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(57)【要約】
　組み合わせ治療を開示する。組み合わせ治療を、癌性
状態および／または障害の処置または予防に使用できる
。該組み合わせは、免疫調節剤および第二治療剤を含ん
でよく、ここで、(ｉ)免疫調節剤は、ＰＤ－１、ＰＤ　
Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ
－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩ
Ｔ、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベ
ータの１以上の阻害剤の一覧から選択されるかまたは免
疫調節剤はＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣ
ＡＭ－１、ＬＦＡ－１（ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣ
ＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)、ＧＩＴＲ
、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７
、ＬＩＧＨＴ、ＮＫＧ２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０
、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１
以上のアゴニストからなる共刺激性分子のアクティベー
ターであり、(ii)第二治療剤が表１に提供する化合物の
１以上から選択される薬剤、すなわち、ＬＣＬ　１６１
、Ｒａｄ－００１(エベロリムス)、ＣＧＭ０９７、ＬＧ
Ｈ－４４７、ＬＪＭ７１６(ヒトモノクローナル抗体)、
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象における癌を処置するために使用する免疫調節剤および第二治療剤を含む組み合わ
せ剤であって、
(ｉ)免疫調節剤が免疫チェックポイント分子の阻害剤または共刺激性分子のアクティベー
ターまたはこれらの組み合わせであり、
ここで、免疫チェックポイント分子の阻害剤がＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴ
ＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ
、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベータの１以上の阻害剤から選択され
、
共刺激性分子のアクティベーターがＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣＡＭ－１
、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)
、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨＴ、ＮＫＧ
２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１
以上のアゴニストから選択され；そして
(ii)第二治療剤が、表１に提供する１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)Ｈ
ＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒ
ストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；または８)ＦＧＦ受
容体阻害剤の１以上から選択される、
組み合わせ剤。
【請求項２】
　対象における癌を処置するために使用する免疫調節剤および第二治療剤を含む組み合わ
せ剤であって、
(ｉ)免疫調節剤が免疫チェックポイント分子の阻害剤または共刺激性分子のアクティベー
ターまたはこれらの組み合わせであり、
ここで、免疫チェックポイント分子の阻害剤がＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴ
ＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ
、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベータの１以上の阻害剤から選択され
、
共刺激性分子のアクティベーターがＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣＡＭ－１
、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)
、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨＴ、ＮＫＧ
２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１
以上のアゴニストから選択され；そして
(ii)第二治療剤が
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
；
４)Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３
－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
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５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カル
ボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド
の１以上から選択される、組み合わせ剤。
【請求項３】
　免疫調節剤および第二治療剤を対象に投与することを含む、対象における癌を処置する
方法であって
(ｉ)免疫調節剤が免疫チェックポイント分子の阻害剤または共刺激性分子のアクティベー
ターまたはこれらの組み合わせであり
ここで、免疫チェックポイント分子の阻害剤がＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴ
ＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ
、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベータの１以上の阻害剤から選択され
、
共刺激性分子のアクティベーターがＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣＡＭ－１
、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)
、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨＴ、ＮＫＧ
２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１
以上のアゴニストから選択され；そして
(ii)第二治療剤が、表１に提供する１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)Ｈ
ＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒ
ストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；または８)ＦＧＦ受
容体阻害剤の１以上から選択され、
それにより癌を処置する、方法。
【請求項４】
　免疫調節剤および第二治療剤を対象に投与することを含む、対象における癌を処置する
方法であって、
(ｉ)免疫調節剤が免疫チェックポイント分子の阻害剤または共刺激性分子のアクティベー
ターまたはこれらの組み合わせであり
ここで、免疫チェックポイント分子の阻害剤がＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴ
ＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ
、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベータの１以上の阻害剤から選択され
、
共刺激性分子のアクティベーターがＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣＡＭ－１
、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)
、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨＴ、ＮＫＧ
２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１
以上のアゴニストから選択され；そして
(ii)第二治療剤が：
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
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１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
；
４)Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３
－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カル
ボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド
の１以上から選択され、
それにより癌を処置する、方法。
【請求項５】
　細胞を免疫調節剤および第二治療剤と接触させることを含む、癌細胞の増殖、生存もし
くは生存能またはその全てを低減させる方法であって、
(ｉ)免疫調節剤が免疫チェックポイント分子の阻害剤または共刺激性分子のアクティベー
ターまたはこれらの組み合わせであり、
ここで、免疫チェックポイント分子の阻害剤がＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴ
ＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ
、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４またはＴＧＦＲベータの１以上の阻害剤から選択され
、
ここで、共刺激性分子のアクティベーターがＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣ
ＡＭ－１、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(Ｃ
Ｄ１３７)、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨ
Ｔ、ＮＫＧ２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リ
ガンドの１以上のアゴニストから選択され；および
(ii)第二治療剤が、表１に提供する１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)Ｈ
ＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒ
ストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；または８)ＦＧＦ受
容体阻害剤の１以上から選択され、
それにより、癌細胞の増殖、生存もしくは生存能またはその全てを低減させる、方法。
【請求項６】
　免疫チェックポイント分子の阻害剤が、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴＬＡ
－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭまたはこれらの任意の組み合わせの１以上
から選択される、請求項１または２に記載の使用または請求項３～５のいずれかに記載の
方法。
【請求項７】
　共刺激性分子のアゴニストが、ＯＸ４０、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１
３７)、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＮＫＧ２Ｃ、
ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガンドの１以上の
アゴニストから選択される、請求項１～２または６のいずれかに記載の使用または請求項
３～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　免疫調節剤および第二治療剤を一緒に単一組成物として投与するかまたは別々に２以上
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の異なる組成物または投与形態として投与する、請求項１～２または６～７のいずれかに
記載の使用または請求項３～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　免疫調節剤と第二剤の組み合わせが、同時または第二剤の前もしくは後に投与されるか
接触させられる、請求項１～２または６～８のいずれかに記載の使用または請求項３～８
のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　免疫チェックポイント分子の阻害剤が、免疫チェックポイント分子に結合する可溶性リ
ガンドまたは抗体もしくはその抗原結合フラグメントである、請求項１～２または６～９
のいずれかに記載の使用または請求項８～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　抗体または抗原結合フラグメントがヒトＩｇＧ１もしくはＩｇＧ４からの定常領域また
はそれらの改変された形態を含む、請求項１０に記載の使用または方法。
【請求項１２】
　改変された定常領域が、Ｆｃ受容体結合、抗体グリコシル化、システイン残基数、エフ
ェクター細胞機能または補体機能の１以上を増加または低減させるために変異されている
、請求項１１に記載の使用または方法。
【請求項１３】
　抗体分子が、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１に対する第一結合特異性およびＴＩＭ－３、Ｌ
ＡＧ－３またはＰＤ－Ｌ２に対する第二結合特異性を有する二特異性または多特異性抗体
分子である、請求項１０に記載の使用または方法。
【請求項１４】
　免疫調節剤がニボルマブ、ペンブロリズマブまたはピディリズマブから選択される抗Ｐ
Ｄ－１抗体である、請求項１～２または６～１３のいずれかに記載の使用または請求項３
～１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　免疫調節剤がＹＷ２４３.５５.Ｓ７０、ＭＰＤＬ３２８０Ａ、ＭＥＤＩ－４７３６、Ｍ
ＳＢ－００１０７１８ＣまたはＭＤＸ－１１０５から選択される抗ＰＤ－Ｌ１抗体である
、請求項１～２または６～１３のいずれかに記載の使用または請求項３～１３のいずれか
に記載の方法。
【請求項１６】
　免疫調節剤が抗ＬＡＧ－３抗体分子である、請求項１～２または６～１３のいずれかに
記載の使用または請求項３～１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　抗ＬＡＧ－３抗体分子がＢＭＳ－９８６０１６である、請求項１６に記載の使用または
方法。
【請求項１８】
　免疫調節剤が、配列番号２の重鎖アミノ酸配列および配列番号３の軽鎖アミノ酸配列；
または配列番号４の重鎖アミノ酸配列および配列番号５の軽鎖アミノ酸配列を含む抗ＰＤ
－１抗体である、請求項１～２または６～１３のいずれかに記載の使用または請求項３～
１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　免疫調節剤が、配列番号６の重鎖可変アミノ酸配列および配列番号７の軽鎖可変アミノ
酸配列を含む抗ＰＤ－Ｌ１抗体である、請求項１～２または６～１３のいずれかに記載の
使用または請求項３～１３のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　免疫調節剤がＴＩＭ－３阻害剤である、請求項１～２または６～１３のいずれかに記載
の使用または請求項３～１３のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　ＴＩＭ－３阻害剤がＴＩＭ－３に対する抗体分子である、請求項２０に記載の使用また
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は方法。
【請求項２２】
　癌が血液癌、白血病、リンパ腫または骨髄腫から選択される固形腫瘍または軟組織腫瘍
もしくは前記癌のいずれかの転移病巣である、請求項１～２または６～２１のいずれかに
記載の使用または請求項３～２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　癌が肺、乳房、卵巣、リンパ系、消化器(例えば、結腸)、肛門、生殖器および泌尿生殖
器(例えば、腎臓、尿路上皮、膀胱細胞、前立腺)、咽頭、ＣＮＳ(例えば、脳、神経また
はグリア細胞)、頭頸部、皮膚(例えば、黒色腫)、膵臓、結腸、直腸、腎細胞癌、肝臓、
肺、非小細胞性肺癌、小腸または食道から選択される固形腫瘍である、請求項１～２また
は６～２１のいずれかに記載の使用または請求項３～２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　癌がホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、リンパ性白血病または骨髄白血病から選
択される血液癌である、請求項１～２または６～２１のいずれかに記載の使用または請求
項３～２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　癌が表１に開示する癌から選択される、請求項１～２または６～２１のいずれかに記載
の使用または請求項３～２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　対象がヒト(例えば癌を有するかまたは有するリスクがある患者)である、請求項１～２
または６～２５のいずれかに記載の使用または請求項３～２５のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　免疫調節剤が、約１～３０mg／kg、例えば、約５～２５mg／kg、約１０～２０mg／kg、
約１～５mg／kgまたは約３mg／kgの用量で、例えば、週に１回から２週間、３週間または
４週間に１回注射(例えば、皮下または静脈内)により投与される抗ＰＤ－１抗体分子であ
る、請求項１～２または６～２６のいずれかに記載の使用または請求項３～２６のいずれ
かに記載の方法。
【請求項２８】
　抗ＰＤ－１抗体分子が、約１～２０mg／kgの用量で隔週投与される、請求項２７に記載
の使用または方法。
【請求項２９】
　抗ＰＤ－１抗体分子、例えば、ニボルマブが、２週毎に、約１mg／kg～３mg／kg、例え
ば、約１mg／kg、２mg／kgまたは３mg／kgの用量で静脈内投与される、請求項２６に記載
の使用または方法。
【請求項３０】
　抗ＰＤ－１抗体分子、例えば、ニボルマブが、３週間間隔で約２mg／kgの用量で静脈内
投与される、請求項２６に記載の使用または方法。
【請求項３１】
　免疫調節剤が、ＩＡＰ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブ
またはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記載の
使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３２】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、乳癌、結腸
癌または膵臓癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫または造血障害を処置するた
めに、ＬＣＬ１６１と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳ
Ｂ００１０７１８Ｃであり、ここで、ＬＣＬ１６１が(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキ
シル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾイル)チアゾール－２－イル)ピロリジ
ン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチルアミノ)プロパンアミドである、請求項
１～２または６～３０のいずれかに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の
方法。
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【請求項３３】
　ＬＣＬ１６１が、約１０～３０００mg、例えば、約２０～２４００mg、約５０～１８０
０mg、約１００～１５００mg、約２００～１２００mg、約３００～９００mg、例えば、約
６００mg、約９００mg、約１２００mg、約１５００mg、約１８００mg、約２１００mgまた
は約２４００mgの経口用量で投与される、請求項３２に記載の使用または方法。ある態様
において、ＬＣＬ１６１を週１回または２週毎に１回投与する。
【請求項３４】
　免疫調節剤が、ＴＯＲキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロ
リズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれか
に記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３５】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、肉腫、肺癌
(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)(例えば、扁平上皮および／または非扁平上皮組織
学を有するＮＳＣＬＣ))、黒色腫(例えば、進行型黒色腫)、消化器／胃腸癌、胃癌、神経
性癌、前立腺癌、膀胱癌、乳癌；または造血器腫瘍、例えば、リンパ腫または白血病を処
置するためにＲａｄ－００１と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブま
たはＭＳＢ００１０７１８Ｃであり、ここで、Ｒａｄ－００１が((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１
５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５
Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒド
ロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチルエチル}－１９,３０－ジメ
トキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１１,３６－ジオキサ－４－ア
ザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－１６,２４,２６,２８－テト
ラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)である、請求項１～２または６～３０のい
ずれかに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３６】
　免疫調節剤が、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブ
ロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれ
かに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３７】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍を処置するためにＣＧ
Ｍ０９７と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０
７１８Ｃであり、ここで、ＣＧＭ０９７が(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプ
ロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジ
ン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒ
ドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オンである、請求項１～２または６～３０のいずれかに
記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３８】
　免疫調節剤が、ＰＩＭキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロ
リズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれか
に記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項３９】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、造血器腫瘍、例えば、多発性骨
髄腫、骨髄異形成症候群、骨髄白血病または非ホジキンリンパ腫を処置するためにＬＧＨ
４４７と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７
１８Ｃであり、ここで、ＬＧＨ４４７がＮ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－
メチルシクロヘキシル)ピリジン－３－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－３－
フルオロピコリンアミドである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記載の使用ま
たは請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４０】
　免疫調節剤が、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブ
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ロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれ
かに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４１】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば胃癌、食道癌
、乳癌、頭頸部癌、胃癌または消化器／胃腸癌治療を処置するために、ＬＪＭ７１６と組
み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃであ
り、ここで、ＬＪＭ７１６が米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１
のＶＨおよび配列番号１４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗
原結合フラグメントである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記載の使用または
請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４２】
　免疫調節剤が、ＨＤＡＣ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマ
ブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記載
の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４３】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、骨癌、小細
胞肺癌、呼吸器／胸部癌、前立腺癌、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)、神経性癌、胃癌、黒
色腫、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌、腎臓癌または頭頸部癌または肝臓癌；または造血器腫
瘍、例えば、多発性骨髄腫、造血障害、骨髄異形成症候群、リンパ腫(例えば、非ホジキ
ンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病)を処置するためにＬＢＨ５８９と組み合
わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃであり、
ここで、ＬＢＨ５８９が(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－
インドール－３－イル)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミドでる、請求項１
～２または６～３０のいずれかに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方
法。
【請求項４４】
　免疫調節剤が、ヤヌスキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロ
リズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれか
に記載の使用または請求項２３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４５】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、前立腺癌、
肺癌、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、リンパ腫
(例えば、非ホジキンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病、リンパ性白血病)を処
置するためにＩＮＣ４２と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブロリズマブまたは
ＭＳＢ００１０７１８Ｃであり、ここで、ＩＮＣ４２４が(３Ｒ)－３－シクロペンチル－
３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－
イル]プロパンニトリルである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記載の使用ま
たは請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４６】
　癌がＪＡＫ変異、例えば、ＪＡＫ２　Ｖ６１７Ｆ変異を有するかまたは有するとして同
定される、請求項４５に記載の使用または方法。
【請求項４７】
　免疫調節剤が、ＦＧＦ受容体阻害剤と組み合わせて使用するニボルマブ、ペンブロリズ
マブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃである、請求項１～２または６～３０のいずれかに記
載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　免疫調節剤が、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、消化器／胃腸癌；また
は血液癌を処置するために、ＢＵＷ０７８と組み合わせて使用されるニボルマブ、ペンブ
ロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃであり、ここで、ＢＵＷ０７８が８－(２,６－
ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カルボン酸(４－ジメ
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チルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミドである、請求項１～２また
は６～３０のいずれかに記載の使用または請求項３～３０のいずれかに記載の方法。
【請求項４９】
　対象における癌を処置するために使用する抗ＰＤ－１抗体または抗ＴＩＭ－３抗体およ
び第二治療剤を含む組み合わせ剤であって、
(ｉ)ＰＤ－１阻害剤がニボルマブ、ペンブロリズマブまたはピディリズマブから選択され
；
(ii)第二治療剤が：
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
；
４)Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３
－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カル
ボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド
の１以上から選択される、組み合わせ剤。
【請求項５０】
　対象における癌を処置するために、対象に抗ＰＤ－１抗体または抗ＴＩＭ－３抗体およ
び第二治療剤を投与することを含む、方法であって、
(ｉ)ＰＤ－１阻害剤がニボルマブ、ペンブロリズマブまたはピディリズマブから選択され
；そして
(ii)第二治療剤が：
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
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；
４)Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３
－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カル
ボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド
の１以上から選択され、
それにより癌を処置する、方法。
【請求項５１】
　免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分
子の阻害剤の１以上)および第二治療剤、例えば、表１に提供する１)ＩＡＰ阻害剤；２)
ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)Ｈ
ＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナー
ゼ阻害剤；または８)ＦＧＦ受容体阻害剤の１以上から選択される第二治療剤を含む、組
成物(例えば、１以上の組成物または投与形態)。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年１０月３日出願の米国仮出願番号６２／０５９,８３２号に基づ
く優先権を主張し、前記出願の内容を、引用によりその全体を本明細書に包含させる。
【０００２】
配列表
　本出願は、ASCII形式で電子的に提供され、ここにその全体を引用により包含させる配
列表を含む。該ASCIIコピーは、２０１５年１０月１日に作成し、C2160-7006WO_SL.txtな
る名称であり、１４,６１８バイトサイズである。
【背景技術】
【０００３】
背景
　Ｔ細胞が抗原に対する免疫応答に介在する能力は、２の異なるシグナル伝達相互作用を
必要とする(Viglietta, V. et al. (2007) Neurotherapeutics 4:666-675; Korman, A. J
. et al. (2007) Adv. Immunol. 90:297-339)。第一に、抗原提示細胞(ＡＰＣ)の表面上
に整列している抗原が抗原特異的ナイーブＣＤ４＋　Ｔ細胞に対して提示されていること
である。このような提示は、シグナルを、提示抗原に特異的な免疫応答を開始するようＴ
細胞に指示するＴ細胞受容体(ＴＣＲ)を経て送達する。第二に、ＡＰＣと異なるＴ細胞表
面分子の間の相互作用により介在される種々の共刺激性および阻害性シグナルは、Ｔ細胞
の活性化および増殖ならびに最終的にその阻害を誘発することである。
【０００４】
　免疫系は、共刺激性および共阻害性リガンドおよび受容体のネットワークにより厳しく
制御されている。これらの分子は、Ｔ細胞活性化の第二シグナルを提供し、感染に対する
免疫応答を最大にし、同時に自己に対する免疫を限定するために、正および負のシグナル
のバランスの取れたネットワークを提供する(Wang, L. et al. (Epub Mar. 7, 2011) J. 
Exp. Med. 208(3):577-92; Lepenies, B. et al. (2008) Endocrine, Metabolic & Immun
e Disorders--Drug Targets 8:279-288)。共刺激性シグナルの例は、ＡＰＣのＢ７.１(Ｃ
Ｄ８０)およびＢ７.２(ＣＤ８６)リガンドとＣＤ４＋　Ｔリンパ球のＣＤ２８およびＣＴ
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ＬＡ－４受容体の結合を含む(Sharpe, A. H. et al. (2002) Nature Rev. Immunol. 2:11
6-126; Lindley, P. S. et al. (2009) Immunol. Rev. 229:307-321)。Ｂ７.１またはＢ
７.２のＣＤ２８への結合はＴ細胞活性化を刺激し、一方Ｂ７.１またはＢ７.２のＣＴＬ
Ａ－４への結合はこのような活性化を阻害する(Dong, C. et al. (2003) Immunolog. Res
. 28(1):39-48; Greenwald, R. J. et al. (2005) Ann. Rev. Immunol. 23:515-548)。Ｃ
Ｄ２８は、Ｔ細胞表面に構成的に発現され(Gross, J., et al. (1992) J. Immunol. 149:
380-388)、一方ＣＴＬＡ－４発現は、Ｔ細胞活性化後急速に上方制御される(Linsley, P.
 et al. (1996) Immunity 4:535-543)。
【０００５】
　ＣＤ２８受容体の他のリガンドは、“Ｂ７スーパーファミリー”としても知られる関連
Ｂ７分子の群を含む(Coyle, A. J. et al. (2001) Nature Immunol. 2(3):203-209; Shar
pe, A. H. et al. (2002) Nature Rev. Immunol. 2:116-126; Collins, M. et al. (2005
) Genome Biol. 6:223.1-223.7; Korman, A. J. et al. (2007) Adv. Immunol. 90:297-3
39)。Ｂ７スーパーファミリーのいくつかのメンバーが知られ、Ｂ７.１(ＣＤ８０)、Ｂ７
.２(ＣＤ８６)、誘導性共刺激分子リガンド(ＩＣＯＳ－Ｌ)、プログラム死－１リガンド(
ＰＤ－Ｌ１；Ｂ７－Ｈ１)、プログラム死－２リガンド(ＰＤ－Ｌ２；Ｂ７－ＤＣ)、Ｂ７
－Ｈ３、Ｂ７－Ｈ４およびＢ７－Ｈ６を含む(Collins, M. et al. (2005) Genome Biol. 
6:223.1-223.7)。
【０００６】
　プログラム死１(ＰＤ－１)タンパク質は、Ｔ細胞レギュレーターの拡張ＣＤ２８／ＣＴ
ＬＡ－４ファミリーの阻害性メンバーである(Okazaki et al. (2002) Curr Opin Immunol
 14: 391779-82; Bennett et al. (2003) J. Immunol. 170:711-8)。ＣＤ２８ファミリー
の他のメンバーは、ＣＤ２８、ＣＴＬＡ－４、ＩＣＯＳおよびＢＴＬＡを含む。ＰＤ－１
は、他のＣＤ２８ファミリーメンバーの特徴である不対システインを欠く単量体として存
在することが示唆される。ＰＤ－１は活性化Ｂ細胞、Ｔ細胞および単球に発現される。
【０００７】
　ＰＤ－１は、５５kDaＩ型膜貫通タンパク質をコードする(Agata et al. (1996) Int Im
munol. 8:765-72)。ＣＴＬＡ－４と構造的に類似するが、ＰＤ－１はＢ７－１およびＢ７
－２結合に重要なＭＹＰＰＹモチーフ(配列番号１)を欠く。ＰＤ－１の２個のリガンド、
ＰＤ－Ｌ１(Ｂ７－Ｈ１)およびＰＤ－Ｌ２(Ｂ７－ＤＣ)が同定されており、これは、ＰＤ
－１への結合によりＴ細胞活性化を下方制御することが示されている(Freeman et al. (2
000) J. Exp. Med. 192:1027-34; Carter et al. (2002) Eur. J. Immunol. 32:634-43)
。ＰＤ－Ｌ１およびＰＤ－Ｌ２の両者とも、ＰＤ－１に結合するが、他のＣＤ２８ファミ
リーメンバーに結合しないＢ７ホモログである。ＰＤ－Ｌ１は、多様なヒト癌で豊富であ
る(Dong et al. (2002) Nat. Med. 8:787-9)。
【０００８】
　ＰＤ－１は、ＴＣＲシグナルを負に制御する免疫阻害性タンパク質として知られる(Ish
ida, Y. et al. (1992) EMBO J. 11:3887-3895; Blank, C. et al. (Epub 2006 Dec. 29)
 Immunol. Immunother. 56(5):739-745)。ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１の相互作用は、免疫チェ
ックポイントとして作用でき、これは、例えば、腫瘍浸潤性リンパ球減少、Ｔ細胞受容体
介在増殖減少および／または癌性細胞による免疫回避に至り得る(Dong et al. (2003) J.
