様ないし構成とすればよい。
例えば、96穴マイクロプレートのうち、半分をPD‑1タンパク質で固相化し、残りを抗PD

20

‑L1抗体で固相化するなどである。また、PD‑1担体と抗PD‑L1抗体担体、ならびに検出マー
カーとしての抗PD‑L1抗体を含んだELISAキットとして構成するなどである。
【００２２】
本発明の新ELISAシステムについて、ELISAキットとして構成することが好ましい（便宜
上、新ELISAキットと称する場合がある）。本発明において新ELISAキットは、PD‑1担体、
検出用マーカーを必須の部材とする限り特に限定する必要はなく、必要に応じて他の試薬
などを含むことができる。
一例をあげると、PD‑1担体としてPD‑1タンパク質が固相化された96穴マイクロプレート
、検出マーカーとしてビオチン標識抗PD‑L1抗体ならびにビオチン定量試薬などを組み合
わせるなどである。

30

【００２３】
また、本発明は、以下の通り、治療前の被験体から得た生体試料を用いる場合（治療前
の診断）及び被験体の治療前後の生体試料を用いる場合（治療前後の診断）に大別するこ
とができる。
Ａ．治療前の診断
本方法は、生体試料中のbsPD‑L1を指標に、治療開始前に免疫チェックポイント阻害剤
の効果を予測する方法である。
後述の実施例から明らかなように治療前のbsPD‑L1の濃度が、
陰性の場合：PD‑L1阻害剤又はPD‑1阻害剤の効果有りと予測でき；
陽性の場合：血中でPD‑L1阻害剤がbsPD‑L1と結合して消費される可能性があり、PD‑L1阻
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害効果が減弱するため、免疫チェックポイント阻害剤としてはPD‑1阻害剤を用いる方がよ
いと予測でき；
陽性かつ高値の場合（2000pg/ml以上）：bsPD‑L1が血液中に過剰に存在し、PD‑1阻害剤と
競合する可能性があり、PD‑1阻害剤及びPD‑L1阻害剤のいずれも効果がないことが予測さ
れる。
Ｂ．治療前後の診断
本方法は、免疫チェックポイント阻害剤を投与した患者の治療前及び治療後の生体試料
中のbsPD‑L1及び／又はsPD‑L1を指標に、免疫チェックポイント阻害剤の効果を予測し、
及び／又は、その免疫チェックポイント阻害剤への患者の反応性をモニタリングする方法
である。
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Ｂ−１．免疫チェックポイント阻害剤としてPD‑L1阻害剤を用いる場合
後述の実施例から明らかなように治療前後のsPD‑L1値を調べることによって、PD‑L1阻
害剤による炎症反応、抗体依存性細胞傷害（ADCC）、補体依存性細胞傷害（CDC）を評価
することが可能である。生体試料中のsPD‑L1の濃度が治療後に上昇する場合には、PD‑L1
阻害剤投与による副作用（炎症反応）が生じ（反応性モニタリング）、増加したsPD‑L1に
より血中でPD‑L1阻害剤が消費され、PD‑L1阻害剤の治療効果が低下することが予測される
（治療効果予測）。このような場合には、免疫チェックポイント阻害剤による治療をPD‑L
1阻害剤からPD‑1阻害剤に変更することが効果的である。sPD‑L1の濃度が治療後にも変わ
らない(不変)場合には、PD‑L1阻害剤投与による副作用がなく（反応性モニタリング）、
その患者はPD‑L1阻害剤に治療効果があることが予測される（治療効果予測）。このよう
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な場合には、免疫チェックポイント阻害剤として引き続きPD‑L1阻害剤を用いることがで
きる。
Ｂ−２．免疫チェックポイント阻害剤としてPD‑1阻害剤を用いる場合
後述の実施例から明らかなように治療前後のbsPD‑L1の濃度を調べることによって、PD‑
1阻害剤の血中残存量およびPD‑1阻害効果、さらに生体の治療反応性を同時に複合的に評
価することができる。治療後にbsPD‑L1の濃度が低下しない（変わらないか上昇する）場
合には、PD‑1阻害剤の治療効果が低いことが予測される（治療効果予測）。また、血中PD
‑1抗体が枯渇している可能性があり（反応性モニタリング（血中残存量））、このような
場合には、PD‑1阻害剤を増量するか、中止を検討する。psPD‑L1の濃度が低下する場合に
は、PD‑1阻害剤の治療効果があることが予測される（治療効果予測）。また、血中に十分