 Mol. Med. 81:281-7; Blank et al. (2005) Cancer Immunol. Immunother. 54:307-314;
 Konishi et al. (2004) Clin. Cancer Res. 10:5094-100)。免疫抑制は、ＰＤ－１とＰ
Ｄ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２の局所相互作用の阻止により逆転でき；この効果は、ＰＤ－１
とＰＤ－Ｌ２の相互作用が同様に遮断されたとき、相加的である(Iwai et al. (2002) Pr
oc. Nat'l. Acad. Sci. USA 99:12293-7; Brown et al. (2003) J. Immunol. 170:1257-6
6)。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　免疫応答における免疫チェックポイント経路の重要性に鑑み、免疫系を活性化する新規
組み合わせ治療を開発する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
概要
　本発明は、少なくとも一部、免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターま
たは免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)を表１に列記した薬剤の１以上から選
択される第二治療剤と組み合わせて含む方法および組成物を提供する。ある態様において
、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、Ｔ
ＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)またはＣ
ＴＬＡ－４の１以上の阻害剤)を、表１に挙げる１以上の薬剤から選択される第二治療剤
と組み合わせ得る(例えば、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リ
ガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒストンデ
アセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９
)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６
阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、Ｃ
Ｄ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻
害剤の１以上)。ここに記載する組み合わせは、例えば、癌の処置において、増強された
抗癌効果、毒性軽減および／または副作用軽減のような、有利な効果を提供できる。例え
ば、免疫調節剤、第二治療剤または両者は、単剤療法と比較して同じ治療効果を達成する
のに必要な低用量で投与できる。それゆえに、前記組み合わせ治療を使用する、癌を含む
増殖性障害を処置する組成物および方法を開示する。
【００１１】
　よって、ある面において、本発明は、対象における増殖性状態または障害(例えば、癌)
を処置(例えば、阻止、軽減、改善または予防)する方法に関する。方法は、対象に免疫調
節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分子の阻害
剤の１以上)および第二治療剤、例えば、表１に列記した薬剤の１以上から選択される第
二治療剤を投与し、それにより増殖性状態または障害(例えば、癌)を処置することを含む
。ある態様において、免疫調節剤は免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－
１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、
－３および／または－５)またはＣＴＬＡ－４またはこれらの任意の組み合わせの阻害剤)
である。他の態様において、第二治療剤は表１に列記する１以上から選択され、例えば、
１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキ
ナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害
剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)
ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害
剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ
　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤の１以上である。免疫
調節剤と第二剤の組み合わせを、一緒に単一組成物で投与しても、別々に、２以上の異な
る組成物で、例えば、ここに記載するような１以上の組成物または投与形態で投与しても
よい。免疫調節剤および第二剤の投与は、任意の順番であり得る。例えば、免疫調節剤を
、第二剤と同時に、前にまたは後に投与してよい。
【００１２】
　他の面において、本発明は、増殖性(例えば、癌)細胞の活動(例えば、増殖、生存、生
存能またはそれらの全て)を低減する方法に関する。方法は、細胞と、免疫調節剤(例えば
、共刺激性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)
および第二治療剤、例えば、表１に列記した薬剤の１以上から選択される第二治療剤を接
触させ、それにより細胞の活動を低減させることを含む。ある態様において、免疫調節剤
は免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、Ｔ
ＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)またはＣ
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ＴＬＡ－４またはこれらの任意の組み合わせの阻害剤)である。他の態様において、第二
治療剤は表１に列記する１以上から選択され、例えば、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナ
ーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナ
ーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；
８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ
阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)
ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤ま
たは１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤の１以上である。
【００１３】
　ある態様において、ここに記載する方法をインビトロで使用できる。例えば、インビト
ロｈＰＢＭＣベースアッセイを、例えば、Wang, C. et al. (2014) Cancer Immunology R
esearch 2:846-856に開示のような、免疫調節剤と第二治療剤の組み合わせシグナルのス
クリーニングに使用できる。ある態様において、ここに記載する方法を、インビボで、例
えば、動物対象またはモデルにまたは治療プロトコールの一部として実施できる。細胞と
免疫調節剤および第二剤との接触は、任意の順番であり得る。ある態様において、細胞を
、免疫調節剤と、第二剤と同時に、前にまたは後に接触させる。ある態様において、ここ
に記載する方法を使用して、例えば、Frederick, D.T. et al. (2013) Clinical Cancer 
Research 19:1225-31に開示のようにインビトロまたはインビボで腫瘍リンパ球浸潤(ＴＬ
Ｉ)を測定する。
【００１４】
　ある態様において、方法は、動物モデルにおける、細胞と免疫調節剤(例えば、共刺激
性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)および／
または第二治療剤、例えば、表１に列記した薬剤の１以上から選択される第二治療剤の接
触を含む。ある態様において、動物モデルは、ＩＡＰ、ＥＧＦ受容体、ｃＭＥＴ、ＡＬＫ
、ＣＤＫ４／６、ＰＩ３Ｋ、ＢＲＡＦ、ＦＧＦ受容体、ＭＥＫおよび／またはＢＣＲ－Ａ
ＢＬを阻害または活性化する変異を有する。ある例示的態様において、動物モデルは、Ｍ
Ｃ３８マウス結腸癌を移植されたマウスモデルである。他の例示的態様において、動物モ
デルは、例えば、Ali, K., et al., (2014) Nature 510:407-411に開示のような、ＰＩ３
キナーゼの不活性化ｐ１１０δアイソフォーム(例えば、ｐ１１０δＤ９１０Ａ)を有する
マウスモデルである。
【００１５】
　ある態様において、免疫表現型を、発現、活性化、シグナル伝達、フローサイトメトリ
ー、ｍＲＮＡ分析、サイトカインレベルおよび／または免疫組織化学の１以上の測定によ
り決定する。ある態様において、免疫表現型を、全身性に、例えば、ＰＢＭＣにおいて、
決定する。ある態様において、免疫表現型を、インサイチュで、例えば、腫瘍細胞で決定
する。ある態様において、免疫表現型を決定するために、次のパラメータの１以上を特徴
付けする：チェックポイント誘導；Ｍ１マクロファージレベルに対するＭ２マクロファー
ジレベル；エフェクターＴ細胞レベルに対する制御性Ｔ細胞レベル；および／またはＴＨ

１細胞レベルに対するＴＨ２／Ｈ１７細胞レベル。
【００１６】
　他の面において、本発明は、免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターま
たは免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)および第二治療剤、例えば、表１に列
記した薬剤の１以上から選択される第二治療剤を含む、組成物(例えば、１以上の組成物
、製剤または用量製剤)または医薬組み合わせ剤に関する。ある態様において、免疫調節
剤は免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、
ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)または
ＣＴＬＡ－４またはこれらの任意の組み合わせの阻害剤)である。他の態様において、第
二治療剤は表１に列記する１以上から選択され、例えば、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキ
ナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キ
ナーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤
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；８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬ
Ｋ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１
５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤
または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤の１以上である。ある態様において、組成物は、薬学
的に許容される担体を含む。免疫調節剤および第二剤は、単一組成物中にまたは２以上の
異なる組成物として使用され得る。免疫調節剤および第二剤を、同じ投与経路で投与して
も、異なる投与経路で投与してもよい。ある態様において、医薬組み合わせ剤は、免疫調
節剤および第二剤を別々にまたは一緒に含む。
【００１７】
　ある態様において、組成物、製剤または医薬組み合わせ剤は、例えば、増殖性疾患(例
えば、ここに記載するような癌)の処置のための、医薬として使用する。ある態様におい
て、免疫調節剤および第二剤を、同時に、例えば、独立して同時にまたは重複する時間間
隔内でまたは別々に時間間隔内で投与する。ある態様において、時間間隔は、免疫調節剤
および第二剤が合わせて働くことを可能にする。ある態様において、組成物、製剤または
医薬組み合わせ剤は、増殖性疾患、例えば、ここに記載するような癌の処置に、併用して
治療有効である量を含む。
【００１８】
　他の面において、本発明は、増殖性疾患、例えば、癌の処置用医薬の製造における、免
疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分子の
阻害剤の１以上)および第二治療剤、例えば、表１に列記した薬剤の１以上から選択され
る第二治療剤を含む、組成物(例えば、１以上の組成物、製剤または用量製剤)または医薬
組み合わせ剤の使用に関する。ある態様において、免疫調節剤は、免疫チェックポイント
分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(
例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)またはＣＴＬＡ－４またはこれら
の任意の組み合わせの阻害剤)である。他の態様において、第二治療剤は表１に列記する
１以上から選択され、例えば、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ
２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒスト
ンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；８)ＦＧＦ受容体阻害剤
；９)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４
／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば
、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤または１７)ＢＣＲ－ＡＢ
Ｌ阻害剤の１以上である。
【００１９】
　免疫調節剤(例えば、ここに記載するような共刺激性分子のアクティベーターまたは免
疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)および第二治療剤、例えば、表１に列記した
薬剤の１以上から選択される第二治療剤および使用指示を含むキット、例えば、治療用キ
ットも開示する。
【００２０】
　ここに記載する方法、組成物、用量製剤およびキットのさらなる特性または態様は、次
の１以上を含む：
　ある態様において、免疫調節剤は、共刺激性分子のアクティベーターである。ある態様
において、共刺激性分子のアゴニストが、ＯＸ４０、ＣＤ２、ＣＤ２７、ＣＤＳ、ＩＣＡ
Ｍ－１、ＬＦＡ－１(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)、４－１ＢＢ(ＣＤ
１３７)、ＧＩＴＲ、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＢＡＦＦＲ、ＨＶＥＭ、ＣＤ７、ＬＩＧＨＴ
、ＮＫＧ２Ｃ、ＳＬＡＭＦ７、ＮＫｐ８０、ＣＤ１６０、Ｂ７－Ｈ３またはＣＤ８３リガ
ンドまたはこれらの任意の組み合わせのアゴニスト(例えば、アゴニスト抗体、その抗原
結合フラグメントまたは可溶性融合体)から選択される。
【００２１】
　ある態様において、免疫調節剤は、免疫チェックポイント分子の阻害剤である。ある態
様において、免疫調節剤は、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴＬＡ－４、ＴＩＭ
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－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)
、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４および／または
ＴＧＦＲベータの阻害剤である。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤
は、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣ
ＡＭ－１、－３および／または－５)またはＣＴＬＡ－４またはこれらの任意の組み合わ
せを阻害する。
【００２２】
　阻害性分子の阻害は、ＤＮＡ、ＲＮＡまたはタンパク質レベルで実施され得る。ある態
様において、阻害性核酸(例えば、ｄｓＲＮＡ、ｓｉＲＮＡまたはｓｈＲＮＡ)を使用して
、阻害性分子の発現を阻害できる。他の態様において、阻害性シグナルの阻害剤は、ポリ
ペプチド、例えば、可溶性リガンド(例えば、ＰＤ－１－ＩｇまたはＣＴＬＡ－４　Ｉｇ)
である。他の態様において、阻害性シグナルの阻害剤は、阻害性分子に結合する抗体また
はその抗原結合フラグメント；例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、ＣＴＬＡ－
４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／
または－５)、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ、ＬＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４お
よび／またはＴＧＦＲベータまたはこれらの組み合わせに結合する抗体またはそのフラグ
メント(ここでは“抗体分子”とも称する)である。
【００２３】
　ある態様において、抗体分子は、完全抗体またはそのフラグメント(例えば、Ｆａｂ、
Ｆ(ａｂ’)２、Ｆｖまたは一本鎖Ｆｖフラグメント(ｓｃＦｖ))である。さらに他の態様
において、抗体分子は、例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＭ、Ｉ
ｇＡ１、ＩｇＡ２、ＩｇＤおよびＩｇＥの重鎖定常領域から選択される、重鎖定常領域(
Ｆｃ)；特に、例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３およびＩｇＧ４から選択される重
鎖定常領域、より具体的には、ＩｇＧ１またはＩｇＧ４の重鎖定常領域(例えば、ヒトＩ
ｇＧ１またはＩｇＧ４である)。ある態様において、重鎖定常領域は、ヒトＩｇＧ１また
はヒトＩｇＧ４である。ある態様において、定常領域は、抗体分子の性質を修飾するよう
に改変、例えば、変異されている(例えば、Ｆｃ受容体結合、抗体グリコシル化、システ
イン残基数、エフェクター細胞機能または補体機能の１以上を増加または削減するため)
。
【００２４】
　ある態様において、抗体分子は、二特異的または多特異的抗体分子の形態である。ある
態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１に対する第一結合特異性
および第二結合特異性、例えば、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３またはＰＤ－Ｌ２に対する第二
結合特異性を有する。ある態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ
１およびＴＩＭ－３に結合する。他の態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１また
はＰＤ－Ｌ１およびＬＡＧ－３に結合する。他の態様において、二特異的抗体分子は、Ｐ
Ｄ－１またはＰＤ－Ｌ１およびＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／
または－５)に結合する。他の態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１またはＰＤ
－Ｌ１およびＣＥＡＣＡＭ－１に結合する。さらに他の態様において、二特異的抗体分子
は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１およびＣＥＡＣＡＭ－３に結合する。さらに別の態様にお
いて、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１およびＣＥＡＣＡＭ－１に結合す
る。他の態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１に結合する。さ
らに別の態様において、二特異的抗体分子は、ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ２に結合する。他
の態様において、二特異的抗体分子は、ＴＩＭ－３およびＬＡＧ－３に結合する。他の態
様において、二特異的抗体分子は、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３およ
び／または－５)およびＬＡＧ－３に結合する。他の態様において、二特異的抗体分子は
、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)およびＴＩＭ－３
に結合する。前記分子のあらゆる組み合わせを多特異的抗体分子、例えば、三特異的抗体
に行ってよく、これは、ＰＤ－１またはＰＤ－１に対する第一結合特異性およびＴＩＭ－
３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)、ＬＡＧ－３ま
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たはＰＤ－Ｌ２の１以上に対する第二および第三結合特異性を有する。
【００２５】
　ある態様において、免疫調節剤は、ＰＤ－１、例えば、ヒトＰＤ－１の阻害剤である。
他の態様において、免疫調節剤は、ＰＤ－Ｌ１、例えば、ヒトＰＤ－Ｌ１の阻害剤である
。ある態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤は、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１
に対する抗体分子である。ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１阻害剤は、単独でまたは他の免疫調
節剤と組み合わせて、例えば、ＬＡＧ－３、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡ
ＣＡＭ－１、－３および／または－５)またはＣＴＬＡ－４の阻害剤と組み合わせて投与
し得る。例示的態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１
またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＬＡＧ－３阻害剤、例えば、抗ＬＡＧ－３抗体分子と組み
合わせて投与する。他の態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗
ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＴＩＭ－３阻害剤、例えば、抗ＴＩＭ－３抗体分
子と組み合わせて投与する。さらに他の態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害
剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体分子を、ＬＡＧ－３阻害剤、例えば、抗ＬＡＧ－３抗体分子
およびＴＩＭ－３阻害剤、例えば、抗ＴＩＭ－３抗体分子と組み合わせて投与する。他の
態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ
１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)阻害
剤、例えば、抗ＣＥＡＣＡＭ抗体分子と組み合わせて投与する。他の態様において、ＰＤ
－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＣＥ
ＡＣＡＭ－１阻害剤、例えば、抗ＣＥＡＣＡＭ－１抗体分子と組み合わせて投与する。他
の態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ－３阻害剤、例えば、抗ＣＥＡＣＡＭ－３抗体分子と組み
合わせて投与する。他の態様において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の阻害剤、例えば、抗
ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ－５阻害剤、例えば、抗ＣＥＡＣＡ
Ｍ－５抗体分子と組み合わせて投与する。免疫調節剤とＰＤ－１阻害剤(例えば、ＰＤ－
Ｌ２、ＣＴＬＡ－４、ＴＩＭ－３、ＬＡＧ－３、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ、Ｌ
ＡＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４および／またはＴＧＦＲの１以上)の他の組み合わせも、
本発明の範囲内である。当分野で知られるまたはここに開示する抗体分子のいずれもチェ
ックポイント分子阻害剤の前記組み合わせで使用できる。
【００２６】
免疫チェックポイント分子阻害剤の例
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤は、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはピディリ
ズマブから選択される抗ＰＤ－１抗体である。
【００２７】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体はニボルマブである。ニボルマブの別名は、ＭＤＸ
－１１０６、ＭＤＸ－１１０６－０４、ＯＮＯ－４５３８またはＢＭＳ－９３６５５８で
ある。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体はニボルマブ(CAS Registry Number: 946414-9
4-4)である。ニボルマブは、ＰＤ－１を特異的に遮断する完全ヒトＩｇＧ４モノクローナ
ル抗体である。ニボルマブ(クローン５Ｃ４)およびＰＤ－１に特異的に結合する他のヒト
モノクローナル抗体は、ＵＳ８,００８,４４９号およびＷＯ２００６／１２１１６８号に
開示されている。
【００２８】
　他の態様において、抗ＰＤ－１抗体はペンブロリズマブである。ペンブロリズマブ(商
品名KEYTRUDA、以前はラムブロリズマブ、Ｍｅｒｃｋ　３７４５、ＭＫ－３４７５または
ＳＣＨ－９００４７５としても既知)は、ＰＤ－１に結合するヒト化ＩｇＧ４モノクロー
ナル抗体である。ペンブロリズマブは、例えば、Hamid, O. et al. (2013) New England 
Journal of Medicine 369 (2): 134-44、ＷＯ２００９／１１４３３５号およびＵＳ８,３
５４,５０９号に開示されている。
【００２９】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体はピディリズマブである。ピディリズマブ(ＣＴ－
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０１１；Cure Tech)は、ＰＤ－１に結合するヒト化ＩｇＧ１ｋモノクローナル抗体である
。ピディリズマブおよび他のヒト化抗ＰＤ－１モノクローナル抗体は、ＷＯ２００９／１
０１６１１号に開示されている。他の抗ＰＤ－１抗体は、ＵＳ８,６０９,０８９号、ＵＳ
２０１００２８３３０号および／またはＵＳ２０１２０１１４６４９号に開示されている
。他の抗ＰＤ－１抗体は、ＡＭＰ　５１４(Amplimmune)を含む。
【００３０】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤は、イムノアドヘシンである(例えば、定常領域(例
えば、免疫グロブリン配列のＦｃ領域)に融合したＰＤ－ＬｌまたはＰＤ－Ｌ２の細胞外
またはＰＤ－１結合部分を含む、イムノアドヘシン)。ある態様において、ＰＤ－１阻害
剤は、ＡＭＰ－２２４である。
【００３１】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌｌ阻害剤は抗ＰＤ－Ｌｌ抗体である。ある態様において、
抗ＰＤ－Ｌｌ阻害剤は、ＹＷ２４３.５５.Ｓ７０、ＭＰＤＬ３２８０Ａ、ＭＥＤＩ－４７
３６、ＭＳＢ－００１０７１８ＣまたはＭＤＸ－１１０５から選択される。
【００３２】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤はＭＤＸ－１１０５である。ＭＤＸ－１１０５は
、ＢＭＳ－９３６５５９としても知られ、ＷＯ２００７／００５８７４号に記載される抗
ＰＤ－Ｌｌ抗体である。
【００３３】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤はＹＷ２４３.５５.Ｓ７０である。ＹＷ２４３.
５５.Ｓ７０抗体は、ＷＯ２０１０／０７７６３４号に記載される抗ＰＤ－Ｌｌである(Ｗ
Ｏ２０１０／０７７６３４号のそれぞれ配列番号２０および２１に示す重鎖および軽鎖可
変領域配列)。
【００３４】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤は、ＭＤＰＬ３２８０Ａ(Genentech/Roche)であ
る。ＭＤＰＬ３２８０Ａは、ＰＤ－Ｌ１に結合するヒトＦｃ最適化ＩｇＧ１モノクローナ
ル抗体である。ＭＤＰＬ３２８０ＡおよびＰＤ－Ｌ１に対する他のヒトモノクローナル抗
体は、米国特許７,９４３,７４３号および米国公開２０１２００３９９０６号に開示され
る。
【００３５】
　他の態様において、ＰＤ－Ｌ２阻害剤は、ＡＭＰ－２２４である。ＡＭＰ－２２４は、
ＰＤ－１とＢ７－Ｈ１の相互作用を遮断するＰＤ－Ｌ２　Ｆｃ融合可溶性受容体である(
Ｂ７－ＤＣＩｇ；Amplimmune；例えば、ＷＯ２０１０／０２７８２７号およびＷＯ２０１
１／０６６３４２号に開示)。
【００３６】
　ある態様において、ＬＡＧ－３阻害剤は、抗ＬＡＧ－３抗体分子である。ある態様にお
いて、ＬＡＧ－３阻害剤は、下により詳細に記載するＢＭＳ－９８６０１６である。
【００３７】
　ある態様において、ＴＩＭ－３阻害剤は、抗ＴＩＭ－３抗体分子、例えば、ここに記載
するような抗ＴＩＭ－３抗体分子である。
【００３８】
　前記の１以上の免疫チェックポイント分子の阻害剤を、下により具体的に例示する、表
１に開示する第二剤の１以上と組み合わせて使用できる。ある態様において、第二剤は、
次の１以上から選択される。
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
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エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
；
４)Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３
－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カル
ボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド。
【００３９】
組み合わせ治療の例
　ある態様において、ＰＤ－１の阻害剤は、例えば、ＵＳ８,００８,４４９号に開示され
、ここに開示する配列を有する、例えば、配列番号２の重鎖配列および配列番号３の軽鎖
配列(または、それと実質的に同一または類似する配列、例えば、特定する配列と少なく
とも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一である配列)を有するニボルマブ(CAS Re
gistry No: 946414-94-4)である。
【００４０】
　他の態様において、ＰＤ－１の阻害剤は、例えば、ＵＳ８,３５４,５０９号およびＷＯ
２００９／１１４３３５号に開示され、ここに開示する配列を有する、例えば、配列番号
４の重鎖配列および配列番号５の軽鎖配列(または、それと実質的に同一または類似する
配列、例えば、特定する配列と少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一で
ある配列)を有する、ペンブロリズマブである。
【００４１】
　他の態様において、ＰＤ－Ｌ１の阻害剤は、例えば、ＷＯ２０１３／０１７９１７４号
に開示され、ここに開示する配列を有する、例えば、配列番号６の重鎖配列および配列番
号７の軽鎖配列(または、それと実質的に同一または類似する配列、例えば、特定する配
列と少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一である配列)を有する、ＭＳ
Ｂ００１０７１８Ｃ(Ａ０９－２４６－２とも称する)である。
【００４２】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブ)を
、ここに記載する方法または組成物において使用する。例えば、ＰＤ－１阻害剤、例えば
、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブまたはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害
剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免
疫調節剤と組み合わせて)を、ここに記載する、例えば、表１に列記するまたは表１に列
記する刊行物に記載される薬剤の１以上、例えば、１)アポトーシス(ＩＡＰ)阻害剤の阻
害剤；２)ラパマイシン(ＴＯＲ)キナーゼ標的の阻害剤；３)マウス二重微小染色体２　Ｅ
３ユビキチンリガーゼのヒトホモログ(ＨＤＭ２)の阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；
５)ヒト上皮細胞増殖因子３(ＨＥＲ３)キナーゼの阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(
ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；８)線維芽細胞増殖因子受容体(ＦＧＦ)受
容体阻害剤)；９)上皮細胞増殖因子(ＥＧＦ)受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１
１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害
剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ
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阻害剤または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤の１以上と組み合わせて使用する。ある態様に
おいて、前記組み合わせの１以上を使用して、障害、例えば、ここに記載する障害(例え
ば、表１に開示する障害)を処置する。ある態様において、前記組み合わせの１以上を使
用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。これら
の組み合わせの各々を、下により詳細に記載する。
【００４３】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)をＩＡＰ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する
癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＩＡＰ阻害剤は、ここに
、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＩＡＰ阻害剤は、ここにまたは表１に
引用した文献に開示されるようなＬＣＬ１６１である。ある態様において、ＩＡＰ阻害剤
は、例えば、米国特許８,５４６,３３６号に開示される。ある態様において、ＬＣＬ１６
１は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような構造を有する。あ
る態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリ
ズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)をＬＣＬ１６１と組み合わせて使用して、
ここに、例えば、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、乳癌、結腸
癌または膵臓癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫または造血障害を処置する。
【００４４】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)をＬＣＬ１６１と組み合わせて使用し、ここで、ＬＣＬ１６１は(Ｓ)－
Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾイル)チア
ゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチルアミノ)プ
ロパンアミドである。
【００４５】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１を、約１０～３０００mg、例えば、約２０～２４００
mg、約５０～１８００mg、約１００～１５００mg、約２００～１２００mg、約３００～９
００mg、例えば、約６００mg、約９００mg、約１２００mg、約１５００mg、約１８００mg
、約２１００mgまたは約２４００mgの用量(例えば、経口用量)で投与する。ある態様にお
いて、ＬＣＬ１６１を週１回または２週毎に１回投与する。ある態様において、ＬＣＬ１
６１を、免疫チェックポイント阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体)の投与前に投与する。例
えば、ＬＣＬ１６１を、抗ＰＤ－１抗体投与１日、２日、３日、４日または５日またはそ
れ以上前に投与してよい。他の態様において、ＬＣＬ１６１を、抗ＰＤ－１抗体と同時ま
たは実質的に同時に(例えば、同日に)投与する。さらに別の態様において、ＬＣＬ１６１
を、免疫チェックポイント阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体)投与後に投与する。
【００４６】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＴＯＲキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＴＯＲキナー
ゼ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＴＯＲキナーゼ阻
害剤は、ここにまたは表１に引用した文献に開示されるようなＲａｄ－００１である。あ
る態様において、ＴＯＲキナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１４／０８５３１
８号に開示されている。ある態様において、Ｒａｄ－００１は、表１に提供するまたは表
１に引用する刊行物に開示されるような構造を有する。ある態様において、免疫チェック
ポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７
１８Ｃの１個)を、Ｒａｄ－００１と組み合わせて使用して、ここに、例えば、表１に記
載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、肉腫、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(
ＮＳＣＬＣ)(例えば、扁平上皮および／または非扁平上皮組織を有するＮＳＣＬＣ))、黒
色腫(例えば、進行型黒色腫)、消化器／胃腸癌、胃癌、神経性癌、前立腺癌、膀胱癌、乳
癌；または造血器腫瘍、例えば、リンパ腫または白血病を処置する。
【００４７】
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　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、Ｒａｄ－００１と組み合わせて使用し、ここで、Ｒａｄ－００１は(
(１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２８Ｅ
,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３Ｒ,４
Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチルエチル
}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１１,３６
－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－１６,２
４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)である。
【００４８】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、こ
こに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＤＭ２リ
ガーゼ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＨＤＭ２リガ
ーゼ阻害剤は、ここにまたは表１に引用した文献に開示されるようなＣＧＭ０９７。ある
態様において、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１１／０７６７８
６号に開示される。ある態様において、ＣＧＭ０９７は、ここに、例えば、表１に提供す
るまたは表１に引用した刊行物に開示するような構造を有する。ある態様において、免疫
チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ０
０１０７１８Ｃの１個)を、ＣＧＭ０９７と組み合わせて使用して、ここに、例えば、表
１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍を処置する。
【００４９】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＣＧＭ０９７と組み合わせて使用し、ここで、ＣＧＭ０９７は(Ｓ)
－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{メチル－
[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロヘキシル
メチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オンである。
【００５０】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＰＩＭキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＰＩＭキナー
ゼ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示するＬＧＨ４４７(ＰＩＭ４４７としても既知)
である。ある態様において、ＰＩＭキナーゼ阻害剤は、表１に引用する刊行物に開示され
る。ある態様において、ＰＩＭキナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１０／０２
６１２４号、欧州特許出願ＥＰ２３４４４７４号および米国特許公開２０１０／００５６
５７６号に開示される。ある態様において、ＰＩＭキナーゼ阻害剤は、表１に提供するま
たは表１に引用する文献に開示されるような、構造を有する。ある態様において、免疫チ
ェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００
１０７１８Ｃの１個)を、ＰＩＭキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、ここに、例え
ば、表１に記載する癌または障害、例えば、造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、骨髄異
形成症候群、骨髄白血病または非ホジキンリンパ腫を処置する。
【００５１】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＬＧＨ４４７と組み合わせて使用して、ここで、ＬＧＨ４４７はＮ
－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－３－イ
ル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミドである。
【００５２】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、こ
こに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＥＲ３キ
ナーゼ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＨＥＲ３キナ
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ーゼ阻害剤は、ここにまたは表１に引用した文献に開示されるようなＬＪＭ７１６である
。ある態様において、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１２／０２
２８１４号および米国特許８,７３５,５５１号に開示される。ある態様において、ＬＪＭ
７１６は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような構造を有する
。ある態様において、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメントは
、米国８,７３５,５５１号に記載されるような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニ
ボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＬＪＭ７１６と
組み合わせて使用して、ここに、例えば、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫
瘍、例えば胃癌、食道癌、乳癌、頭頸部癌、胃癌または消化器／胃腸癌を処置する。
【００５３】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＤＡＣ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載
する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＤＡＣ阻害剤は、
ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＨＤＡＣ阻害剤は、ここにまた
は表１に引用した文献に開示されるようなＬＢＨ５８９である。ある態様において、ＨＤ
ＡＣ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１４／０７２４９３号および２００２／０２２
５７７号および欧州特許出願ＥＰ１８７０３９９号に開示される。ある態様において、Ｌ
ＢＨ５８９は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような構造を有
する。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペ
ンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＬＢＨ５８９と組み合わせて
使用して、ここに、例えば、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、
骨癌、小細胞肺癌、呼吸器／胸部癌、前立腺癌、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)、神経性癌
、胃癌、黒色腫、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌、腎臓癌または頭頸部癌または肝臓癌；また
は造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、造血障害、骨髄異形成症候群、リンパ腫(例えば
、非ホジキンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病)を処置する。
【００５４】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＬＢＨ５８９と組み合わせて使用し、ここで、ＬＢＨ５８９は(Ｅ)
－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル)エチル
)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミドである。
【００５５】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ヤヌスキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ヤヌスキナー
ゼ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ヤヌスキナーゼ阻
害剤は、ここにまたは表１に引用した文献に開示されるようなＩＮＣ４２４である。ある
態様において、ヤヌスキナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２００７／０７０５１４
号および２０１４／０１８６３２号、欧州特許出願ＥＰ２４７４５４５号および米国特許
７,５９８,２５７号に開示される。ある態様において、ＩＮＣ４２４は、ここに、例えば
、表１に提供するまたは表１に引用した刊行物に開示するような構造を有する。ある態様
において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブ
またはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＩＮＣ４２４と組み合わせて使用して、ここ
に、例えば、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、前立腺癌、肺癌
、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、リンパ腫(例
えば、非ホジキンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病、リンパ性白血病)を処置
する。ある態様において、癌は、ＪＡＫ変異を有するかまたは有するとして同定される。
ある態様において、ＪＡＫ変異は、ＪＡＫ２　Ｖ６１７Ｆ変異である。
【００５６】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
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と組み合わせて)を、ＩＮＣ４２４と組み合わせて使用し、ここで、ＩＮＣ４２４は(３Ｒ
)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４－イル)
－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリルである。
【００５７】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＦＧＦ受容体阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに
記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻
害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤は
、ここにまたは表１に引用した文献に開示されるようなＢＵＷ０７８またはＢＧＪ３９８
である。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤、例えば、ＢＵＷ０７８またはＢＧＪ３
９８は、ここに、例えば、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるよう
な、構造(化合物または一般式)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズ
マブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＢＵＷ０７８またはＢＧＪ３９８と組み合
わせて使用して、ここに、例えば、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、消化
器／胃腸癌；または血液癌を処置する。
【００５８】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＢＵＷ０７８と組み合わせて使用し、ここで、ＢＵＷ０７８は８－(
２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カルボン酸(４
－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミドである。
【００５９】
　ある態様において、前記のいずれの組み合わせも、下記第二剤の１以上、例えば、表１
に示すさらなる化合物の１以上(例えば、ここに記載するような、ＥＧＦ受容体阻害剤、
ｃ－ＭＥＴ阻害剤、ＡＬＫ阻害剤、ＣＤＫ４／６阻害剤、ＰＩ３Ｋ阻害剤、ＢＲＡＦ阻害
剤、ＣＡＲ　Ｔ細胞阻害剤、ＭＥＫ阻害剤またはＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤の１以上)をさら
に含み得る。
【００６０】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＥＧＦ受容
体阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示
する癌)を処置する。ある態様において、ＥＧＦ受容体阻害剤は、ここに、例えば、表１
に開示される。ある態様において、ＥＧＦ受容体阻害剤は、ＥＧＦ８１６またはここに(
例えば、表１に引用する刊行物に)提供されるようなものである。ある態様において、Ｅ
ＧＦ受容体阻害剤、例えば、ＥＧＦ８１６は、ここに、例えば、表１に提供するまたは表
１に引用する刊行物に開示されるような、構造(化合物または一般式)を有する。ある態様
において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＥＧ
Ｆ８１６と組み合わせて使用して、ここに、例えば、表１に記載する癌、例えば、固形腫
瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、リンパ腫または神経芽腫を処
置する。
【００６１】
　ある態様において、癌は、ＮＳＣＬＣであり、上皮細胞増殖因子受容体(ＥＧＦＲ)の異
常活性化、増幅または変異の１以上により特徴付けられる。ある態様において、癌はＮＳ
ＣＬＣであり、ここで、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲエクソン２０挿入、ＥＧＦＲエクソン１
９欠失、ＥＧＦＲ　Ｌ８５８Ｒ変異、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍまたはこれらの任意の組み合
わせを有することにより特徴付けられる。ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣ
の処置において使用するためであり、ここで、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲエクソン２０挿入
、ＥＧＦＲエクソン１９欠失、ＥＧＦＲ　Ｌ８５８Ｒ変異、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍまたは
これらの任意の組み合わせを有することにより特徴付けられる。ある態様において、ＮＳ
ＣＬＣは、ＥＧＦＲのＬ８５８ＲおよびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付けられ
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る。他の態様において、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲのＥＧＦＲエクソン２０挿入およびＴ７
９０Ｍ変異を有することにより特徴付けられる。さらに他の態様において、ＮＳＣＬＣは
、ＥＧＦＲのＥＧＦＲエクソン１９欠失およびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付
けられる。他の態様において、ＮＳＣＬＣは、エクソン２０挿入、エクソン１９欠失、Ｌ
８５８Ｒ変異、Ｔ７９０Ｍ変異およびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択され
るＥＧＦＲ変異を有することにより特徴付けられる。
【００６２】
　ある態様において、リンパ腫(例えば、未分化大細胞リンパ腫または非ホジキンリンパ
腫)は、ＡＬＫ転座、例えば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するかまたは有するとして同定
される。
【００６３】
　ある態様において、ＥＧＦ８１６を、約５０～５００mg、例えば、約１００mg～４００
mg、約１５０mg～３５０mgまたは約２００mg～３００mg、例えば、約１００mg、１５０mg
または２００mgの経口用量で投与する。投薬スケジュールは、例えば、隔日から連日、１
日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＥＧＦ８１６を、約１００～２０
０mgの経口用量で、１日１回投与する。ある態様において、ＥＧＦ８１６を、７５mg、１
００mg、１５０mg、２２５mg、１５０mg、２００mg、２２５mg、３００mgまたは３５０mg
の用量で投与する。これらの用量を１日１回投与してよい。例えばＥＧＦ８１６を、１日
１回１００mgまたは１５０mgの用量で投与し得る。本組み合わせの態様において、ニボル
マブを、約１mg／kg～５mg／kg、例えば、３mg／kgの用量で投与し、６０分の時間にわた
り、およそ週に１回～２週、３週または４週に１回投与し得る。
【００６４】
　他の態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ｃ－ＭＥＴ
阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示す
る癌)を処置する。ある態様において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開
示される。ある態様において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤は、ここにまたは表１に引用した文献に
開示されるようなＩＮＣ２８０(以前はＩＮＣＢ２８０６０として既知)である。ある態様
において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤、例えば、ＩＮＣ２８０は、ここに、例えば、表１に提供す
るまたは表１に引用する刊行物に開示されるような、構造(化合物または一般式)を有する
。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１
個を、ＩＮＣ２８０と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例
えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、多形神経膠芽腫(ＧＢＭ)、腎臓癌、
肝臓癌(例えば、肝細胞癌)または胃癌を処置する。ある態様において、癌は、ｃ－ＭＥＴ
変異(例えば、ｃ－ＭＥＴ変異またはｃ－ＭＥＴ増幅)を有するかまたは有するとして同定
される
【００６５】
　ある態様において、ＩＮＣ２８０を、約１００～１０００mg、例えば、約２００mg～９
００mg、約３００mg～８００mgまたは約４００mg～７００mg、例えば、約４００mg、５０
０mgまたは６００mgの経口用量で投与する。投薬スケジュールは、例えば、隔日から連日
、１日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＩＮＣ２８０を、約４００～
６００mgの経口用量で１日２回投与する。
【００６６】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、Ａｌｋ阻害
剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)
を処置する。ある態様において、Ａｌｋ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。
ある態様において、Ａｌｋ阻害剤は、例えば、ここにまたは表１に引用する刊行物に記載
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するような、ＬＤＫ３７８(セリチニブ(ジカディア(登録商標)としても知られる)である
。ある態様において、Ａｌｋ阻害剤、例えば、ＬＤＫ３７８は、ここに、例えば、表１に
提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような、構造(化合物または一般式)を
有する。
【００６７】
　ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１
個を、ＬＤＫ３７８と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例
えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、リンパ腫(例えば、未分化大細胞リ
ンパ腫または非ホジキンリンパ腫)、炎症性筋線維芽細胞腫瘍(ＩＭＴ)または神経芽腫を
処置する。ある態様において、ＮＳＣＬＣは、ステージIIIＢまたはIV　ＮＳＣＬＣまた
は再発局所進行型または転移ＮＳＣＬＣである。ある態様において、癌(例えば、肺癌、
リンパ腫、炎症性筋線維芽細胞腫瘍または神経芽腫)は、ＡＬＫ再配列または転座、例え
ば、ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。ある態様において、ＡＬＫ融合
は、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合、例えば、ここに記載するＥＭＬ４－ＡＬＫ融合である。他の
態様において、ＡＬＫ融合は、ＡＬＫ－ＲＯＳ１融合である。ある態様において、癌は、
ＲＯＳ１阻害剤またはＡＬＫ阻害剤、例えば、ＬＤＫ３７８以外のＡＬＫ阻害剤で進行し
たまたは抵抗性もしくは耐性である。ある態様において、癌は、クリゾチニブで進行した
または抵抗性もしくは耐性である。ある態様において、対象は、ＡＬＫ未処置患者、例え
ば、ヒト患者である。他の態様において、対象は、ＡＬＫ阻害剤で前処置されている患者
、例えば、ヒト患者である。他の態様において、対象は、ＬＤＫ３７８で前処置されてい
る患者、例えば、ヒト患者である。
【００６８】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ未処置患者に投与する。
他の態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ阻害剤で前処置されている
患者に投与する。さらに別の態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＬＤＫ３
７８で前処置されている患者に投与する。
【００６９】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約１００～１０００mg、例えば、約１５０mg～９
００mg、約２００mg～８００mg、約３００mg～７００mgまたは約４００mg～６００mg、例
えば、約１５０mg、３００mg、４５０mg、６００mgまたは７５０mgの経口用量で投与する
。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約７５０mg以下、例えば、約６００mg以下、例え
ば、約４５０mg以下の経口用量で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を食餌と共
に投与する。他の態様において、投与は空腹状態下である。投薬スケジュールは、例えば
、隔日から連日、１日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＬＤＫ３７８
を連日投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約１５０mg～７５０mg連日の経口
用量で、食餌と共にまたは空腹状態で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、７
５０mg連日の経口用量で、空腹状態で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、７
５０mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与する。他の態様において、ＬＤＫ
３７８を、約６００mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与する。ある態様に
おいて、ＬＤＫ３７８を、約４５０mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与す
る。
【００７０】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８を約４５０mgの用量で投与し、ニボルマブを約３mg／
kgの用量で投与する。他の態様において、ＬＤＫ３７８用量は６００mgであり、ニボルマ
ブ用量は３mg／kgである。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、低脂肪食と共に投与する
。
【００７１】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＣＤＫ４／
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６阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示
する癌)を処置する。ある態様において、ＣＤＫ４／６阻害剤は、ここに、例えば、表１
に開示される。ある態様においては、例えば、ここにまたは表１に引用する刊行物に記載
するような、ＬＥＥ０１１(リボシクリブ(登録商標)としても既知)である。ある態様にお
いて、ＣＤＫ４／６阻害剤、例えば、ＬＥＥ０１１は、ここに、例えば、表１に提供する
または表１に引用する刊行物に開示されるような、構造(化合物または一般式)を有する。
ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個
を、ＬＥＥ０１１と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例え
ば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、神経性癌、黒色腫または乳癌または造
血器腫瘍、例えば、リンパ腫を処置する。
【００７２】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＰＩ３Ｋ阻
害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する
癌)を処置する。ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示さ
れる。ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、例えば、ここにまたは表１に引用する刊行
物に開示される、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９である。ある態様において、ＰＩ３Ｋ
阻害剤、例えば、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９は、ここに、例えば、表１に提供する
または表１に引用する刊行物に開示されるような、構造(化合物または一般式)を有する。
ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個
を、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９と組み合わせて使用して、ここに、例えば、表１に
記載する癌または障害を処置する。ある態様において、癌または障害は、例えば、固形腫
瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、前立腺癌、内分泌癌、卵巣癌
、黒色腫、膀胱癌、女性生殖器系癌、消化器／胃腸癌、結腸直腸癌、多形神経膠芽腫(Ｇ
ＢＭ)、頭頸部癌、胃癌、膵臓癌または乳癌；または造血器腫瘍、例えば、白血病、非ホ
ジキンリンパ腫；または造血発生障害から選択される。
【００７３】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＢＲＡＦ阻
害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する
癌)を処置する。ある態様において、ＢＲＡＦ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示さ
れる。ある態様において、ＢＲＡＦ阻害は、例えば、ここにまたは表１に引用する刊行物
に記載するような、ＬＧＸ８１８である。ある態様において、ＢＲＡＦ阻害剤、例えば、
ＬＧＸ８１８は、ここに、例えば、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示さ
れるような、構造(化合物または一般式)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペン
ブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＬＧＸ８１８と組み合わせて使用
して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(Ｎ
ＳＣＬＣ))、黒色腫、例えば、進行型黒色腫、甲状腺癌、例えば、乳頭甲状腺癌または結
腸直腸癌を処置する。ある態様において、癌は、ＢＲＡＦ変異(例えば、ＢＲＡＦ　Ｖ６
００Ｅ変異)、ＢＲＡＦ野生型、ＫＲＡＳ野生型または活性化ＫＲＡＳ変異を有するまた
は有するとして同定される。癌は、初期、中期または後期であり得る。
【００７４】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＣＤ１９を
標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例
えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ
　Ｔ細胞は、表１にまたは表１に引用される文献に開示される、例えば、ＣＴＬ０１９で
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ある。ある態様において、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞、例えば、ＣＴＬ０１９
は、ここに、例えば、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような、
構造(化合物または一般式)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブ
またはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＣＴＬ０１９と組み合わせて使用して、表１に
記載する癌、例えば、固形腫瘍または造血器腫瘍、例えば、リンパ性白血病または非ホジ
キンリンパ腫を処置する。
【００７５】
　ある態様において、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞は、ＵＳＡＮ名称TISAGENLEC
LEUCEL-Tを有する。ＣＴＬ０１９は、ＥＦ－１アルファプロモーター制御下にＣＴＬ０１
９導入遺伝子を含む、自己不活性化、複製欠損レンチウイルス(ＬＶ)ベクターでの形質導
入により安定な挿入に介在するＴ細胞の遺伝子修飾により製造する。ＣＴＬ０１９は、導
入遺伝子陽性Ｔ細胞パーセントに基づき、対象に送達される、導入遺伝子陽性および陰性
Ｔ細胞の混合物である。
【００７６】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＭＥＫ阻害
剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)
を処置する。ある態様において、ＭＥＫ阻害剤は、ここに、例えば、表１に開示される。
ある態様において、ＭＥＫ阻害剤は、例えば、ここにまたは表１に引用する刊行物に開示
される、ＭＥＫ１６２である。ある態様において、ＭＥＫ阻害剤、例えば、ＭＥＫ１６２
は、ここに、例えば、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような、
構造(化合物または一般式)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブ
またはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＭＥＫ１６２と組み合わせて使用して、表１に
記載する癌を処置する。他の態様において、本組合せで処置される癌または障害は、黒色
腫、結腸直腸癌、非小細胞性肺癌、卵巣癌、乳癌、前立腺癌、膵臓癌、造血器腫瘍または
腎細胞癌、多系統遺伝子障害、消化器／胃腸癌、胃癌または結腸直腸癌；またはリウマチ
性関節炎から選択される。ある態様において、癌は、ＫＲＡＳ変異を有するまたは有する
として同定される。
【００７７】
　ある態様において、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブま
たはペンブロリズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、
ＭＳＢ００１０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、ＢＣＲ－Ａ
ＢＬ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開
示する癌)を処置する。ある態様において、ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤は、ここに、例えば、
表１に開示される。ある態様において、ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤は、例えば、ここにまたは
表１に引用する刊行物に開示される、ＡＭＮ－１０７(ニロチニブ、商品名タシグナとし
ても既知)である。ある態様において、ＡＭＮ－１０７は、ここに、例えば、表１に提供
するまたは表１に引用する刊行物に開示するような構造(化合物または一般式)を有する。
ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個
を、ＡＭＮ－１０７と組み合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、例えば、固
形腫瘍、例えば、神経性癌、黒色腫、消化器／胃腸癌、結腸直腸癌、頭頸部癌；または造
血器腫瘍、例えば、慢性骨髄性白血病(ＣＭＬ)、リンパ性白血病、骨髄白血病；パーキン
ソン病；または肺高血圧を処置する。
【００７８】
癌および対象
　ここに記載する組成物および方法のある態様において、増殖性障害または状態、例えば
、癌は、固形腫瘍、軟組織腫瘍(例えば、血液癌、白血病、リンパ腫または骨髄腫)および
前記癌のいずれかの転移病巣を含むが、これらに限定されない。ある態様において、癌は
、固形腫瘍である。固形腫瘍の例は、肺、乳房、卵巣、リンパ系、消化器(例えば、結腸)
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、肛門、生殖器および泌尿生殖器管(例えば、腎臓、尿路上皮、膀胱細胞、前立腺)、咽頭
、ＣＮＳ(例えば、脳、神経またはグリア細胞)、頭頸部、皮膚(例えば、黒色腫)および膵
臓に影響するもののような多様な臓器系の悪性腫瘍、例えば、肉腫、腺癌および癌腫なら
びに結腸癌、直腸癌、腎細胞癌、肝臓癌、非小細胞性肺癌、小腸癌および食道癌のような
悪性腫瘍を含む腺癌を含むが、これらに限定されない。癌は、初期、中間期、後期または
転移癌であり得る。
【００７９】
　ある態様において、癌は、表１に開示する癌から選択される。例えば、癌は、固形腫瘍
、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)(例えば、扁平上皮および／または
非扁平上皮組織学を有するＮＳＣＬＣ))、結腸直腸癌、黒色腫(例えば、進行型黒色腫)、
頭頸部癌(例えば、頭頸部扁平上皮細胞癌(ＨＮＳＣＣ)、消化器／胃腸癌、胃癌、神経性
癌、神経膠芽腫(例えば、多形神経膠芽腫)、卵巣癌、腎臓癌、肝臓癌、膵臓癌、前立腺癌
、肝臓癌；乳癌、肛門癌、胃食道癌、甲状腺癌、子宮頸癌；または血液癌(例えば、ホジ
キンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、リンパ性白血病または骨髄白血病から選択される)
から選択され得る。
【００８０】
　ある態様において、癌は、結腸癌、例えば、ＩＡＰ、例えば、ヒトＩＡＰを発現する結
腸癌である。ヒトＩＡＰファミリーは、例えば、ＮＡＩＰ、ＸＩＡＰ、ｃＩＡＰ１、ｃＩ
ＡＰ２、ＩＬＰ２、ＢＲＵＣＥ、survivingおよびlivinを含む。
【００８１】
　ある態様において、癌は、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)、例えば、ＡＬＫ＋　ＮＳＣＬ
Ｃである。ここで使用する用語“ＡＬＫ＋非小細胞性肺癌”または“ＡＬＫ＋　ＮＳＣＬ
Ｃ”は、活性化(例えば、構成的活性化)未分化リンパ腫キナーゼ活性を有するまたは未分
化リンパ腫キナーゼ(ＡＬＫ)遺伝子の再配列または転座を有するＮＳＣＬＣをいう。一般
に、一般的ＮＳＣＬＣ集団と比較して、ＡＬＫ＋　ＮＳＣＬＣを有する患者は、一般に若
く、軽い(例えば、年＜１０パック)喫煙歴を有するかまたは喫煙歴がなく、低い米国東海
岸癌臨床試験グループ活動指標を有するかまたより攻撃的疾患を有し、それゆえに、速い
疾患進行を経験する(Shaw et al. J Clin Oncol. 2009; 27(26):4247-4253; Sasaki et a
l. Eur J Cancer. 2010; 46(10):1773-1780; Shaw et al. N Engl J Med. 2013;368(25):
2385-2394; Socinski et al. J Clin Oncol. 2012; 30(17):2055-2062 ; Yang et al. J 
Thorac Oncol. 2012;7(1):90-97)。
【００８２】
　ある態様において、癌、例えば、ＮＳＣＬＣは、ＡＬＫ遺伝子の再配列または転座を有
する。ある態様において、ＡＬＫ遺伝子の再配列または転座は、融合(例えば、ＡＬＫプ
ロモーター領域上流の融合)に至る。ある態様において、融合は、キナーゼ活性の構成的
活性化をもたらす。
【００８３】
　ある態様において、融合は、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合である。ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合タン
パク質の例は、Ｅ１３；Ａ２０(Ｖ１)、Ｅ２０；Ａ２０(Ｖ２)、Ｅ６ａ／ｂ；Ａ２０(Ｖ
３ａ／ｂ)、Ｅ１４；Ａ２０(Ｖ４)、Ｅ２ａ／ｂ；Ａ２０(Ｖ５ａ／ｂ)、Ｅ１３ｂ；Ａ２
０(Ｖ６)、Ｅ１４；Ａ２０(Ｖ７)、Ｅ１５；Ａ２０(“Ｖ４”)またはＥ１８；Ａ２０(Ｖ
５)を含むが、これらに限定されない(Choi et al. Cancer Res. 2008; 68(13):4971-6; H
orn et al. J Clin Oncol. 2009; 27(26):4232-5; Koivunen et al. Clin Cancer Res. 2
008; 14(13):4275-83; Soda et al. Nature. 2007; 448(7153):561-6; Takeuchi et al. 