20

にPD‑1阻害剤が残存しているので（反応性モニタリング（血中残存量））、このような場
合には、引き続きPD‑1阻害剤を投与でき、減量を検討してもよい。
Ａ及びＢのいずれの診断においても、bsPD‑L1の濃度を測定する場合には、上記した「
４．システムおよびキット」を用いることができ、また、用いることが好ましい。sPD‑L1
の濃度を測定する場合には、抗PD‑L1抗体が固相化された担体を用いた従来のキット等が
用いられる。
【実施例】
【００２４】
本発明について、実験例を用いて詳述するが、これらは本発明の範囲を限定するもので
はない。また、使用する試薬および材料は特に限定されない限り商業的に入手可能である
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。
【００２５】
＜＜実験方法概略＞＞
１．患者検体
実験には、日本医科大学付属病院倫理委員会の承認を経て、インフォームド・コンセン
トのもとに肺がん患者より採取された血液検体を用いた。
２．DNAコンストラクト
Human PD‑1‑Ig発現ベクターは、cDNA断片をpEF BOSベクターに挿入して作製した。
３．PD‑1‑Igタンパク質の精製
293T細胞に、リン酸カルシウム法によりHuman PD‑1‑Ig発現ベクターを遺伝子導入し、7
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日後に培養上清を回収して、Protein Gによるaffinityクロマトグラフィーにより、Human
PD‑1‑Igタンパク質を精製した。
４．ELISAシステム
抗PD‑L1抗体およびPD‑1‑Igタンパク質をcoatingした2種類のELISAプレートを作製し、
既知の濃度の組換えPD‑L1タンパク質（R&D社）を添加してビオチン標識抗PD‑L1抗体によ
るImmunoassayにより比色定量を行った。
抗PD‑L1抗体をcoatingしたELISAでは、PD‑L1タンパク質が50〜10000pg/mLの範囲で、PD
‑1‑Igタンパク質をcoatingしたELISA（新ELISAシステム）ではbsPD‑L1タンパク質が316〜
200000pg/mLの範囲で濃度依存性に吸光度の増加がみられた。尚、bsPD‑L1の検出限界値は
30pg/ml、PD‑L1の検出限界値は50pg/mlであった。2つの検量線から総PD‑L1タンパク質中
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のbsPD‑L1量を求め、以後の実験の基準値とした。
【００２６】
実施例１
（方法）
免疫チェックポイント阻害剤を使用した肺がん患者（PD‑1阻害剤（nivolumabまたはpem
brolizumab）使用39症例およびPD‑L1阻害剤（atezolizumab）使用11症例）を対象として
、治療前に採取した血液検体中のbsPD‑L1値を、新ELISAシステムにより測定し、治療効果
との関係を調べた。
（結果）
免疫チェックポイント阻害剤使用患者50名中3名(6%)はPD‑1阻害剤による治療効果が低

10

かった(PD:progressive disease)。これらの患者における血中bsPD‑L1値は高値(2000pg/m
l以上)を示した（図５）。
bsPD‑L1高値群では、bsPD‑L1が血液中に過剰に存在し、PD‑1に結合して、PD‑1阻害剤と
競合する。そのため、免疫チェックポイント阻害剤による治療効果がないと考えられた。
治療前血液検査でbsPD‑L1高値群は、免疫チェックポイント阻害剤による治療効果が低い
。この結果は、治療前のスクリーニング検査で、bsPD‑L1高値群は免疫チェックポイント
阻害剤無効例と関連付け、治療対象から除外できる可能性を示唆している。
【００２７】
実施例２
（方法）

20

PD‑L1阻害剤(抗PD‑L1抗体：atezolizumab)を使用した肺がん患者（11症例）を対象とし
て、治療前に採取した血液検体中のbsPD‑L1値をELISAシステムにより測定し、治療効果と
の関係を調べた。
（結果）
PD‑L1阻害剤使用患者11名中4名はbsPD‑L1陽性で、7名はbsPD‑L1陰性であった。bsPD‑L1
陽性群は陰性群に比べて、bsPD‑L1阻害剤による治療効果が低かった（図１および表１）
。
【００２８】
【表１】
30

【００２９】
PR: partial response （部分奏功）、

40

SD: stable disease (安定)、
PD: progressive disease （進行）。
陰性：治療前にbsPD‑L1陰性、
陽性：治療前にbsPD‑L1陽性。
bsPD‑L1陽性群では、PD‑L1阻害剤が、血中bsPD‑L1と結合して消費され、腫瘍組織にお
けるPD‑L1阻害効果が減弱するため、PD‑L1阻害剤の治療効果が低くなると考えられた。治
療前血液検査でbsPD‑L1陽性群は、PD‑L1阻害剤による治療効果が低い。従ってこのような
患者にはPD‑L1阻害剤ではなく、PD‑１阻害剤使用が望ましいと考えられる。この結果は、
治療前のスクリーニング検査で、bsPD‑L1陽性群に対してはPD‑L1阻害剤ではなく、PD‑1阻
害剤を選択することが望ましいことを示唆している。
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【００３０】
実施例３
（方法）
PD‑1阻害剤（抗PD‑1抗体：nivolumab, pembrolizumab）を使用した肺がん患者（39症例
）を対象として、治療前および治療後（2か月後、PD‑1抗体追加投与直前）に採取した血
液検体中のbsPD‑L1値を、ELISAシステムにより測定し、治療前後のbsPD‑L1値の変化と、
治療効果との関係について調べた。
（結果）
PD‑1阻害剤使用患者39名中4名（10％）は治療後にbsPD‑L1値が上昇、16名（41％）は不
変で、19名（49％）は低下した。治療後にbsPD‑L1が低下した群は、PD‑1阻害剤による治