Clin Cancer Res. 2008; 14(20):6618-24; Takeuchi et al. Clin Cancer Res. 2009; 15
(9):3143-9; Wong et al. Cancer. 2009 Apr 15;115(8):1723-33)。
【００８４】
　ある態様において、ＡＬＫ遺伝子は、非ＥＭＬ４パートナーと融合する。ある態様にお
いて、融合は、ＫＩＦ５Ｂ－ＡＬＫ融合である。他の態様において、融合は、ＴＦＧ－Ａ
ＬＫ融合である。ＫＩＦ５Ｂ－ＡＬＫおよびＴＦＧ－ＡＬＫ融合の例は、例えば、Takeuc
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hi et al. Clin Cancer Res. 2009; 15(9):3143-9, Rikova et al. Cell. 2007; 131(6):
1190-203に着四阿されている。
【００８５】
　ＡＬＫ遺伝子再配列もしくは転座またはＡＬＫ遺伝子再配列もしくは転座を有する癌細
胞は、例えば、ＡＬＫブレイクアパートプローブを用いて、例えば、蛍光インサイチュハ
イブリダイゼーション(ＦＩＳＨ)を使用して検出できる。
【００８６】
　ここに開示する方法および組成物は、前記癌と関係する転移病巣の処置に有用である。
【００８７】
　他の態様において、対象は、哺乳動物、例えば、霊長類、好ましくは高等霊長類、例え
ば、ヒト(例えば、ここに記載する障害を有するまたはそのリスクのある患者)である。あ
る態様において、対象は、免疫応答を増強する必要がある。ある態様において、対象は、
ここに記載する障害、例えば、ここに記載するような癌を有するまたは有するリスクがあ
る。ある態様において、対象は、免疫障害であるまたはそのリスクがある。例えば、対象
は、化学療法処置および／または放射線療法を受けているかまたは受けた。これとは別に
またはこれに加えて、対象は、感染の結果、免疫障害であるまたはそうなるリスクがある
。
【００８８】
　ある態様において、対象(例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌)、リンパ腫(例えば、
未分化大細胞リンパ腫または非ホジキンリンパ腫)、炎症性筋線維芽細胞腫瘍または神経
芽腫を有する対象)は、他のＡＬＫ阻害剤および／またはＲＯＳ１阻害剤、例えば、クリ
ゾチニブで処置されているまたは処置された。例えば、クリゾチニブを、１日７５０mg以
下、例えば、６００mg以下、例えば、４５０mg以下の経口用量で投与できる。
【００８９】
　他の態様において、対象または癌(例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌)、リンパ腫(
例えば、未分化大細胞リンパ腫または非ホジキンリンパ腫)、炎症性筋線維芽細胞腫瘍ま
たは神経芽腫)は、他のＡＬＫ阻害剤および／またはＲＯＳ１阻害剤、例えば、クリゾチ
ニブで進行するまたは抵抗性または耐性である。
【００９０】
さらに別の態様において、対象または癌(例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌)、リン
パ腫(例えば、未分化大細胞リンパ腫または非ホジキンリンパ腫)、炎症性筋線維芽細胞腫
瘍または神経芽腫)は、他のＡＬＫ阻害剤および／またはＲＯＳ１阻害剤、例えば、クリ
ゾチニブで進行するまたは抵抗性もしくは耐性を獲得するリスクがある。
【００９１】
　他の態様において、対象または癌は、チロシンキナーゼ阻害剤(ＴＫＩ)、例えば、ＥＧ
ＦＲチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性または耐性であるまたは抵抗性または耐性を獲得す
るリスクがある。
【００９２】
　ある態様において、対象または癌は、検出可能なＥＧＦＲ変異、ＫＲＡＳ変異または両
者を有しない。
【００９３】
　ある態様において、対象は、先にＰＤ－１で処置されている。
【００９４】
　ある態様において、対象は、高ＰＤ－Ｌ１レベルまたは発現および／または腫瘍浸潤性
リンパ球(ＴＩＬ)＋の１以上を有する腫瘍を有するかまたは有するとして同定される。あ
る態様において、対象は、高ＰＤ－Ｌ１レベルまたは発現およびＴＩＬ＋を有する腫瘍を
有するかまたは有するとして同定される。ある態様において、ここに記載する方法は、さ
らに、高ＰＤ－Ｌ１レベルまたは発現および／またはＴＩＬ＋の１以上を有する腫瘍を有
することに基づく対象の同定をさらに記載する。ある態様において、ここに記載する方法
は、さらに、高ＰＤ－Ｌ１レベルまたは発現およびＴＩＬ＋を有する腫瘍を有することに
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基づく対象の同定をさらに記載する。ある態様において、ＴＩＬ＋である腫瘍は、ＣＤ８
およびＩＦＮγに対して陽性である。ある態様において、対象は、ＰＤ－Ｌ１、ＣＤ８お
よび／またはＩＦＮγの１以上について陽性である細胞の高いパーセンテージを有するま
たは有するとして同定される。ある態様において、対象は、ＰＤ－Ｌ１、ＣＤ８およびＩ
ＦＮγの全てについて陽性である細胞の高いパーセンテージを有するまたは有するとして
同定される。
【００９５】
　ある態様において、ここに記載する方法は、さらに、ＰＤ－Ｌ１、ＣＤ８および／また
はＩＦＮγの１以上について陽性である細胞の高いパーセンテージを有することに基づく
対象の同定をさらに記載する。ある態様において、ここに記載する方法は、さらに、ＰＤ
－Ｌ１、ＣＤ８およびＩＦＮγの全てについて陽性である細胞の高いパーセンテージを有
することに基づく対象の同定をさらに記載する。ある態様において、対象は、ＰＤ－Ｌ１
、ＣＤ８および／またはＩＦＮγの１以上および肺癌、例えば、扁平上皮細胞肺癌または
肺腺癌；頭頸部癌；扁平上皮細胞子宮頸癌；胃癌；甲状腺癌；および／または黒色腫の１
以上を有するまたは有するとして同定される。ある態様において、ここに記載する方法は
、さらに、ＰＤ－Ｌ１、ＣＤ８および／またはＩＦＮγの１以上および肺癌、例えば、扁
平上皮細胞肺癌または肺腺癌；頭頸部癌；扁平上皮細胞子宮頸癌；胃癌；甲状腺癌；およ
び／または黒色腫の１以上を有することに基づく対象の同定をさらに記載する。
【００９６】
投与量および投与
　ここに記載する薬剤の投与量および治療レジメンは、当業者により決定され得る。
【００９７】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、約１～３０mg／kg、例えば、約５～２５mg
／kg、約１０～２０mg／kg、約１～５mg／kgまたは約３mg／kgの用量で、注射(例えば、
皮下または静脈内)により投与する。投薬スケジュールは、週１回から２週、３週または
４週毎に１回まで変わり得る。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、隔週で約１０
～２０mg／kgの用量で投与する。
【００９８】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子、例えば、ニボルマブを、２週毎に、約１mg／
kg～３mg／kg、例えば、約１mg／kg、２mg／kgまたは３mg／kgの用量で静脈内投与する。
ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子、例えば、ニボルマブを、３週間間隔で約２mg／
kgの用量で静脈内投与する。ある態様において、ニボルマブを、約１mg／kg～５mg／kg、
例えば、３mg／kgの用量で投与し、６０分の時間にわたり、およそ週に１回～２週、３週
または４週に１回投与し得る。
【００９９】
　ここに記載する組み合わせ治療を、対象に全身的に(例えば、経口で、非経腸的に、皮
下、静脈内、直腸内、筋肉内、腹腔内、鼻腔内、経皮または吸入または腔内設置)、局所
的にまたは鼻、喉および気管支のような粘膜への適用により投与できる。
【０１００】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、静脈内投与する。ある態様において、組み
合わせ治療において、表１に列記する１以上の薬剤、例えば、ＩＡＰ阻害剤またはＬＣＬ
１６１を経口投与する。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、表１に列記した薬剤
、例えば、ＩＡＰ阻害剤またはＬＣＬ１６１を、例えば、経口で、投与、少なくとも１日
、２日、３日、４日、５日、６日または７日、例えば、３日後に、例えば、静脈内で、投
与する。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分を、表１に列記した薬剤、例えば、ＩＡＰ
阻害剤またはＬＣＬ１６１を、例えば、経口で、投与する、少なくとも１日、２日、３日
、４日、５日、６日または７日、例えば、３日前に、例えば、静脈内で、投与する。さら
に別の態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、表１に列記する１以上の薬剤、例えば、Ｉ
ＡＰ阻害剤またはＬＣＬ１６１を、例えば、経口で投与するのと同じ日に、例えば、静脈
内で投与する。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子および表１に列記する１以上の薬
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剤、例えば、ＩＡＰ阻害剤またはＬＣＬ１６１の投与は、これらの薬剤の各々の単剤療法
としての投与と比較して、固形腫瘍、例えば、結腸癌の減少の増強をもたらす。ある態様
において、組み合わせ治療において、阻害、例えば、増殖阻害を達成するのに必要な表１
に列記した薬剤、例えば、ＩＡＰ阻害剤またはＬＣＬ１６１の濃度は、単剤療法としての
薬剤の治療用量より低い、例えば、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、４０～
５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０～８０％または８０～９０％低い。他の態様
において、組み合わせ治療において、阻害、例えば、増殖阻害を達成するのに必要な抗Ｐ
Ｄ－１抗体分子の濃度は、剤療法としての抗ＰＤ－１抗体分子の治療用量より低い、例え
ば、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～
７０％、７０～８０％または８０～９０％低い。
【０１０１】
　ここに記載する方法および組成物は、さらなる薬剤または治療モダリティと組み合わせ
て使用できる。組み合わせ治療を、同時にまたは逐次的に任意の順番で投与できる。抗Ｐ
Ｄ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子および他の治療剤、方法またはモダリティ(例えば、こ
こに記載するような)のあらゆる組み合わせおよび順番を、使用できる。組み合わせ治療
を、活動期障害または寛解期もしくは低活動期疾患の間に投与できる。組み合わせ治療を
、他の処置の前に、その処置と同時に、処置後または障害の寛解の間に投与できる。
【０１０２】
　ある態様において、ここに記載する方法および組成物を、他の抗体分子、化学療法、他
の抗癌治療(例えば、標的化抗癌治療、遺伝子治療、ウイルス治療、ＲＮＡ治療、骨髄移
植、ナノ治療または腫瘍溶解剤)、細胞毒性剤、免疫ベースの治療(例えば、サイトカイン
または細胞ベースの免疫療法)、外科手技(例えば、乳腺腫瘍摘出術または乳房切除術)ま
たは放射線法または前記のいずれかの組み合わせの１以上と組み合わせて投与する。さら
なる治療は、アジュバントまたはネオアジュバント治療の形であり得る。ある態様におい
て、さらなる治療は、酵素阻害剤(例えば、小分子酵素阻害剤)または転移阻害剤である。
組み合わせて投与できる細胞毒性剤の例は、微小管阻害剤、トポイソメラーゼ阻害剤、代
謝拮抗剤、有糸分裂阻害剤、アルキル化剤、アントラサイクリン、ビンカアルカロイド、
挿入剤、シグナル伝達経路を妨害できる薬剤、アポトーシスを促進する薬剤、プロテオソ
ーム阻害剤および放射線(例えば、局所または全身照射(例えば、ガンマ照射))を含む。他
の態様において、さらなる治療は手術または放射線またはこれらの組み合わせである。他
の態様において、さらなる治療は、ｍＴＯＲ経路を標的化する治療、ＨＳＰ９０阻害剤ま
たはチューブリン阻害剤である。
【０１０３】
　前記組み合わせとは別にまたはこれに加えて、ここに記載する方法および組成物を、ワ
クチン、例えば、治療癌ワクチン；または他の形態の細胞免疫療法の１以上と組み合わせ
て投与できる。
【０１０４】
　他の態様において、組み合わせ治療を、オキサリプラチン、ロイコボリンまたは５－Ｆ
Ｕの１、２または全て(例えば、ＦＯＬＦＯＸ共処置)と組み合わせて使用する。これとは
別にまたはこれに加えて、組み合わせは、さらにＶＥＧＦ阻害剤(例えば、ここに開示す
るようなＶＥＧＦ阻害剤)を含む。ある態様において、組み合わせで処置する癌は、黒色
腫、結腸直腸癌、非小細胞性肺癌、卵巣癌、乳癌、前立腺癌、膵臓癌、造血器腫瘍または
腎細胞癌から選択される。癌は、初期、中期または後期であり得る。
【０１０５】
　他の態様において、組み合わせ治療を、腎細胞癌および他の固形腫瘍を処置するために
、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、アクシチニブ)と投与する。
【０１０６】
　他の態様において、組み合わせ治療を、４－１ＢＢ受容体ターゲティング剤(例えば、
４－１ＢＢ(ＣＤ－１３７)を経るシグナル伝達を刺激する抗体、例えば、ＰＦ－２５６６
)と投与する。ある態様において、組み合わせ治療を、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、
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アクシチニブ)および４－１ＢＢ受容体ターゲティング剤と組み合わせて投与する。
【０１０７】
　ここに記載する全ての刊行物、特許出願、特許および他の引用文献は、その全体を引用
により本明細書に包含させる。
【０１０８】
　本発明の他の特性、目的および利点は、明細書および図面ならびに特許請求の範囲から
明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】インビトロでＩＮＣ２８０処置したまたはしていないＥＢＣ－１細胞におけるＰ
Ｄ－Ｌ１表面発現のフローサイトメトリーのグラフ表示を示す。ＥＢＣ－１細胞は、ｃＭ
ＥＴ増幅を有する非小細胞性肺癌細胞である。
【０１１０】
【図２】ＩＮＣ２８０処置したまたはしていない腫瘍異種移植モデルにおけるＨｓ.７４
６.Ｔ細胞のＰＤ－Ｌ１　ｍＲＮＡ発現のグラフ表示を示す。Ｈｓ.７４６.Ｔ細胞は、ｃ
－ＭＥＴ増幅およびｃ－ＭＥＴ変異を有する胃癌細胞である。
【０１１１】
【図３】インビトロでＬＤＫ３７８存在下または非存在下のＨ３１２２細胞におけるＰＤ
－Ｌ１　ｍＲＮＡ発現のグラフ表示を示す。Ｈ３１２２細胞は、ＡＬＫ転座を有する非小
細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)細胞である。
【０１１２】
【図４】ＬＧＸ８１８処置したまたはしていない腫瘍異種移植モデルにおけるＬＯＸＩＭ
Ｖ１細胞(ＢＲＡＦ変異体黒色腫細胞)のＰＤ－Ｌ１　ｍＲＮＡ発現のグラフ表示を示す。
【０１１３】
【図５】ＭＥＫ１６２処置したまたはしていない腫瘍異種移植モデルのＨＥＹＡ８細胞(
ＫＲＡＳ変異体卵巣癌細胞)のＰＤ－Ｌ１　ｍＲＮＡ発現のグラフ表示を示す。
【０１１４】
【図６】ＩＮＣ４２４処置したまたはしていない腫瘍異種移植モデルのＵＫＥ－１細胞(
ＪＡＫ２　Ｖ６１７Ｆ変異体骨髄増殖性新生物細胞)のＰＤ－Ｌ１　ｍＲＮＡ発現のグラ
フ表示を示す。
【０１１５】
【図７Ａ】非刺激ＰＢＭＣまたは種々の濃度のＬＣＬ１６１もしくはＤＭＳＯ対照で処理
した刺激ＰＢＭＣにおけるＩＦＮ－γ産生のグラフ表示を示す。
【０１１６】
【図７Ｂ】非刺激ＰＢＭＣまたは種々の濃度のＬＣＬ１６１もしくはＤＭＳＯ対照で処理
した刺激ＰＢＭＣにおけるＩＬ－１０産生のグラフ表示を示す。
【０１１７】
【図８Ａ】非刺激ＰＢＭＣまたは種々の濃度のＬＣＬ１６１もしくはＤＭＳＯ対照の存在
下刺激したＰＭＢＣからのＣＤ４＋　Ｔ細胞のＦＡＣＳ分析のグラフ表示を示す。
【０１１８】
【図８Ｂ】非刺激ＰＢＭＣまたは種々の濃度のＬＣＬ１６１もしくはＤＭＳＯ対照の存在
下刺激したＰＭＢＣからのＣＤ８＋　Ｔ細胞のＦＡＣＳ分析のグラフ表示を示す。
【０１１９】
【図９】非刺激ＰＢＭＣまたはＬＣＬ１６１もしくはＤＭＳＯで処理した刺激ＰＢＭＣの
ＣｙＴＯＦマスサイトメトリーのグラフ表示を示す。
【０１２０】
【図１０Ａ】ＭＣ３８細胞を移植したマウスからのＴ細胞に関係する発現署名のグラフ表
示を示す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置した。対照群にお
いて、マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２１】
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【図１０Ｂ】ＭＣ３８細胞を移植したマウスからの樹状細胞に関係する発現署名のグラフ
表示を示す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置した。対照群に
おいて、マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２２】
【図１０Ｃ】ＭＣ３８細胞を移植したマウスからのマクロファージに関係する発現署名の
グラフ表示を示す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置した。対
照群において、マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２３】
【図１０Ｄ】ＭＣ３８細胞を移植したマウスからのケモカイン発現署名のグラフ表示を示
す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置した。対照群において、
マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２４】
【図１１Ａ】処置スケジュール例およびＭＣ３８細胞を移植したマウスにおける腫瘍体積
のグラフ表示を示す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置した。
この処置スケジュールにおいて、抗マウスＰＤ－１を、ＬＣＬ１６１投与３日後、投与し
た。対照群において、マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２５】
【図１１Ｂ】他の処置スケジュール例およびＭＣ３８細胞を移植したマウスにおける腫瘍
体積のグラフ表示を示す。マウスをＬＣＬ１６１、抗マウスＰＤ－１または両者で処置し
た。この処置スケジュールにおいて、ＬＣＬ１６１および抗マウスＰＤ－１を同時に投与
した。対照群において、マウスに媒体およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１)を投与した。
【０１２６】
【図１２】ＥＧＦ８１６およびニボルマブで処置するフェーズII治験に酸化する患者の薬
物投与順序を示す。
【０１２７】
表の簡単な説明
　表１は、ここに記載する免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターおよび
／または免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)と組み合わせて投与できる、選択
治療剤の要約である。表１は、左から右にむけて次のものを提供する：第二治療剤の名称
および／または呼称、化合物構造、化合物を開示する特許公報、適応症／使用の例および
一般的構造を示す。
【０１２８】
　表２は、ＥＧＦＲ変異非小細胞性肺癌を有する成人患者のＥＧＦ８１６とニボルマブの
組み合わせの、フェーズII、多施設、オープンラベル治験における治験目的および関連エ
ンドポイントを示す。
【０１２９】
　表３は、ＥＧＦＲ変異非小細胞性肺癌を有する成人患者のＥＧＦ８１６とニボルマブの
組み合わせの、フェーズII、多施設、オープンラベル治験における用量および処置スケジ
ュールを示す。
【発明を実施するための形態】
【０１３０】
詳細な記載
　免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターおよび／または免疫チェックポ
イント分子の阻害剤の１以上)と表１に列記した薬剤の１以上から選択される第二治療剤
の組合せを含む、方法および組成物が開示される。免疫療法単独は、多くの適応症に有効
であり得る(例えば、黒色腫)。しかしながら、大部分の患者に対して、治癒的ではない。
ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１
、ＬＡＧ－３、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／ま
たは－５)またはＣＴＬＡ－４の阻害剤の１以上)を、表１に列記した薬剤の１以上から選
択される第二治療剤と組み合わせることができる(例えば、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲ
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キナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３
キナーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害
剤；８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９)ＥＧＦ受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)Ａ
ＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；
１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害
剤；または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤から選択される１以上)。ここに記載する組み合わ
せは、例えば、癌の処置において、増強された抗癌効果、毒性軽減および／または副作用
軽減のような、有利な効果を提供できる。例えば、免疫調節剤、第二治療剤または両者は
、単剤療法と比較して同じ治療効果を達成するのに必要な低用量で投与できる。
【０１３１】
　用語“阻害”または“阻害剤”は、ある分子、例えば、免疫チェックポイント阻害剤の
あるパラメータ、例えば、活性の減少をいう。活性、例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ｃ
－ＭＥＴ、ＡＬＫ、ＣＤＫ４／６、ＰＩ３Ｋ、ＢＲＡＦ、ＦＧＦＲ、ＭＥＴまたはＢＣＲ
－ＡＢＬの、例えば、活性の、少なくとも５％、１０％、２０％、３０％、４０％以上の
阻害が、例えば、本用語に含まれる。それゆえに、阻害は１００％である必要はない。
【０１３２】
　用語“プログラム死１”または“ＰＤ－１”は、アイソフォーム、哺乳動物、例えば、
ヒトＰＤ－１、ヒトＰＤ－１の種ホモログおよびＰＤ－１と少なくとも１共通エピトープ
を含むアナログを含む。ＰＤ－１、例えば、ヒトＰＤ－１のアミノ酸配列は、当分野で知
られ、例えば、Shinohara T et al. (1994) Genomics 23(3):704-6; Finger LR, et al. 
Gene (1997) 197(1-2):177-87参照。
【０１３３】
　用語“ＰＤ－リガンド１”または“ＰＤ－Ｌ１”は、アイソフォーム、哺乳動物、例え
ば、ヒトＰＤ－１、ヒトＰＤ－Ｌ１の種ホモログおよびＰＤ－Ｌ１と少なくとも１共通エ
ピトープを含むアナログを含む。ＰＤ－Ｌ１、例えば、ヒトＰＤ－Ｌ１のアミノ酸配列は
、当分野で知られる。
【０１３４】
　用語“リンパ球活性化遺伝子３”または“ＬＡＧ－３”は、全アイソフォーム、哺乳動
物、例えば、ヒトＬＡＧ－３、ヒトＬＡＧ－３の種ホモログおよびＬＡＧ－３と少なくと
も１共通エピトープを含むアナログを含む。ＬＡＧ－３、例えば、ヒトＬＡＧ－３のアミ
ノ酸およびヌクレオチド配列は、当分野で知られ、例えば、Triebel et al. (1990) J. E
xp. Med. 171:1393-1405参照。
【０１３５】
　ここで使用する“ＴＩＭ－３”は、Ｔｈ１(Ｔヘルパー１)細胞に発現される膜貫通受容
体タンパク質をいう。ＴＩＭ－３は、インビボで免疫および耐容性の調節に役割を有する
(Hastings et al., Eur J Immunol. 2009 Sep;39(9):2492-501参照)。
【０１３６】
　用語“癌胎児性抗原関連細胞接着分子”または“ＣＥＡＣＡＭ”は、全ファミリーメン
バー(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、ＣＥＡＣＡＭ－３またはＣＥＡＣＡＭ－５)、アイソフ
ォーム、哺乳動物、例えば、ヒトＣＥＡＣＡＭ、ヒトＣＥＡＣＡＭの種ホモログおよびＣ
ＥＡＣＡＭと少なくとも１共通エピトープを含むアナログを含む。ＣＥＡＣＡＭ、例えば
、ヒトＣＥＡＣＡＭのアミノ酸配列は、当分野、例えば、Hinoda et al. (1988) Proc. N
atl. Acad. Sci. U.S.A. 85 (18), 6959-6963; Zimmermann W. et al. (1987) Proc. Nat
l. Acad. Sci. U.S.A. 84 (9), 2960-2964; Thompson J. et al. (1989) Biochem. Bioph
ys. Res. Commun. 158 (3), 996-1004で知られている。
【０１３７】
　さらなる用語を下におよび本願をとおして定義する。
　ここで使用する単数表現は、文法的目的物の１または１超(例えば、少なくとも１)を意
味する。
【０１３８】
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　用語“または”は、文脈から明らかに反しない限り、用語“および／または”を意味し
、それと相互交換可能に使用する。
【０１３９】
　“約”および“およそ”は、一般に測定の性質または精度を考慮して、測定される品質
の許容される程度の誤差を意味する。誤差の程度の例は、ある値または値の範囲の２０パ
ーセント(％)内、一般に、１０％内、より一般に、５％内である。
【０１４０】
　本発明の組成物および方法は、特定した配列またはそれと実質的に同一または類似する
配列、例えば、特定の配列と少なくとも８５％、９０％、９５％以上同一である配列を有
する、ポリペプチドおよび核酸を包含する。アミノ酸配列の文脈において、用語“実質的
に同一”は、ここでは、第一および第二アミノ酸配列が、共通構造ドメインおよび／また
は共通機能的活性を有し得るように、第二のアミノ酸配列における整列アミノ酸残基とｉ
)同一であるまたはii)保存的置換である、十分なまたは最小数のアミノ酸残基を含む、第
一アミノ酸をいう。例えば、対照配列、例えば、ここに提供する配列と少なくとも約８５
％、９０％。９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％または
９９％同一性を有する、共通構造ドメインを含むアミノ酸配列である。
【０１４１】
　ヌクレオチド配列の文脈において、用語“実質的に同一”は、ここでは、第一および第
二ヌクレオチド配列が、共通機能的活性を有するポリペプチドをコードするまたは共通構
造ポリペプチドドメインをコードするように、または共通機能的ポリペプチド活性第二の
核酸配列における整列ヌクレオチドと同一である十分なまたは最小数のヌクレオチドを含
む、第一核酸配列をいう。例えば、対照配列、例えば、ここに提供する配列に、少なくと
も約８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８
％または９９％同一性を有する、ヌクレオチド配列。
【０１４２】
　用語“機能的バリアント”は、天然に存在する配列と実質的に同一のアミノ酸配列を有
するかまたは実質的に同一のヌクレオチド配列によりコードされ、天然に存在する配列の
活性の１以上を有する、ポリペプチドをいう。
【０１４３】
　配列間の相同性または配列同一性(これらの用語は、ここで相互交換可能に使用する)の
計算は、次のように実施する。
【０１４４】
　２アミノ酸配列または２核酸配列のパーセント同一性を決定するために、配列を、最適
比較目的で整列させる(例えば、最適アライメントのために、第一および第二のアミノ酸
または核酸配列の一方または両方にギャップを入れてよく、非相同配列を比較目的で無視
できる)。好ましい態様において、比較目的の対照配列整列の長さは、対照配列の長さの
少なくとも３０％、好ましくは少なくとも４０％、より好ましくは少なくとも５０％、６
０％、さらにより好ましくは少なくとも７０％、８０％、９０％、１００％である。次い
で、対応するアミノ酸位置またはヌクレオチド位置のアミノ酸残基またはヌクレオチドを
比較する。第一配列のある位置が、第二配列における対応する位置と同じアミノ酸残基ま
たはヌクレオチドで占拠されているならば、分子は、その位置で同一である(ここで使用
するアミノ酸または核酸“同一性”は、アミノ酸または核酸“相同性”と同一である)。
【０１４５】
　２配列間のパーセント同一性は、２配列の最適アライメントのために導入する必要があ
る、ギャップ数および各ギャップ長を考慮に入れた、配列により共有される同一位置の数
の関数である。
【０１４６】
　配列の比較および２配列間のパーセント同一性の決定は、数学的アルゴリズムを使用し
て達成できる。好ましい態様において、２アミノ酸配列間のパーセント同一を、Needlema
nおよびWunsch ((1970) J. Mol. Biol. 48:444-453)アルゴリズムを使用して計算でき、
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これは、ＧＣＧソフトウェアパッケージのＧＡＰプログラムに取り込まれており(www.gcg
.comで利用可能)、Blossum 62マトリックスまたはＰＡＭ２５０マトリックスおよびギャ
ップ荷重１６、１４、１２、１０、８、６または４および長さ荷重１、２、３、４、５ま
たは６を使用する。さらに他の好ましい態様において、２ヌクレオチド配列間のパーセン
ト同一性を、ＧＣＧソフトウェアパッケージにおけるＧＡＰプログラム(http://www.gcg.
comから入手可能)を使用して決定し、ＮＷＳｇａｐｄｎａ.ＣＭＰマトリックスおよびギ
ャップ荷重４０、５０、６０、７０または８０および長さ荷重１、２、３、４、５または
６を使用する。特に好ましいパラメータのセット(および特に断らない限り使用すべきも
の)は、ギャップペナルティ１２、ギャップ伸長ペナルティ４およびフレームシフトギャ
ップペナルティ５の、Blossum 62スコアリングマトリックスである。
【０１４７】
　２アミノ酸またはヌクレオチド配列間のパーセント同一性を、ＡＬＩＧＮプログラム(v
ersion 2.0)に取り込まれているE. MeyersおよびW. Miller ((1989) CABIOS, 4:11-17)の
アルゴリズムを使用して決定でき、ＰＡＭ１２０荷重残基表、ギャップ長ペナルティ１２
およびギャップペナルティ４を使用する。
【０１４８】
　ここに記載する核酸およびタンパク質配列を、例えば、他のファミリーメンバーまたは
関連配列を同定するための、公的データベースに対するサーチを実施する“クエリ配列”
として使用できる。このようなサーチは、Altschul, et al. (1990) J. Mol. Biol. 215:
403-10のＮＢＬＡＳＴおよびＸＢＬＡＳＴプログラム(version 2.0)を使用して実施でき
る。ＢＬＡＳＴヌクレオチドサーチは、ＮＢＬＡＳＴプログラム、スコア＝１００、単語
長＝１２を使用して実施でき、本発明の核酸分子と相同なヌクレオチド配列を得る。ＢＬ
ＡＳＴタンパク質サーチを、ＸＢＬＡＳＴプログラム、スコア＝５０、単語長＝３で実施
でき、本発明のタンパク質分子と相同なアミノ酸配列を得る。比較目的のギャップ付きア
ラインメントを得るために、Gapped BLASTを、Altschul et al., (1997) Nucleic Acids 
Res. 25:3389-3402に記載のように実施できる。ＢＬＡＳＴおよびＧａｐｐｅｄ　ＢＬＡ
ＳＴプログラムを利用するとき、各プログラム(例えば、ＸＢＬＡＳＴおよびＮＢＬＡＳ
Ｔ)のデフォルトパラメータを、使用できる。http://www.ncbi.nlm.nih.gov参照。
【０１４９】
　ここで使用する用語“低ストリンジェンシー、中ストリンジェンシー、高ストリンジェ
ンシーまたは超高ストリンジェンシー条件下でハイブリダイズ”は、ハイブリダイゼーシ
ョンおよび洗浄条件をいう。ハイブリダイゼーション反応を実施するためのガイダンスは
、引用により本明細書に包含させるCurrent Protocols in Molecular Biology, John Wil
ey & Sons, N.Y. (1989), 6.3.1-6.3.6に見ることができる。水性および非水性方法がそ
の参考文献に記載され、いずれかを、使用できる。ここに記載する特定のハイブリダイゼ
ーション条件は、次のとおりである：１)約４５℃で６×塩化ナトリウム／クエン酸ナト
リウム(ＳＳＣ)における低ストリンジェンシーハイブリダイゼーション条件、続いて少な
くとも５０℃での０.２×ＳＳＣ、０.１％ＳＤＳの２洗浄(洗浄温度は、低ストリンジェ
ンシー条件で５５℃まで挙げることができる)；２)約４５℃での６×ＳＳＣにおける中ス
トリンジェンシーハイブリダイゼーション条件、続いて６０℃で０.２×ＳＳＣ、０.１％
ＳＤＳの１以上の洗浄；３)約４５℃で６×ＳＳＣにおける高ストリンジェンシーハイブ
リダイゼーション条件、続いて６５℃での０.２×ＳＳＣ、０.１％ＳＤＳの１以上の洗浄
；および好ましくは４)超高ストリンジェンシーハイブリダイゼーション条件は、６５℃
で０.５Ｍリン酸ナトリウム、７％ＳＤＳ、続いて６５℃での０.２×ＳＳＣ、１％ＳＤＳ
の１以上の洗浄である。超高ストリンジェンシー条件(４)が好ましい条件であり、特に断
らない限り使用すべきものである。
【０１５０】
　本発明の分子は、機能に実質的影響を有しない、さらなる保存的または非必須アミノ酸
置換を有し得ることは理解される。
【０１５１】
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　用語“アミノ酸”は、アミノ官能基および酸官能基の両者を含み、天然に存在するアミ
ノ酸のポリマーに包含され得る、天然または合成の全分子を包含することを意図する。ア
ミノ酸例は、天然に存在するアミノ酸；そのアナログ、誘導体およびコンジナー；バリア
ント側鎖を有するアミノ酸アナログ；および前記のいずれかの全立体異性体を含む。ここ
で使用する用語“アミノ酸”は、Ｄ－またはＬ－光学異性体およびペプチド模倣体を含む
。
【０１５２】
　“保存的アミノ酸置換”は、アミノ酸残基が、類似側鎖を有するアミノ酸残基で置き換
えられたものである。類似側鎖を有するアミノ酸残基のファミリーは、当分野で定義され
ている。これらのファミリーは、塩基性側鎖(例えば、リシン、アルギニン、ヒスチジン)
、酸性側鎖(例えば、アスパラギン酸、グルタミン酸)、非荷電極性側鎖(例えば、グリシ
ン、アスパラギン、グルタミン、セリン、スレオニン、チロシン、システイン)、非極性
側鎖(例えば、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニ
ン、メチオニン、トリプトファン)、ベータ分枝側鎖(例えば、スレオニン、バリン、イソ
ロイシン)および芳香族側鎖(例えば、チロシン、フェニルアラニン、トリプトファン、ヒ
スチジン)を有するアミノ酸を含む。
【０１５３】
　用語“ポリペプチド”、“ペプチド”および“タンパク質”(単鎖であるならば)は、こ
こで相互交換可能に使用し、あらゆる長さのアミノ酸のポリマーをいう。ポリマーは直鎖
でも分枝鎖でもよく、修飾アミノ酸を含んでよく、非アミノ酸で中断されていてよい。本
用語はまた、修飾されている、例えば、ジスルフィド結合形成、グリコシル化、脂質化、
アセチル化、リン酸化または標識要素とのコンジュゲーションのようなあらゆる他の操作
をされている、アミノ酸ポリマーを含む。ポリペプチドは天然源から単離されてよく、真
核または原核宿主から組み換え技術により賛成されてよくまたは合成法により製造できる
。
【０１５４】
　用語“核酸”、“核酸配列”、“ヌクレオチド配列”または“ポリヌクレオチド配列”
および“ポリヌクレオチド”は、相互交換可能に使用する。これらは、デオキシリボヌク
レオチドまたはリボヌクレオチドまたはそのアナログの、あらゆる長さの重合形態のヌク
レオチドをいう。ポリヌクレオチドは一本鎖でも二本鎖でもよく、一本鎖であるならば、
コーディング鎖でも非コーディング(アンチセンス)鎖でもよい。ポリヌクレオチドは、メ
チル化ヌクレオチドおよびヌクレオチドアナログのような修飾ヌクレオチドを含み得る。
ヌクレオチドの配列は、非ヌクレオチド要素により中断され得る。ポリヌクレオチドは、
標識要素とのコンジュゲーションによるような、重合化後さらに修飾され得る。核酸は、
組み換えポリヌクレオチドまたは天然で生じないまたはゲノム、ｃＤＮＡ、半合成または
非天然配置で他のポリヌクレオチドと連結されている合成起源のポリヌクレオチドであり
得る。
【０１５５】
　ここで使用する用語“単離”は、本来のまたは本来の環境(例えば、天然に存在するな
らば、その天然環境)から除かれている物質をいう。例えば、天然に存在するポリヌクレ
オチドまたは生存動物に存在するポリペプチドは、単離されていないが、天然系で並存す
る物質の一部または全てから人の手により分離された同ポリヌクレオチドまたはポリペプ
チドは、単離されている。このようなポリヌクレオチドは、ベクターの一部でありおよび
／またはこのようなポリヌクレオチドまたはポリペプチドは組成物の一部であり、このよ
うなベクターまたは組成物が、それが本来見られる環境の一部ではない点で、なお単離さ
れている。
【０１５６】
　本発明の種々の面を、さらに詳細に下に記載する。さらなる定義は、本明細書を通して
示される。
【０１５７】
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抗体分子
　ある態様において、抗体分子は、哺乳動物、例えば、ヒト、チェックポイント分子、例
えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、
－３および／または－５)またはＴＩＭ－３に結合する。例えば、抗体分子は、ＰＤ－１
、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／ま
たは－５)またはＴＩＭ－３の、エピトープ、例えば、直線状または立体構造的エピトー
プ(例えば、ここに記載するようなエピトープ)と特異的に結合する。
【０１５８】
　ここで使用する用語“抗体分子”は、少なくとも１免疫グロブリン可変ドメイン配列を
含む、タンパク質をいう。用語抗体分子は、例えば、抗体の、完全長、成熟抗体および抗
原結合フラグメントを含む。例えば、抗体分は、重(Ｈ)鎖可変ドメイン配列(ここではＶ
Ｈと略す)および軽(Ｌ)鎖可変ドメイン配列(ここではＶＬと略す)を含み得る。他の例に
おいて、抗体分子は、Ｆａｂ、Ｆａｂ’、Ｆ(ａｂ’)２、Ｆｃ、Ｆｄ、Ｆｄ’、Ｆｖ、単
鎖抗体(例えば、ｓｃＦｖ)、単一可変ドメイン抗体、二重特異性抗体(Ｄａｂ)(二価およ
び二特異的)およびキメラ(例えば、ヒト化)抗体のように、２重(Ｈ)鎖可変ドメイン配列
および２軽(Ｌ)鎖可変ドメイン配列を含み、それにより２抗原結合部位を形成し、これは
、抗体全体の修飾により製造でき、または組み換えＤＮＡテクノロジーを使用して、デノ
ボで合成されたものであり得る。これらの機能的抗体フラグメントは、その各抗原または
受容体と選択的に結合する能力を維持する。抗体および抗体フラグメントは、抗体の、Ｉ
ｇＧ、ＩｇＡ、ＩｇＭ、ＩｇＤおよびＩｇＥおよびあらゆるサブクラス(例えば、ＩｇＧ
１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３およびＩｇＧ４)を含むが、これらに選択されない、あらゆるク
ラスの抗体であり得る。本発明の抗体は、モノクローナルでもポリクローナルでもよい。
抗体はまた、ヒト、ヒト化、ＣＤＲ移植またはインビトロ産生抗体であり得る。抗体は、
例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３またはＩｇＧ４から選択される、重鎖定常領域を
有し得る。抗体はまた、例えば、カッパまたはラムダから選択される、軽鎖も有し得る。
【０１５９】
　抗原結合フラグメントの例は、(ｉ)Ｆａｂフラグメント、ＶＬ、ＶＨ、ＣＬおよびＣＨ
１ドメインからなる一価フラグメント；(ii)Ｆ(ａｂ’)２フラグメント、ヒンジ領域でジ
スルフィド架橋により連結された２Ｆａｂフラグメントを含む、二価フラグメント；(iii
)ＶＨおよびＣＨ１ドメインからなるＦｄフラグメント；(iv)抗体の単アームのＶＬおよ
びＶＨドメインからなるＦｖフラグメント、(ｖ)ＶＨドメインからなる二重特異性抗体(
ｄＡｂ)フラグメント；(vi)ラクダ類またはラクダ化可変ドメイン；(vii)一本鎖Ｆｖ(ｓ
ｃＦｖ)、例えば、Bird et al. (1988) Science 242:423-426;およびHuston et al. (198
8) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883参照)；(viii)単一ドメイン抗体を含む。
これらの抗体フラグメントは、当業者に知られる慣用技術を使用して得て、フラグメント
を、完全抗体と同じ方法で有用性についてスクリーニングする。
【０１６０】
　用語“抗体”は、完全分子ならびにその機能的フラグメントを含む。抗体の定常領域は
、抗体の性質を修飾するため、改変、例えば、変異され得る(例えば、Ｆｃ受容体結合、
抗体グリコシル化、システイン残基数、エフェクター細胞機能または補体機能の１以上を
増加または低減するため)。
【０１６１】
　抗体分子はまた単一ドメイン抗体であり得る。単一ドメイン抗体は、相補性決定領域が
単一ドメインポリペプチドの一部である、抗体を含み得る。例は、重鎖抗体、軽鎖を天然
に欠く抗体、通常の４鎖抗体由来の単一ドメイン抗体、改変抗体および抗体由来のもの以
外の単一ドメインスキャフォールドを含むが、これらに限定されない。単一ドメイン抗体
は、あらゆる当分野のものまたはあらゆる将来的な単一ドメイン抗体であり得る。単一ド
メイン抗体は、マウス、ヒト、ラクダ、ラマ、魚、サメ、ヤギ、ウサギおよびウシを含む
が、これらに限定されないあらゆる種由来であり得る。本発明の他の面によって、単一ド
メイン抗体は、軽鎖を欠く重鎖抗体として知られる、天然に存在する単一ドメイン抗体で
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ある。このような単一ドメイン抗体は、例えば、ＷＯ９４０４６７８号に開示されている
。誤解を避けるために、軽鎖を天然に欠く重鎖抗体由来のこの可変ドメインは、ここでは
、４鎖免疫グロブリンの慣用のＶＨと区別するため、ＶＨＨまたはナノボディとして知ら
れる。このようなＶＨＨ分子は、ラクダ科種、例えばラクダ、ラマ、ヒトコブラクダ、ア
ルパカおよびグアナコ由来であり得る。ラクダ科以外の他の種は天然に軽鎖を欠く重鎖分
子を産生し得、このようなＶＨＨは本発明の範囲内である。
【０１６２】
　ＶＨおよびＶＬ領域を、より保存された、“フレームワーク領域”(ＦＲまたはＦＷ)と
呼ばれる領域が散在する、“相補性決定領域”(ＣＤＲ)と呼ぶ、超変異性の領域に細分で
きる。
【０１６３】
　フレームワーク領域およびＣＤＲの程度は、多くの方法により厳密に定義されている(K
abat, E. A., et al. (1991) Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fift
h Edition, U.S. Department of Health and Human Services, NIH Publication No. 91-
3242; Chothia, C. et al. (1987) J. Mol. Biol. 196:901-917; およびOxford Molecula
rのAbM抗体モデリングソフトウェアを使用するAbM定義参照)。一般的には、例えば、Prot
ein Sequence and Structure Analysis of Antibody Variable Domains. In: Antibody E
ngineering Lab Manual (Ed.: Duebel, S. and Kontermann, R., Springer-Verlag, Heid
elberg参照)。
【０１６４】
　ここで使用する用語“相補性決定領域”および“ＣＤＲ”は、抗原特異性および結合親
和性を与える抗体可変領域内のアミノ酸の配列をいう。一般に、各重鎖可変領域に３ＣＤ
Ｒ(ＨＣＤＲ１、ＨＣＤＲ２、ＨＣＤＲ３)および各軽鎖可変領域に３ＣＤＲ(ＬＣＤＲ１
、ＬＣＤＲ２、ＬＣＤＲ３)がある。
【０１６５】