10

療効果が高く（CR5%, PR53%, SD26%, PD16%）、上昇した群は治療効果が低い傾向（CR0%,
PR0%, SD25%, PD75%）を示した（図２、表２）。
【００３１】
【表２】

20

30

【００３２】
CR: complete response (完全奏効)、
PR: partial response （部分奏功）、
SD: stable disease (安定)、
PD: progressive disease （進行）。
低下：治療後にbsPD‑L1値が低下、

40

不変：治療後にbsPD‑L1値が不変、
上昇：治療後にbsPD‑L1値が上昇。
(血中PD‑1阻害剤のモニタリングについて)
血液中にPD‑1阻害剤が存在すると、bsPD‑L1検出系において、PD‑1阻害剤が固相化され
たPD‑1タンパク質と結合して、bsPD‑L1と競合するため、bsPD‑L1値が低下することが考え
らえた（図３）。
（治療反応性の評価について）
PD‑1阻害剤治療により、Ｔ細胞免疫応答が増強すると、PD‑L1発現レベルが上昇する。
さらに自然免疫系も活性化すると、炎症性プロテアーゼによりPD‑L1が切断されて、血中b
sPD‑L1値が上昇する。治療前後のbsPD‑L1値を調べることによって、PD‑1阻害剤の血中残
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存量およびPD‑1阻害効果、さらに生体の治療反応性（獲得免疫応答＋自然免疫応答）を同
時に複合的に評価することが可能であることがわかった。例えば、以下の判定基準が考え
られる。
・治療後にbsPD‑L1値が低下→血液中に十分なPD‑1阻害剤が存在して、PD‑1阻害効果があ
ることを示す。
・治療後にbsPD‑L1が不変→血中PD‑1阻害剤が不足して、PD‑1阻害効果が減弱しているこ
とを示す。
・治療後にbsPD‑L1値が上昇→PD‑1阻害剤により免疫応答が増強しているが、血中PD‑1阻
害剤が不足してPD‑1阻害効果が減弱していることを示す。
これらの結果より、本発明により、例えば、bsPD‑L1上昇群および不変群に対してはPD‑
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1阻害剤の増量や投与間隔の縮小について検討することができ、bsPD‑L1低下群に対してPD
‑1阻害剤の減量や投与間隔の延長について検討することができる、といった免疫チェック
ポイント阻害剤の投与計画の作成が可能となることがわかった。
【００３３】
実施例４
（方法）
PD‑L1阻害剤(抗PD‑L1抗体：atezolizumab)を使用した肺がん患者（11症例）を対象とし
て、治療前および治療後（2か月後、抗PD‑L1抗体追加投与直前）に採取した血液検体中の
sPD‑L1値を、従来型の抗PD‑L1抗体が固相化された担体を用いたELISAシステムにより測定
し、治療前後のsPD‑L1値の変化と、治療効果との関係について調べた。
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（結果）
PD‑L1阻害剤使用患者11名中9名（82％）は治療後にsPD‑L1値が上昇し、2名（18％）は
変化がなかった。sPD‑L1上昇群は治療効果が低く（PD5名、SD2名、PR2名）、sPD‑L1不変
群は治療効果が高い傾向（2名ともPR）を示した（図４、表３）。
【００３４】
【表３】
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【００３５】
PR: partial response （部分奏功）、
SD: stable disease (安定)、
PD: progressive disease （進行）。
不変：治療後にsPD‑L1値が不変、
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上昇：治療後にsPD‑L1値が上昇。
PD‑L1阻害剤が、血管内皮細胞上に発現する膜型PD‑L1に結合して、ADCC（抗体依存性細
胞傷害）や補体依存性細胞傷害活性（CDC）活性が誘導されると、炎症細胞が遊走・集積
して、局所的な炎症反応がおこり、PD‑L1が切断・分解されて、血液中のsPD‑L1が増加す
る。このようにPD‑L1阻害剤による炎症反応が惹起された症例では、増加したsPD‑L1と結
合してPD‑L1阻害剤が血中で消費されるため、腫瘍組織におけるPD‑L1阻害効果は減弱する
と考えられた。従って、本発明によれば、治療前後のsPD‑L1値を調べることによって、PD
‑L1阻害剤によるADCCやCDCなどの炎症応答を評価することが可能である。治療後にsPD‑L1
が上昇しない群は上昇した群に比べて治療効果が高い。
【産業上の利用可能性】
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【００３６】
本発明により、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法における治療指針、例え
ば、免疫チェックポイント阻害剤無効例の同定、患者に適した免疫チェックポイント阻害
剤の選定、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法における薬物投与計画の作成等
が可能になる。

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】

【図５】
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