　あるＣＤＲの厳密なアミノ酸配列境界は、Kabat et al. (1991), “Sequences of Prot
eins of Immunological Interest,” 5th Ed. Public Health Service, National Instit
utes of Health, Bethesda, MD (“Ｋａｂａｔ”番号付けスキーム), Al-Lazikani et al
., (1997) JMB 273,927-948 (“Ｃｈｏｔｈｉａ”番号付けスキーム)により記載のものを
含む、あらゆる数の周知スキームを使用して決定できる。“Ｃｈｏｔｈｉａ”番号付けス
キームにより定義するここで使用するＣＤＲを、“超可変ループ”と呼ぶこともある。
【０１６６】
　例えば、Ｋａｂａｔ下、重鎖可変ドメイン(ＶＨ)におけるＣＤＲアミノ酸残基を、３１
～３５(ＨＣＤＲ１)、５０～６５(ＨＣＤＲ２)および９５～１０２(ＨＣＤＲ３)と番号付
けし、軽鎖可変ドメイン(ＶＬ)におけるＣＤＲアミノ酸残基を、２４～３４(ＬＣＤＲ１)
、５０～５６(ＬＣＤＲ２)および８９～９７(ＬＣＤＲ３)と番号付けする。Ｃｈｏｔｈｉ
ａ下、ＶＨのＣＤＲアミノ酸を２６～３２(ＨＣＤＲ１)、５２～５６(ＨＣＤＲ２)および
９５～１０２(ＨＣＤＲ３)と番号付けし、ＶＬにおけるアミノ酸残基を２６～３２(ＬＣ
ＤＲ１)、５０～５２(ＬＣＤＲ２)および９１～９６(ＬＣＤＲ３)と番号付けする。Ｋａ
ｂａｔおよびＣｈｏｔｈｉａ両者のＣＤＲ定義を合わせることにより、ＣＤＲは、ヒトＶ
Ｈにおけるアミノ酸残基２６～３５(ＨＣＤＲ１)、５０～６５(ＨＣＤＲ２)および９５～
１０２(ＨＣＤＲ３)およびヒトＶＬにおけるアミノ酸残基２４～３４(ＬＣＤＲ１)、５０
～５６(ＬＣＤＲ２)および８９～９７(ＬＣＤＲ３)からなる。
【０１６７】
　ここで使用する“免疫グロブリン可変ドメイン配列”は、免疫グロブリン可変ドメイン
の構造を形成できるアミノ酸配列をいう。例えば、配列は、天然に存在する可変ドメイン
のアミノ酸配列の全てを含んでも、一部を含んでもよい。例えば、配列は、１、２または
それ以上のＮ末端またはＣ末端アミノ酸を含んでも、含まなくてもよく、タンパク質構造
の形成と適合性である他の改変を含んでよい。
【０１６８】
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　用語“抗原結合部位”は、ＰＤ－１ポリペプチドまたはそのエピトープと結合する界面
を形成する、決定基を含む、抗体分子の部分をいう。タンパク質(またはタンパク質模倣
体)に関して、抗原結合部位は、一般に、ＰＤ－１ポリペプチドと結合する界面を形成す
る、１以上の(少なくとも４アミノ酸またはアミノ酸模倣体の)ループを含む。一般に、抗
体分子の抗原結合部位は、少なくとも１または２ＣＤＲおよび／または超可変ループまた
はより一般に少なくとも３、４、５または６ＣＤＲおよび／または超可変ループを含む。
【０１６９】
　ここで使用する用語“モノクローナル抗体”または“モノクローナル抗体組成物”は、
単一分子組成の抗体分子の調製物をいう。モノクローナル抗体組成物は、特定のエピトー
プに対する単一結合特異性および親和性を示す。モノクローナル抗体は、ハイブリドーマ
テクノロジーまたはハイブリドーマテクノロジーを使用しない方法(例えば、組み換え方
法)により、製造できる。
【０１７０】
　“効率的にヒト”タンパク質は、中和抗体応答、例えば、ヒト抗マウス抗体(ＨＡＭＡ)
応答を惹起しないタンパク質をいう。ＨＡＭＡは、例えば、慢性または再発疾患状態、多
くの状況下で、例えば、抗体分子を繰り返し投与するならば、問題となり得る。ＨＡＭＡ
応答は、反復抗体投与を、血清からの抗体クリアランス増加のために(例えば、Saleh et 
al., Cancer Immunol. Immunother., 32:180-190 (1990))およびまたアレルギー性反応を
起こす可能性のために(例えば、LoBuglio et al., Hybridoma, 5:5117-5123 (1986))、無
効にする可能性がある。
【０１７１】
　抗体分子は、ポリクローナル抗体でもモノクローナル抗体でもよい。他の態様において
、抗体は、組み換えにより産生されてよく、例えば、ファージディスプレイまたはコンビ
ナトリアル方法によりされる。
【０１７２】
　抗体を産生するためのファージディスプレイおよびコンビナトリアル方法は、当分野で
知られる(例えば、その全ての内容を引用により本明細書に包含させるLadner et al. 米
国特許５,２２３,４０９号；Kang et al. 国際公開ＷＯ９２／１８６１９号；Dower et a
l. 国際公開ＷＯ９１／１７２７１号；Winter et al. 国際公開ＷＯ９２／２０７９１号
；Markland et al. 国際公開ＷＯ９２／１５６７９号；Breitling et al. 国際公開ＷＯ
９３／０１２８８号；McCafferty et al. 国際公開ＷＯ９２／０１０４７号；Garrard et
 al. 国際公開ＷＯ９２／０９６９０号；Ladner et al. 国際公開ＷＯ９０／０２８０９
号；Fuchs et al. (1991) Bio/Technology 9:1370-1372; Hay et al. (1992) Hum Antibo
d Hybridomas 3:81-85; Huse et al. (1989) Science 246:1275-1281; Griffths et al. 
(1993) EMBO J 12:725-734; Hawkins et al. (1992) J Mol Biol 226:889-896; Clackson
 et al. (1991) Nature 352:624-628; Gram et al. (1992) PNAS 89:3576-3580; Garrad 
et al. (1991) Bio/Technology 9:1373-1377; Hoogenboom et al. (1991) Nuc Acid Res 
19:4133-4137; and Barbas et al. (1991) PNAS 88:7978-7982に記載のような)。
【０１７３】
　ある態様において、抗体は、完全ヒト抗体(例えば、ヒト免疫グロブリン配列からの抗
体を産生するように遺伝子改変されているマウスで製造した抗体)または非ヒト抗体、例
えば、齧歯類(マウスまたはラット)、ヤギ、霊長類(例えば、サル)、ラクダ抗体である。
好ましくは、非ヒト抗体は、齧歯類(マウスまたはラット抗体)である。齧歯類抗体を産生
する方法は、当分野で知られる。
【０１７４】
　ヒトモノクローナル抗体は、マウス系ではなく、ヒト免疫グロブリン遺伝子を担持する
トランスジェニックマウスを使用して産生できる。目的の抗原で免疫化したこれらのトラ
ンスジェニックマウスからの脾細胞を使用して、ヒトタンパク質からのエピトープに特定
の親和性を有するヒトｍＡｂを分泌する、ハイブリドーマを産生する(例えば、Wood et a
l. 国際出願ＷＯ９１／００９０６号、Kucherlapati et al. ＰＣＴ公開ＷＯ９１／１０
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７４１号；Lonberg et al. 国際出願ＷＯ９２／０３９１８号；Kay et al. 国際出願９２
／０３９１７；Lonberg, N. et al. 1994 Nature 368:856-859; Green, L.L. et al. 199
4 Nature Genet. 7:13-21; Morrison, S.L. et al. 1994 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 8
1:6851-6855; Bruggeman et al. 1993 Year Immunol 7:33-40; Tuaillon et al. 1993 PN
AS 90:3720-3724; Bruggeman et al. 1991 Eur J Immunol 21:1323-1326)。
【０１７５】
　抗体は、可変領域またはその一部、例えば、ＣＤＲが非ヒト生物、例えば、ラットまた
はマウスで産生されるものであり得る。キメラ、ＣＤＲ移植およびヒト化抗体は、本発明
の範囲内である。非ヒト生物、例えば、ラットまたはマウスで産生され、次いで、ヒトに
おける抗原性を低減するために、例えば、可変フレームワークまたは定常領域を修飾した
抗体は、本発明の範囲内である。
【０１７６】
　キメラ抗体を、当分野で知られる組み換えＤＮＡ技術により産生できる(Robinson et a
l., 国際特許公開ＰＣＴ／ＵＳ８６／０２２６９号；Akira, et al., 欧州特許出願１８
４,１８７号；Taniguchi, M., 欧州特許出願１７１,４９６号；Morrison et al., 欧州特
許出願１７３,４９４号；Neuberger et al., 国際出願ＷＯ８６／０１５３３号；Cabilly
 et al. 米国特許４,８１６,５６７号；Cabilly et al.、欧州特許出願１２５,０２３号
；Better et al. (1988 Science 240:1041-1043); Liu et al. (1987) PNAS 84:3439-344
3; Liu et al., 1987, J. Immunol. 139:3521-3526; Sun et al. (1987) PNAS 84:214-21
8; Nishimura et al., 1987, Canc. Res. 47:999-1005; Wood et al. (1985) Nature 314
:446-449; and Shaw et al., 1988, J. Natl Cancer Inst. 80:1553-1559参照)。
【０１７７】
　ヒト化またはＣＤＲ移植抗体は、ドナーＣＤＲで置き換えられた、(重および軽免疫グ
ロブリン鎖の)少なくとも１または２、しかし、一般には全３レシピエントＣＤＲを有す
る。抗体は、少なくとも非ヒトＣＤＲの一部が置き換えられているかまたはＣＤＲのいく
つかが非ヒトＣＤＲで置き換えられていてよい。ヒト化抗体のＰＤ－１への結合に必要な
数のＣＤＲを置き換えることのみが必須である。好ましくは、ドナーは、齧歯類抗体、例
えば、ラットまたはマウス抗体であり、レシピエントは、ヒトフレームワークまたはヒト
コンセンサスフレームワークである。一般に、ＣＤＲを提供する免疫グロブリンは、“ド
ナー”と呼ばれ、フレームワークを提供する免疫グロブリンは、“アクセプター”と呼ば
れる。ある態様において、ドナー免疫グロブリンは、非ヒト(例えば、齧歯類)である。ア
クセプターフレームワークは、天然に存在する(例えば、ヒト)フレームワークまたはコン
センサスフレームワークまたはそれと約８５％以上、好ましくは９０％、９５％、９９％
以上同一である配列である。
【０１７８】
　ここで使用する用語“コンセンサス配列”は、関連配列のファミリーで最も頻繁に現れ
るアミノ酸(またはヌクレオチド)から形成される配列である(例えば、Winnaker, From Ge
nes to Clones (Verlagsgesellschaft, Weinheim, Germany 1987)参照)。タンパク質のフ
ァミリーにおいて、コンセンサス配列における各位置は、該ファミリーのその位置で最も
頻繁に現れるアミノ酸により占拠される。２アミノ酸が等頻度で現れるならば、いずれか
をコンセンサス配列に包含できる。“コンセンサスフレームワーク”は、コンセンサス免
疫グロブリン配列におけるフレームワーク領域をいう。
【０１７９】
　抗体は、当分野で知られる方法によりヒト化できる(例えば、その全ての内容を引用に
より本明細書に包含させる、Morrison, S. L., 1985, Science 229:1202-1207, by Oi et
 al., 1986, BioTechniques 4:214およびQueen et al. ＵＳ５,５８５,０８９号、ＵＳ５
,６９３,７６１号およびＵＳ５,６９３,７６２号参照)。
【０１８０】
　ヒト化またはＣＤＲ移植抗体を、ＣＤＲ移植またはＣＤＲ置換により製造でき、ここで
、免疫グロブリン鎖の１、２または全ＣＤＲを置き換え得る。例えば、その全ての内容を
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引用により本明細書に包含させる、米国特許５,２２５,５３９号；Jones et al. 1986 Na
ture 321:552-525; Verhoeyan et al. 1988 Science 239:1534; Beidler et al. 1988 J.
 Immunol. 141:4053-4060; Winter ＵＳ５,２２５,５３９号参照。Winterは、本発明のヒ
ト化抗体の製造に使用し得る、ＣＤＲ移植方法を記載し(１９８７年３月２６日出願ＵＫ
特許出願ＧＢ２１８８６３８Ａ；Winter ＵＳ５,２２５,５３９号)、この内容を、引用に
より本明細書に明示的に包含させる。
【０１８１】
　また本発明の範囲内にあるのは、特異的アミノ酸が置換、欠失または付加されているヒ
ト化抗体である。ドナーからアミノ酸を選択する基準は、ＵＳ５,５８５,０８９号、例え
ば、ＵＳ５,５８５,０８９号のカラム１２～１６、例えば、ＵＳ５,５８５,０８９号のカ
ラム１２～１６に記載され、この内容を、引用により本明細書に包含させる。抗体をヒト
化する他の技術は、１９９２年１２月２３日公開のPadlan et al. ＥＰ５１９５９６Ａ１
号に記載されている。
【０１８２】
　抗体分子は、一本鎖抗体であり得る。一本鎖抗体(ｓｃＦＶ)は、改変されていてよい(
例えば、Colcher, D. et al. (1999) Ann N Y Acad Sci 880:263-80; and Reiter, Y. (1
996) Clin Cancer Res 2:245-52参照)。単鎖抗体を二量体化または多量体化して、同じ標
的タンパク質の異なるエピトープに特異性を有する多価抗体を産生できる。
【０１８３】
　さらに他の態様において、抗体分子は、例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、Ｉｇ
Ｇ４、ＩｇＭ、ＩｇＡ１、ＩｇＡ２、ＩｇＤおよびＩｇＥの重鎖定常領域；特に、例えば
、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３およびＩｇＧ４の(例えば、ヒト)重鎖定常領域から選択
される重鎖定常領域を有する。他の態様において、抗体分子は、例えば、カッパまたはラ
ムダの(例えば、ヒト)軽鎖定常領域から選択される、軽鎖定常領域を有する。定常領域は
、抗体の性質を修飾するために、改変、例えば、変異され得る(例えば、Ｆｃ受容体結合
、抗体グリコシル化、システイン残基数、エフェクター細胞機能および／または補体機能
の１以上の増加または低減のため)。ある態様において、抗体はエフェクター機能を有し
、補体を固定できる。他の態様において、抗体はエフェクター細胞を集めずまたは補体を
固定しない。他の態様において、抗体は、Ｆｃ受容体への結合能が低減しているかまたは
有しない。例えば、Ｆｃ受容体への結合を支持しないアイソタイプまたはサブタイプ、フ
ラグメントまたは他の変異体、例えば、変異誘発されたまたは欠失されたＦｃ受容体結合
領域を有する。
【０１８４】
　抗体定常領域を改変する方法は、当分野で知られる。改変された機能、例えば細胞のＦ
ｃＲまたは補体のＣ１成分のようなエフェクターリガンドへの改変された親和性を有する
抗体は、抗体の定常部分における少なくとも１アミノ酸残基を、異なる残基で置き換える
ことにより製造できる(例えば、その全ての内容を引用により本明細書に包含させる、Ｅ
Ｐ３８８,１５１Ａ１号、米国特許５,６２４,８２１号および米国特許５,６４８,２６０
号参照)。類似タイプの改変を記載でき、これは、マウスまたは他の種の免疫グロブリン
に適用するならば、これらの機能を低減または除去する。
【０１８５】
　抗体分子は、誘導体化できまたは他の機能的分子(例えば、他のペプチドまたはタンパ
ク質)に連結できる。ここで使用する“誘導体化”抗体分子は、修飾されているものであ
る。誘導体化の方法は、蛍光部分、ラジオヌクレオチド、毒素、酵素またはビオチンのよ
うな親和性リガンドの付加を含むが、これらに限定されない。よって、本発明の抗体分子
は、免疫接着分子を含む、誘導体化および他に修飾された形態のここに記載する抗体を含
むことを企図する。例えば、抗体分子は、他の抗体(例えば、二特異的抗体または二重特
異性抗体)、検出可能剤、細胞毒性剤、薬剤および／または抗体または抗体部分と他の分
子の結合を介在できるタンパク質またはペプチド(例えば、ストレプトアビジンコア領域
またはポリヒスチジンタグ)のような１以上の他の分子に機能的に連結(化学結合、遺伝子
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融合、非共有結合的会合またはその他)し得る。
【０１８６】
　１タイプの誘導体化抗体分子を、２以上の抗体(例えば、二特異的抗体を作製するため
に、同じタイプまたは異なるタイプの)の連結により産生する。適当な架橋剤は、適切な
スペーサーにより離された、２つの異なって反応性の基を有するヘテロ二官能性のもの(
例えば、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシスクシンイミドエステル)またはホ
モ二官能性のもの(例えば、ジスクシンイミジル基質)を含む。このようなリンカーは、Pi
erce Chemical Company, Rockford, Illから入手可能である。
【０１８７】
　抗体分子を、他の分子、一般に標識または治療(例えば、細胞毒性または細胞増殖抑制)
剤または部分とコンジュゲートし得る。放射性同位体を、診断または治療適用で使用でき
る。抗ＰＳＭＡ抗体と結合できる放射性同位体は、α－、β－またはγ－エミッターまた
はβ－およびγ－エミッターを含むが、これらに限定されない。このような放射性同位体
は、ヨウ素(１３１Ｉまたは１２５Ｉ)、イットリウム(９０Ｙ)、ルテチウム(１７７Ｌｕ)
、アクチニウム(２２５Ａｃ)、プラセオジム、アスタチン(２１１Ａｔ)、レニウム(１８

６Ｒｅ)、ビスマス(２１２Ｂｉまたは２１３Ｂｉ)、インジウム(１１１Ｉｎ)、テクネチ
ウム(９９ｍＴｃ)、リン(３２Ｐ)、ロジウム(１８８Ｒｈ)、硫黄(３５Ｓ)、炭素(１４Ｃ)
、トリチウム(３Ｈ)、クロム(５１Ｃｒ)、塩素(３６Ｃｌ)、コバルト(５７Ｃｏまたは５

８Ｃｏ)、鉄(５９Ｆｅ)、セレン(７５Ｓｅ)またはガリウム(６７Ｇａ)を含むが、これら
に限定されない。治療剤として有用な放射性同位体は、イットリウム(９０Ｙ)、ルテチウ
ム(１７７Ｌｕ)、アクチニウム(２２５Ａｃ)、プラセオジム、アスタチン(２１１Ａｔ)、
レニウム(１８６Ｒｅ)、ビスマス(２１２Ｂｉまたは２１３Ｂｉ)およびロジウム(１８８

Ｒｈ)を含む。例えば、診断に使用する、標識として、有用な放射性同位体は、ヨウ素(１
３１Ｉまたは１２５Ｉ)、インジウム(１１１Ｉｎ)、テクネチウム(９９ｍＴｃ)、リン(３
２Ｐ)、炭素(１４Ｃ)およびトリチウム(３Ｈ)または上に挙げた治療同位体の１以上を含
む。
【０１８８】
　本発明は、放射標識抗体分子およびそれを標識する方法を提供する。ある態様において
、抗体分子を標識する方法が開示される。方法は、抗体分子とキレート剤を接触させ、そ
れにより、コンジュゲート抗体を産生することを含む。コンジュゲート抗体を、放射性同
位体、例えば、１１１インジウム、９０イットリウムおよび１７７ルテチウムで放射標識
して、標識抗体分子を産生する。
【０１８９】
　上記のように、抗体分子を、治療剤にコンジュゲートできる。治療活性放射性同位体は
既に述べている。他の治療剤の例は、タキソール、サイトカラシンＢ、グラミシジンＤ、
臭化エチジウム、エメチン、マイトマイシン、エトポシド、テニポシド、ビンクリスチン
、ビンブラスチン、コルヒチン、ドキソルビシン、ダウノルビシン、ジヒドロキシアント
ラシンジオン、ミトキサントロン、ミトラマイシン、アクチノマイシンＤ、１－デヒドロ
テストステロン、グルココルチコイド、プロカイン、テトラカイン、リドカイン、プロプ
ラノロール、ピューロマイシン、マイタンシノイド、例えば、マイタンシノール(米国特
許５,２０８,０２０号参照)、ＣＣ－１０６５(米国特許５,４７５,０９２号、５,５８５,
４９９号、５,８４６、５４５号参照)およびそのアナログまたはホモログを含む。治療剤
は、代謝拮抗剤(例えば、メトトレキサート、６－メルカプトプリン、６－チオグアニン
、シタラビン、５－フルオロウラシルデカルバジン)、アルキル化剤(例えば、メクロレタ
ミン、チオエパクロラムブシル、ＣＣ－１０６５、メルファラン、カルムスチン(ＢＳＮ
Ｕ)およびロムスチン(ＣＣＮＵ)、シクロホスファミドミド、ブスルファン、ジブロモマ
ンニトール、ストレプトゾトシン、マイトマイシンＣおよびｃｉｓ－ジクロロジアミン白
金(II)(ＤＤＰ)シスプラチン)、アントラサイクリン(例えば、ダウノルビシン(以前はダ
ウノマイシン)およびドキソルビシン)、抗生物質(例えば、ダクチノマイシン(以前はアク
チノマイシン)、ブレオマイシン、ミトラマイシンおよびアントラマイシン(ＡＭＣ))およ
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び抗有糸分裂剤(例えば、ビンクリスチン、ビンブラスチン、タキソールおよびマイタン
シノイド)を含むが、これらに限定されない。
【０１９０】
組み合わせ治療
　組み合わせ治療(例えば、ここに記載する方法および組成物)は、免疫調節剤(例えば、
共刺激性分子のアクティベーターまたは免疫チェックポイント分子の阻害剤の１以上)お
よび第二治療剤、例えば、表１に列記した薬剤の１以上から選択される第二治療剤を含み
得る。
【０１９１】
　“組み合わせ”または“組み合わせて”により、治療または複数治療剤を同時に適用す
るおよび／または一緒に送達するために製剤する(例えば、同じ組成物)ことを意味するこ
とを意図しないが、これらの方法および組成物は、ここに記載する範囲内である。免疫調
節剤および第二治療剤を、１以上の他のさらなる治療または治療剤と同時に、前にまたは
後に投与できる。これらの組み合わせにおける薬剤は、任意の順番で投与できる。一般に
、各薬剤を、その薬剤について決定された用量でおよび／またはタイムスケジュールで投
与する。組み合わせで使用するさらなる治療剤を、一緒に単一組成物としてまたは別々に
異なる組成物として投与し得ることもさらに認識される。一般に、組み合わせで使用する
さらなる治療剤は、個々にそれらが利用されるレベルを超えないレベルで使用されること
が予測される。ある態様において、組み合わせにおいて使用されるレベルは、ここに使用
するものより低い。
【０１９２】
　ある態様において、組み合わせは、組み合わせ使用または組み合わせ製品に関する指示
と共にまたは伴わずに免疫調節剤および第二治療剤の製剤を含む。組み合わせた化合物は
、同じまたは異なる業者が製造および／または製剤し得る。組み合わせパートナーは、そ
れゆえに、互いに独立して販売もされる完全に別の医薬投与形態または医薬組成物であり
得る。ある態様において、その組み合わせた使用の指示は、(ｉ)医師に渡される前(例え
ば開示する化合物と他の治療剤を含む“キット”の場合)に；(ii)投与直前に医師自身(ま
たは医師の指導の下)に；(iii)医師または医療従事者により患者自身に提供され得る。
【０１９３】
免疫調節剤
　ここに開示する組み合わせ治療は、免疫チェックポイント分子の阻害性分子の阻害剤を
含み得る。用語“免疫チェックポイント”は、ＣＤ４およびＣＤ８　Ｔ細胞の細胞表面上
の分子群をいう。これらの分子は、効率的に抗腫瘍免疫応答を下方制御または阻害する“
ブレーキ”として働く。阻害性分子の阻害は、ＤＮＡ、ＲＮＡまたはタンパク質レベルで
の阻害により実施できる。ある態様において、阻害性核酸(例えば、ｄｓＲＮＡ、ｓｉＲ
ＮＡまたはｓｈＲＮＡ)を使用して、阻害性分子の発現を阻害できる。他の態様において
、阻害性シグナルの阻害剤は、阻害性分子に結合するポリペプチド、例えば、可溶性リガ
ンドまたは抗体またはその抗原結合フラグメントである。
【０１９４】
　本発明の方法および組成物において有用な免疫チェックポイント分子は、プログラム死
１(ＰＤ－１)、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２、細胞毒性Ｔリンパ球抗原４(ＣＴＬ
Ａ－４)、ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、ＣＥＡＣＡＭ－３およ
び／またはＣＥＡＣＡＭ－５)、ＬＡＧ－３、ＶＩＳＴＡ、ＢＴＬＡ、ＴＩＧＩＴ、ＬＡ
ＩＲ１、ＣＤ１６０、２Ｂ４、ＣＤ８０、ＣＤ８６、Ｂ７－Ｈ１、Ｂ７－Ｈ３(ＣＤ２７
６)、Ｂ７－Ｈ４(ＶＴＣＮ１)、ＨＶＥＭ(ＴＮＦＲＳＦ１４またはＣＤ２７０)、ＫＩＲ
、Ａ２ａＲ、ＭＨＣクラスＩ、ＭＨＣクラスII、ＧＡＬ９、アデノシン、ＴＧＦＲ(例え
ば、ＴＧＦＲベータ)を含むが、これらに限定されない。ある態様において、免疫調節剤
は、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３、
ＴＩＭ－３、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)または
ＣＴＬＡ－４またはこれらの任意の組み合わせの阻害剤)である。
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【０１９５】
　他の態様において、ＰＤ－１阻害剤は、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはピディリ
ズマブから選択される抗ＰＤ－１抗体である。
【０１９６】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体はニボルマブである。ニボルマブの別名は、ＭＤＸ
－１１０６、ＭＤＸ－１１０６－０４、ＯＮＯ－４５３８またはＢＭＳ－９３６５５８を
含む。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体は、ニボルマブ(CAS Registry Number: 946414
-94-4)である。ニボルマブは、ＰＤ－１を特異的に遮断する完全ヒトＩｇＧ４モノクロー
ナル抗体である。ニボルマブ(クローン５Ｃ４)およびＰＤ－１に特異的に結合する他のヒ
トモノクローナル抗体は、ＵＳ８,００８,４４９号およびＷＯ２００６／１２１１６８号
に開示されている。ある態様において、ＰＤ－１の阻害剤はニボルマブであり、ここに開
示する配列(または、それと実質的に同一または類似する配列、例えば、特定する配列と
少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一である配列)を有する。
【０１９７】
　ニボルマブの重鎖および軽鎖アミノ酸配列は次のとおりである。
重鎖(配列番号２)
QVQLVESGGGVVQPGRSLRLDCKASGITFSNSGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYDGSKRYYADSVKGRFTISRDNSKNTLF
LQMNSLRAEDTAVYYCATNDDYWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALT
SGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKP
KDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKG
LPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLY
SRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLGK
軽鎖(配列番号３)
EIVLTQSPATLSLSPGERATLSCRASQSVSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYDASNRATGIPARFSGSGSGTDFTLTISSLEP
EDFAVYYCQQSSNWPRTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQ
ESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
【０１９８】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体はペンブロリズマブである。ペンブロリズマブ(ラ
ムブロリズマブ、ＭＫ－３４７５、ＭＫ０３４７５、ＳＣＨ－９００４７５またはKEYTRU
DA(登録商標)とも称する；Merck)は、ＰＤ－１に結合するヒト化ＩｇＧ４モノクローナル
抗体である。ペンブロリズマブおよび他のヒト化抗ＰＤ－１抗体は、Hamid, O. et al. (
2013) New England Journal of Medicine 369 (2): 134-44、ＵＳ８,３５４,５０９号お
よびＷＯ２００９／１１４３３５号に開示されている。ある態様において、ＰＤ－１の阻
害剤は、例えば、ＵＳ８,３５４,５０９号およびＷＯ２００９／１１４３３５号に開示さ
れ、ここに開示する配列(または、それと実質的に同一または類似する配列、例えば、特
定する配列と少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一である配列)を有す
るを有する、ペンブロリズマブである。
　ペンブロリズマブの重鎖および軽鎖アミノ酸配列は、次のとおりである。
重鎖(配列番号４)
QVQLVQSGVE VKKPGASVKV SCKASGYTFT NYYMYWVRQA PGQGLEWMGG 50
INPSNGGTNF NEKFKNRVTL TTDSSTTTAY MELKSLQFDD TAVYYCARRD 100
YRFDMGFDYW GQGTTVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTKT 200
YTCNVDHKPS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPPKPKDT 250
LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQFNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT 350
LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS 400
DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSLGK    447
軽鎖(配列番号５)
EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASKGVS TSGYSYLHWY QQKPGQAPRL 50 



(45) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

LIYLASYLES GVPARFSGSG SGTDFTLTIS SLEPEDFAVY YCQHSRDLPL 100 
TFGGGTKVEI KRTVAAPSVF IFPPSDEQLK SGTASVVCLL NNFYPREAKV 150 
QWKVDNALQS GNSQESVTEQ DSKDSTYSLS STLTLSKADY EKHKVYACEV 200 
THQGLSSPVT KSFNRGEC                                    218
【０１９９】
　ある態様において、抗ＰＤ－１抗体は、ピディリズマブである。ピディリズマブ(ＣＴ
－０１１；Cure Tech)は、ＰＤ－１に結合するヒト化ＩｇＧ１ｋモノクローナル抗体であ
る。ピディリズマブおよび他のヒト化抗ＰＤ－１モノクローナル抗体は、ＷＯ２００９／
１０１６１１号に開示されている。
【０２００】
　他の抗ＰＤ－１抗体は、数ある中で、例えば、ＵＳ８,６０９,０８９号、ＵＳ２０１０
０２８３３０号および／またはＵＳ２０１２０１１４６４９号に開示されている、抗ＰＤ
－１抗体である、ＡＭＰ　５１４(Amplimmune)を含む。
【０２０１】
ＰＤ－Ｌ１またはＰＤ－Ｌ２阻害剤の例
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤は、抗体分子である。ある態様において、抗ＰＤ
－Ｌｌ阻害剤は、ＹＷ２４３.５５.Ｓ７０、ＭＰＤＬ３２８０Ａ、ＭＥＤＩ－４７３６、
ＭＳＢ－００１０７１８ＣまたはＭＤＸ－１１０５から選択される。
【０２０２】
　ある態様において、抗ＰＤ－Ｌ１抗体は、ＭＳＢ００１０７１８Ｃである。ＭＳＢ００
１０７１８Ｃ(Ａ０９－２４６－２とも称する；Merck Serono)は、ＰＤ－Ｌ１に結合する
モノクローナル抗体である。ペンブロリズマブおよび他のヒト化抗ＰＤ－Ｌ１抗体は、Ｗ
Ｏ２０１３／０７９１７４号に開示され、ここに開示する配列(または、それと実質的に
同一または類似する配列、例えば、特定する配列と少なくとも８５％、９０％、９５％ま
たはそれ以上同一である配列)を有する。ＭＳＢ００１０７１８Ｃの重鎖および軽鎖アミ
ノ酸配列は、少なくとも次のものを含む。
重鎖可変領域(ＷＯ２０１３／０７９１７４号に開示される配列番号２４)(配列番号６)
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYIMMWVRQAPGKGLEWVSSIYPSGGITFYADKGRFTISRDNSKNTLYLQ
MNSLRAEDTAVYYCARIKLGTVTTVDYWGQGTLVTVSS
軽鎖可変領域(ＷＯ２０１３／０７９１７４号に開示される配列番号２５)(配列番号７)
QSALTQPASVSGSPGQSITISCTGTSSDVGGYNYVSWYQQHPGKAPKLMIYDVSN RPSGVSNRFSGSKSGNTASLTISG
LQAEDEADYYCSSYTSSSTRVFGTGTKVTVL
【０２０３】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤は、ＹＷ２４３.５５.Ｓ７０である。ＹＷ２４３
.５５.Ｓ７０抗体は、ＷＯ２０１０／０７７６３４号に記載される抗ＰＤ－Ｌｌ(ＷＯ２
０１０／０７７６３４号のそれぞれ配列番号２０および２１に示す重鎖および軽鎖可変領
域配列)であり、そこに開示する配列(または、それと実質的に同一または類似する配列、
例えば、特定する配列と少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同一である配
列)を有する。
【０２０４】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤は、ＭＤＸ－１１０５である。ＭＤＸ－１１０５
は、ＢＭＳ－９３６５５９としても知られ、ＷＯ２００７／００５８７４号に記載される
抗ＰＤ－Ｌｌ抗体であり、そこに開示する配列(または、それと実質的に同一または類似
する配列、例えば、特定する配列と少なくとも８５％、９０％、９５％またはそれ以上同
一である配列)を有する。
【０２０５】
　ある態様において、ＰＤ－Ｌ１阻害剤は、ＭＤＰＬ３２８０Ａ(Genentech/Roche)であ
る。ＭＤＰＬ３２８０Ａは、ＰＤ－Ｌ１に結合するヒトＦｃ最適化ＩｇＧ１モノクローナ
ル抗体である。ＭＤＰＬ３２８０ＡおよびＰＤ－Ｌ１に対する他のヒトモノクローナル抗
体は、米国特許７,９４３,７４３号および米国公開２０１２００３９９０６号に開示され



(46) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

る。
【０２０６】
　他の態様において、ＰＤ－Ｌ２阻害剤は、ＡＭＰ－２２４である。ＡＭＰ－２２４は、
ＰＤ－１とＢ７－Ｈ１の相互作用を遮断するＰＤ－Ｌ２　Ｆｃ融合可溶性受容体である(
Ｂ７－ＤＣＩｇ；Amplimmune；例えば、ＷＯ２０１０／０２７８２７号およびＷＯ２０１
１／０６６３４２号に開示)。
【０２０７】
ＴＩＭ－３阻害剤の例
　ある態様において、ここに記載する組み合わせは、ＴＩＭ－３阻害剤を含む。ある態様
において、組み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記載する癌、例えば、固形腫瘍ま
たは血液悪性腫瘍を処置する。
【０２０８】
　抗ＴＩＭ－３抗体例は米国特許８,５５２,１５６号、ＷＯ２０１１／１５５６０７号、
ＥＰ２５８１１１３号および米国公開２０１４／０４４７２８号に開示されている。
【０２０９】
ＬＡＧ－３阻害剤の例
　ある態様において、ここに記載する組み合わせは、ＬＡＧ－３阻害剤を含む。ある態様
において、組み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記載する癌、例えば、固形腫瘍ま
たは血液悪性腫瘍を処置する。
【０２１０】
　ある態様において、抗ＬＡＧ－３抗体は、ＢＭＳ－９８６０１６である。ＢＭＳ－９８
６０１６(ＢＭＳ９８６０１６とも称する；Bristol-Myers Squibb)は、ＬＡＧ－３に結合
するモノクローナル抗体である。ＢＭＳ－９８６０１６および他のヒト化抗ＬＡＧ－３抗
体は、ＵＳ２０１１／０１５０８９２号、ＷＯ２０１０／０１９５７０号およびＷＯ２０
１４／００８２１８号に開示される。
【０２１１】
ＣＴＬＡ－４阻害剤の例
　ある態様において、ここに記載する組み合わせは、ＣＴＬＡ－４阻害剤を含む。ある態
様において、組み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記載する癌、例えば、固形腫瘍
または血液悪性腫瘍を処置する。
【０２１２】
　抗ＣＴＬＡ－４抗体例は、トレメリムマブ(Pfizerから入手可能なＩｇＧ２モノクロー
ナル抗体、以前はチシリムマブ、ＣＰ－６７５,２０６として知られた)；およびイピリム
マブ(ＣＴＬＡ－４抗体、ＭＤＸ－０１０、CAS No. 477202-00-9としても既知)を含む。
【０２１３】
　ある態様において、組み合わせは、例えば、ここに記載するような、抗ＰＤ－１抗体分
子および抗ＣＴＬＡ－４抗体、例えば、イピリムマブを含む。使用できる用量例は、約１
～１０mg／kg、例えば、３mg／kgの抗ＰＤ－１抗体分子の用量および約３mg／kgの抗ＣＴ
ＬＡ－４抗体、例えば、イピリムマブの用量を含む。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体
分子を、処置後、例えば、ＢＲＡＦ阻害剤(例えば、ベムラフェニブまたはダブラフェニ
ブ)を併用するまたは併用しない抗ＣＴＬＡ－４抗体(例えば、イピリムマブ)での黒色腫
の処置後、投与する
【０２１４】
　他の抗ＣＴＬＡ－４抗体例は、例えば、米国特許５,８１１,０９７号に開示される。
【０２１５】
　ある態様において、阻害剤は、ＰＤ－Ｌ１、ＰＤ－Ｌ２またはＣＴＬＡ－４に結合する
可溶性リガンド(例えば、ＣＴＬＡ－４－Ｉｇ)または抗体または抗体フラグメントである
。例えば、抗ＰＤ－１抗体分子を、抗ＣＴＬＡ－４抗体、例えば、イピリムマブと組み合
わせて投与して、例えば、癌(例えば、黒色腫、例えば、転移黒色腫；肺癌、例えば、非
小細胞肺癌；または前立腺癌から選択される癌)を処置できる。
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【０２１６】
阻害剤のさらなる組み合わせ
　ある態様において、ここに開示する抗ＰＤ－１分子を、例えば、ここに記載するような
、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２の１以上の他の阻害剤と組み合わせて
投与する。アンタゴニストは、抗体、その抗原結合フラグメント、イムノアドヘシン、融
合タンパク質またはオリゴペプチドであり得る。
【０２１７】
　ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、抗ＬＡＧ－３抗体または
その抗原結合フラグメントと組み合わせて投与する。他の態様において、抗ＰＤ－１また
はＰＤ－Ｌ１抗体分子を、抗ＴＩＭ－３抗体またはその抗原結合フラグメントと組み合わ
せて投与する。さらに他の態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、抗Ｌ
ＡＧ－３抗体および抗ＴＩＭ－３抗体またはその抗原結合フラグメントと組み合わせて投
与する。ここに引用する抗体の組み合わせを、別々に、例えば、別々の抗体として投与し
ても、連結された、例えば、二特異的または三特異的抗体分子として投与してもよい。あ
る態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子および抗ＴＩＭ－３または抗ＬＡ
Ｇ－３抗体またはその抗原結合フラグメントを含む二特異的抗体を投与する。ある態様に
おいて、ここに引用する抗体の組み合わせを、癌、例えば、ここに記載するような癌(例
えば、固形腫瘍)の処置のために使用する。前記組み合わせの効力は、当分野で知られる
動物モデルで試験できる。例えば、抗ＰＤ－１と抗ＬＡＧ－３の相乗効果を試験するため
の動物モデルは、例えば、Woo et al. (2012) Cancer Res. 72(4):917-27に記載されてい
る。
【０２１８】
　他の態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、
ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)の阻害剤と組み合わせて投与する。ある態
様において、ＣＥＡＣＡＭ(例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１、－３および／または－５)の阻害
剤は、抗ＣＥＡＣＡＭ抗体分子である。理論に縛られることを望まないが、ＣＥＡＣＡＭ
－１およびＣＥＡＣＡＭ－５のような癌胎児性抗原細胞接着分子(ＣＥＡＣＡＭ)は、少な
くとも一部、抗腫瘍免疫応答の阻害を介在すると考えられる(例えば、Markel et al. J I
mmunol. 2002 Mar 15;168(6):2803-10; Markel et al. J Immunol. 2006 Nov 1;177(9):6
062-71; Markel et al. Immunology. 2009 Feb;126(2):186-200; Markel et al. Cancer 
Immunol Immunother. 2010 Feb;59(2):215-30; Ortenberg et al. Mol Cancer Ther. 201
2 Jun;11(6):1300-10; Stern et al. J Immunol. 2005 Jun 1;174(11):6692-701; Zheng 
et al. PLoS One. 2010 Sep 2;5(9). pii: e12529参照)。例えば、ＣＥＡＣＡＭ－１は、
ＴＩＭ－３のヘテロフィリックリガンドとしておよびＴＩＭ－３介在Ｔ細胞耐容性および
消耗に役割を有するとして記載されている(例えば、ＷＯ２０１４／０２２３３２号；Hua
ng, et al. (2014) Nature doi:10.1038/nature13848参照)。ある態様において、ＣＥＡ
ＣＡＭ－１とＴＩＭ－３の共遮断が、異種移植結腸直腸癌モデルにおける抗腫瘍免疫応答
を増強することが示されている(例えば、ＷＯ２０１４／０２２３３２号；Huang, et al.
 (2014), supra参照)。他の態様において、ＣＥＡＣＡＭ－１とＰＤ－１の共遮断は、例
えば、ＷＯ２０１４／０５９２５１号に記載のように、Ｔ細胞耐容性を減少させる。それ
ゆえに、ＣＥＡＣＡＭ阻害剤を、ここに記載する他の免疫調節剤(例えば、抗ＰＤ－１お
よび／または抗ＴＩＭ－３阻害剤)と共に使用して、癌、例えば、黒色腫、肺癌(例えば、
ＮＳＣＬＣ)、膀胱癌、結腸癌、卵巣癌および他のここに記載するような癌に対する免疫
応答を増強できる。
【０２１９】
　よって、ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ阻害剤(例えば、Ｃ
ＥＡＣＡＭ－１、ＣＥＡＣＡＭ－３および／またはＣＥＡＣＡＭ－５阻害剤)と組み合わ
せて投与する。ある態様において、ＣＥＡＣＡＭの阻害剤は、抗ＣＥＡＣＡＭ抗体分子で
ある。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ－１阻害剤、例えば、抗
ＣＥＡＣＡＭ－１抗体分子と組み合わせて投与する。他の態様において、抗ＰＤ－１抗体
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分子を、ＣＥＡＣＡＭ－３阻害剤、例えば、抗ＣＥＡＣＡＭ－３抗体分子と組み合わせて
投与する。他の態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、ＣＥＡＣＡＭ－５阻害剤、例えば
、抗ＣＥＡＣＡＭ－５抗体分子と組み合わせて投与する。抗ＣＥＡＣＡＭ－１抗体例は、
ＷＯ２０１０／１２５５７１号、ＷＯ２０１３／０８２３６６号およびＷＯ２０１４／０
２２３３２号に開示され、例えば、モノクローナル抗体３４Ｂ１、２６Ｈ７および５Ｆ４
；または、例えば、ＵＳ２００４／００４７８５８号、ＵＳ７,１３２,２５５号およびＷ
Ｏ９９／０５２５５２号に記載のようなそれからの組み換え形態である。他の態様におい
て、抗ＣＥＡＣＡＭ抗体は、例えば、Zheng et al. PLoS One. 2010 Sep 2;5(9). pii: e
12529 (DOI:10:1371/journal.pone.0021146)に記載のようにＣＥＡＣＡＭ－５と結合する
か、または、例えば、ＷＯ２０１３／０５４３３１号およびＵＳ２０１４／０２７１６１
８号に記載のように、ＣＥＡＣＡＭ－１およびＣＥＡＣＡＭ－５と交差反応する。
【０２２０】
共刺激性モジュレーター
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療は、共刺激性分子のモジュレーター
を含む。ある態様において、共刺激性モジュレーター、例えば、共刺激性分子のアゴニス
トは、ＭＨＣクラスＩ分子、ＴＮＦ受容体タンパク質、免疫グロブリン様タンパク質、サ
イトカイン受容体、インテグリン、シグナル伝達リンパ性活性化分子(ＳＬＡＭタンパク
質)、活性化ＮＫ細胞受容体、ＢＴＬＡ、Ｔｏｌｌリガンド受容体、ＯＸ４０、ＣＤ２、
ＣＤ７、ＣＤ２７、ＣＤ２８、ＣＤ３０、ＣＤ４０、ＣＤＳ、ＩＣＡＭ－１、ＬＦＡ－１
(ＣＤ１１ａ／ＣＤ１８)、４－１ＢＢ(ＣＤ１３７)、Ｂ７－Ｈ３、ＩＣＯＳ(ＣＤ２７８)
、ＧＩＴＲ、ＢＡＦＦＲ、ＬＩＧＨＴ、ＨＶＥＭ(ＬＩＧＨＴＲ)、ＫＩＲＤＳ２、ＳＬＡ
ＭＦ７、ＮＫｐ８０(ＫＬＲＦ１)、ＮＫｐ４４、ＮＫｐ３０、ＮＫｐ４６、ＣＤ１９、Ｃ
Ｄ４、ＣＤ８アルファ、ＣＤ８ベータ、ＩＬ２Ｒベータ、ＩＬ２Ｒｇａｍｍａ、ＩＬ７Ｒ
アルファ、ＩＴＧＡ４、ＶＬＡ１、ＣＤ４９ａ、ＩＴＧＡ４、ＩＡ４、ＣＤ４９Ｄ、ＩＴ
ＧＡ６、ＶＬＡ－６、ＣＤ４９ｆ、ＩＴＧＡＤ、ＣＤ１１ｄ、ＩＴＧＡＥ、ＣＤ１０３、
ＩＴＧＡＬ、ＩＴＧＡＭ、ＣＤ１１ｂ、ＩＴＧＡＸ、ＣＤ１１ｃ、ＩＴＧＢ１、ＣＤ２９
、ＩＴＧＢ２、ＣＤ１８、ＩＴＧＢ７、ＮＫＧ２Ｄ、ＮＫＧ２Ｃ、ＴＮＦＲ２、ＴＲＡＮ
ＣＥ／ＲＡＮＫＬ、ＤＮＡＭ１(ＣＤ２２６)、ＳＬＡＭＦ４(ＣＤ２４４、２Ｂ４)、ＣＤ
８４、ＣＤ９６(Ｔａｃｔｉｌｅ)、ＣＥＡＣＡＭ１、ＣＲＴＡＭ、Ｌｙ９(ＣＤ２２９)、
ＣＤ１６０(ＢＹ５５)、ＰＳＧＬ１、ＣＤ１００(ＳＥＭＡ４Ｄ)、ＣＤ６９、ＳＬＡＭＦ
６(ＮＴＢ－Ａ、Ｌｙ１０８)、ＳＬＡＭ(ＳＬＡＭＦ１、ＣＤ１５０、ＩＰＯ－３)、ＳＬ
ＡＭ７、ＢＬＡＭＥ(ＳＬＡＭＦ８)、ＳＥＬＰＬＧ(ＣＤ１６２)、ＬＴＢＲ、ＬＡＴ、Ｇ
ＡＤＳ、ＳＬＰ－７６、ＰＡＧ／Ｃｂｐ、ＣＤ１９ａおよびＣＤ８３と特異的に結合する
リガンドのアゴニスト(例えば、アゴニスト抗体またはその抗原結合フラグメントまたは
可溶性融合)から選択される。
【０２２１】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療は、共刺激性分子、例えば、ＣＤ２
８、ＣＤ２７、ＩＣＯＳおよびＧＩＴＲの共刺激性ドメインを含む、正のシグナルと関係
するアゴニストを含む。
【０２２２】
ＧＩＴＲアゴニストの例
　ある態様において、ここに記載する組み合わせは、ＧＩＴＲアゴニストを含む。ある態
様において、組み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記載する癌、例えば、固形腫瘍
または血液悪性腫瘍を処置する。
【０２２３】
　ＧＩＴＲアゴニスト例は、例えば、米国特許６,１１１,０９０号号、欧州特許０９２０
５０５Ｂ１号、米国特許８,５８６,０２３号、ＰＣＴ公開ＷＯ２０１０／００３１１８号
および２０１１／０９０７５４号に記載のＧＩＴＲ融合タンパク質または例えば米国特許
７,０２５,９６２号、欧州特許１９４７１８３Ｂ１号、米国特許７,８１２,１３５号、米
国特許８,３８８,９６７号、米国特許８,５９１,８８６号、欧州特許ＥＰ１８６６３３９
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号、ＰＣＴ公開ＷＯ２０１１／０２８６８３号、米国特許８,７０９,４２４号、ＰＣＴ公
開ＷＯ２０１３／０３９９５４号、国際公開ＷＯ２０１３／０３９９５４号、米国公開Ｕ
Ｓ２０１４／００７２５６６号、国際公開ＷＯ２０１５／０２６６８４号、ＰＣＴ公開Ｗ
Ｏ２００５／００７１９０号、ＰＣＴ公開ＷＯ２００７／１３３８２２号、ＰＣＴ公開Ｗ
Ｏ２００５／０５５８０８号、ＰＣＴ公開ＷＯ９９／４０１９６号、ＰＣＴ公開ＷＯ２０
０１／０３７２０号、ＰＣＴ公開ＷＯ９９／２０７５８号、米国特許６,６８９,６０７号
、ＰＣＴ公開ＷＯ２００６／０８３２８９号、ＰＣＴ公開ＷＯ２００５／１１５４５１号
、米国特許７,６１８,６３２号、ＰＣＴ公開ＷＯ２０１１／０５１７２６号、国際公開Ｗ
Ｏ２００４０６０３１９号および国際公開ＷＯ２０１４０１２４７９号に記載の抗ＧＩＴ
Ｒ抗体のような、ＧＩＴＲ融合タンパク質および抗ＧＩＴＲ抗体(例えば、二価抗ＧＩＴ
Ｒ抗体)を含む。
【０２２４】
　ある態様において、ＧＩＴＲアゴニストを、例えば、ＷＯ２０１５／０２６６８４号に
記載のように、ＴＬＲアゴニストと組み合わせて使用する
【０２２５】
　他の態様において、ＧＩＴＲアゴニストを、例えば、ＷＯ２００４０６０３１９号およ
び国際公開ＷＯ２０１４０１２４７９号に記載のように、ＴＬＲアゴニストと組み合わせ
て使用する。
【０２２６】
さらなる組み合わせ
　他の態様において、組み合わせ治療は、修飾Ｔ細胞、例えば、キメラ抗原受容体(ＣＡ
Ｒ)Ｔ細胞を使用する養子Ｔ細胞免疫療法との組み合わせを含む(例えば、John LB, et al
. (2013) Clin. Cancer Res. 19(20): 5636-46により記載されたような)。
【０２２７】
　他の態様において、ここに開示する組み合わせ治療はまたサイトカイン、例えば、イン
ターロイキン－２１またはインターロイキン－２も含み得る。ある態様において、ここに
記載する組み合わせを、癌、例えば、ここに記載するような癌(例えば、固形腫瘍または
黒色腫)の処置に使用する。
【０２２８】
　組み合わせ治療で使用できる免疫調節剤の例は、例えば、アフツズマブ(Roche(登録商
標)から入手可能)；ペグフィルグラスチム(Neulasta(登録商標))；レナリドマイド(ＣＣ
－５０１３、レブリミド(登録商標))；サリドマイド(サロミド(登録商標))、アクチミド(
ＣＣ４０４７)；およびサイトカイン、例えば、ＩＬ－２１またはＩＲＸ－２(インターロ
イキン１、インターロイキン２およびインターフェロンγを含むヒトサイトカイン混合物
、CAS 951209-71-5、IRX Therapeuticsから入手可能)を含む。
【０２２９】
　他の態様において、組み合わせ治療を、対象に、骨髄移植、フルダラビンのような化学
療法剤を使用するＴ細胞除去治療、外部ビーム放射線療法(ＸＲＴ)、シクロホスファミド
および／またはＯＫＴ３またはキャンパスのような抗体の１以上と共に(例えば、前、同
時または後に)投与する。ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、
ＣＤ２０と反応する薬剤のようなＢ細胞除去治療、例えば、リツキサンの後に投与する。
例えば、ある態様において、対象は、高用量の化学療法、続いて末梢血幹細胞移植を用い
る標準処置を受け得る。ある態様において、移植後、対象は、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ
１抗体分子を受ける。さらなる態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、
手術の前または後に投与される。
【０２３０】
　さらなる組み合わせ治療の他の例は、黒色腫の処置用のデカルバジンを含む。理論に縛
られないが、ＰＤ－１遮断と化学療法の組み合わせ使用は、抗原提示経路の腫瘍抗原レベ
ル増加をもたらし得る、大部分の化学療法化合物の細胞毒性作用の結果である、細胞死に
より促進されると考えられる。細胞死によりＰＤ－１遮断と相乗効果を生じ得る他の組み
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合わせ治療は、放射線、手術およびホルモン欠乏である。これらのプロトコールの各々は
、宿主における腫瘍抗原供給源を形成する。血管形成阻害剤も、ＰＤ－１遮断と組み合わ
せ得る。血管形成阻害は、宿主抗原提示経路に腫瘍抗原を供給し得る、腫瘍細胞死に至る
。
【０２３１】
　組み合わせ治療はまた、二特異的抗体と組み合わせても使用できる。二特異的抗体を使
用して、２つの別々の抗原を標的とできる。例えば抗Ｆｃ受容体／抗腫瘍抗原(例えば、
Ｈｅｒ－２／ｎｅｕ)二特異的抗体は、マクロファージを腫瘍の部位に標的化するために
使用されている。このターゲティングは、効率的に腫瘍特異的応答を活性化する。これら
の応答のＴ細胞アームは、ＰＤ－１遮断の使用により増強される。あるいは、抗原は、腫
瘍抗原および樹状細胞特異的細胞表面マーカーに結合する二特異的抗体の使用により、Ｄ
Ｃに直接送達されてもよい。
【０２３２】
　腫瘍は、多種多様な機構により、宿主免疫監視から逃れる。これらの多くの機構は、腫
瘍により発現され、免疫抑制的であるタンパク質の不活性化により打破され得る。これら
は、とりわけ、ＴＧＦ－ベータ(Kehrl, J. et al. (1986) J. Exp. Med. 163: 1037-1050
)、ＩＬ－１０(Howard, M. & O'Garra, A. (1992) Immunology Today 13: 198-200)およ
びＦａｓリガンド(Hahne, M. et al. (1996) Science 274: 1363-1365)を含む。これらの
各々に対する抗体またはその抗原結合フラグメントを、抗ＰＤ－１と組み合わせて使用し
て、免疫抑制因子の作用を打破し、宿主による腫瘍免疫応答を支持する。
【０２３３】
　宿主免疫反応性を活性化するために使用し得る他の抗体を、ここに記載する組み合わせ
治療と組み合わせて使用できる。これらは、ＤＣ機能および抗原提示を活性化する樹状細
胞の表面分子を含む。抗ＣＤ４０抗体は、Ｔ細胞ヘルパー活性を効率的に置き換えること
ができ(Ridge, J. et al. (1998) Nature 393: 474-478)、ＰＤ－１抗体と組み合わせて
使用できる(Ito, N. et al. (2000) Immunobiology 201 (5) 527-40)。ＣＴＬＡ－４(例
えば、米国特許５,８１１,０９７)、ＯＸ－４０(Weinberg, A. et al. (2000) Immunol 1
64: 2160-2169)、４－１ＢＢ(Melero, I. et al. (1997) Nature Medicine 3: 682-685 (
1997)およびＩＣＯＳ(Hutloff, A. et al. (1999) Nature 397: 262-266)のような、Ｔ細
胞共刺激性分子に対する抗体も、Ｔ細胞活性化レベルの増加のために提供し得る。
【０２３４】
　ここに記載する方法の全てにおいて、ＰＤ－１遮断を、腫瘍抗原提示の増強を提供する
、サイトカイン処置(例えば、インターフェロン、ＧＭ－ＣＳＦ、Ｇ－ＣＳＦ、ＩＬ－２
、ＩＬ－２１)または二特異的抗体治療のような他の形態の免疫療法と組み合わせ得る(例
えば、Holliger (1993) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-6448; Poljak (1994) Str
ucture 2:1121-1123参照)。
【０２３５】
　ここに開示する組み合わせ治療を、さらに、癌性細胞、精製腫瘍抗原(組み換えタンパ
ク質、ペプチドおよび炭水化物分子を含む)、細胞および免疫刺激性サイトカインをコー
ドする遺伝子を遺伝子導入した細胞のような免疫原と組み合わせ得る(He et al. (2004) 
J. Immunol. 173:4919-28)。使用できる腫瘍ワクチンの非限定的例は、ｇｐ１００、ＭＡ
ＧＥ抗原、Ｔｒｐ－２、ＭＡＲＴ１および／またはチロシナーゼまたはサイトカインＧＭ
－ＣＳＦを発現するように遺伝子導入した腫瘍細胞のペプチドのような、黒色腫抗原のペ
プチドを含む。
【０２３６】
　ＰＤ－１遮断を、ワクチン接種プロトコールと組み合わせ得る。腫瘍に対するワクチン
接種の多くの実験的戦略が考案されている(Rosenberg, S., 2000, Development of Cance
r Vaccines, ASCO Educational Book Spring: 60-62; Logothetis, C., 2000, ASCO Educ
ational Book Spring: 300-302; Khayat, D. 2000, ASCO Educational Book Spring: 414
-428; Foon, K. 2000, ASCO Educational Book Spring: 730-738; see also Restifo, N.
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 and Sznol, M., Cancer Vaccines, Ch. 61, pp. 3023-3043 in DeVita, V. et al. (eds
.), 1997, Cancer: Principles and Practice of Oncology. Fifth Edition参照)。これ
らの戦略の一つにおいて、ワクチンは、自己または同種腫瘍細胞を使用して製造される。
これらの細胞性ワクチンは、腫瘍細胞がＧＭ－ＣＳＦを発現するように形質導入されたと
き、最も有効であることが示されている。ＧＭ－ＣＳＦは、腫瘍ワクチン接種に対する抗
原提示の強力なアクティベーターであることが示されている(Dranoff et al. (1993) Pro
c. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 90: 3539-43)。
【０２３７】
　ＰＤ－１遮断を、腫瘍に発現される組み換えタンパク質および／またはペプチドの寄せ
集めと組み合わせて、これらのタンパク質に対する免疫応答を産生するために使用できる
。これらのタンパク質は、通常、免疫系で自己抗原として見られ、それゆえに、それらに
認容性である。腫瘍抗原はまた、染色体のテロメア合成に必要であり、８５％を超えるヒ
ト癌で発現され、限られた体性組織でしか発現されない、タンパク質テロメラーゼも含み
得る(Kim, N et al. (1994) Science 266: 2011-2013)。(これらの体性組織は、種々の手
段で免疫攻撃から保護され得る)。腫瘍抗原はまた、タンパク質配列を変えるまたは２個
の無関係配列間の融合タンパク質を作る(すなわち、フィラデルフィア染色体におけるｂ
ｃｒ－ａｂｌ)体性変異のため、癌細胞で発現される“ネオ抗原”またはＢ細胞腫瘍から
のイディオタイプでもあり得る。
【０２３８】
　他の腫瘍ワクチンは、ヒト乳頭腫ウイルス(ＨＰＶ)、肝炎ウイルス(ＨＢＶおよびＨＣ
Ｖ)およびカポジヘルペス肉腫ウイルス(ＫＨＳＶ)のようなヒト癌と関連付けられるウイ
ルスからのタンパク質を含み得る。ＰＤ－１遮断と組み合わせて使用し得る他の形態の腫
瘍特異的抗原は、腫瘍組織自体から単離した精製ヒートショックタンパク質(ＨＳＰ)であ
る。これらのヒートショックタンパク質は、腫瘍細胞からのタンパク質のフラグメントを
含み、これらのＨＳＰは、腫瘍免疫を惹起するための抗原提示細胞の送達に高度に有効で
ある(Suot, R & Srivastava, P (1995) Science 269:1585-1588;Tamura, Y. et al. (199
7) Science 278:117-120)。
【０２３９】
　樹状細胞(ＤＣ)は、抗原特異的応答の引き金を引くために使用できる、強力な抗原提示
細胞である。ＤＣは、エクスビボで産生され、種々のタンパク質およびペプチド抗原なら
びに腫瘍細胞抽出物を負荷され得る(Nestle, F. et al. (1998) Nature Medicine 4: 328
-332)。ＤＣは、同様にこれらの腫瘍抗原を発現するように、遺伝的手段でも形質導入さ
れ得る。ＤＣは、免疫化の目的で腫瘍細胞と直接融合もされている(Kugler, A. et al. (
2000) Nature Medicine 6:332-336)。ワクチン接種の方法として、ＤＣ免疫化を、より強
力な抗腫瘍応答を活性化するために、ＰＤ－１遮断と効率的に組み合わせ得る。
【０２４０】
第二治療剤
　第二治療剤は、１)ＩＡＰ阻害剤；２)ＴＯＲキナーゼ阻害剤；３)ＨＤＭ２リガーゼ阻
害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤；６)ヒストンデアセチラ
ーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナーゼ阻害剤；８)ＦＧＦ受容体阻害剤；９)ＥＧＦ
受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６阻害剤
；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、ＣＤ１９
を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤；または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤
から選択される１以上；例えば、表１に列記する１以上の薬剤であり得る。
【０２４１】
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【表２】

【０２４２】
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【０２４３】
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【０２４４】
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【表７】

【０２４５】
組み合わせ治療の例
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤を、ここに記載する方法または
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組成物において使用する。例えば、ここに記載する免疫チェックポイント分子の阻害剤、
例えば、ＰＤ－１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－１抗体(例えば、ニボルマブまたはペンブロ
リズマブ)；またはＰＤ－Ｌ１阻害剤、例えば、抗ＰＤ－Ｌ１抗体(例えば、ＭＳＢ００１
０７１８Ｃ)(単独でまたは他の免疫調節剤と組み合わせて)を、表１に列記する１以上の
薬剤；例えば、１)アポトーシス(ＩＡＰ)阻害剤の阻害剤；２)ラパマイシン(ＴＯＲ)キナ
ーゼ標的の阻害剤；３)マウス二重微小染色体２　Ｅ３ユビキチンリガーゼのヒトホモロ
グ(ＨＤＭ２)の阻害剤；４)ＰＩＭキナーゼ阻害剤；５)ヒト上皮細胞増殖因子３(ＨＥＲ
３)キナーゼの阻害剤；６)ヒストンデアセチラーゼ(ＨＤＡＣ)阻害剤；７)ヤヌスキナー
ゼ阻害剤；８)線維芽細胞増殖因子受容体(ＦＧＦ)受容体阻害剤；９)上皮細胞増殖因子(
ＥＧＦ)受容体阻害剤；１０)ｃ－ＭＥＴ阻害剤；１１)ＡＬＫ阻害剤；１２)ＣＤＫ４／６
阻害剤；１３)ＰＩ３Ｋ阻害剤；１４)ＢＲＡＦ阻害剤；１５)ＣＡＲ　Ｔ細胞(例えば、Ｃ
Ｄ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞)；１６)ＭＥＫ阻害剤または１７)ＢＣＲ－ＡＢＬ阻
害剤と組み合わせて使用する。ある態様において、前記組み合わせの１以上を使用して、
障害、例えば、ここに記載する障害(例えば、表１に開示する障害)を処置する。ある態様
において、前記組み合わせの１以上を使用して、癌、例えば、ここに記載する癌(例えば
、表１に開示する癌)を処置する。
【０２４６】
　ある態様において、ここに記載する免疫調節剤の１以上を、次のものと組み合わせて使
用する。
１)(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)－２－(４－(４－フルオロベンゾ
イル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－２－オキソエチル)－２－(メチル
アミノ)プロパンアミド；
２)((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２
８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３
Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メトキシシクロヘキシル]－１－メチル
エチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３,２９,３５－ヘキサメチル－１
１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－
１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,２０－ペンタオン)；
３)(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロポキシ－６－メトキシ－２－(４－{
メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロ
ヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒドロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オン
；
４)　Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－メチルシクロヘキシル)ピリジン－
３－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－５－フルオロピコリンアミド；
５)米国８,７３５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１
４０のＶＬを含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメント；
６)(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－メチル－１Ｈ－インドール－３－イル
)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド；
７)(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４
－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニトリル；および／または
８)　８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－フェニル)－キノキサリン－５－カ
ルボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾール－２－イル)－アミド。
【０２４７】
　これらの組み合わせの各々を、下により詳細に記載する。
【０２４８】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)をＩＡＰ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載する
癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＩＡＰ阻害剤は、表１に
開示され、例えば、ＬＣＬ１６１または表１に引用した刊行物、例えば、国際特許公開Ｗ
Ｏ２００８／０１６８９３号(例えば、式(Ｉ)、実施例１および化合物Ａ)、欧州特許２０
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５１９９０号および米国特許８,５４６,３３６号に開示される。ある態様において、ＩＡ
Ｐ阻害剤は、例えば、国際特許公開ＷＯ２００８／０１６８９３号(例えば、式(Ｉ)、実
施例１および化合物Ａ)、欧州特許２０５１９９０号および米国特許８,５４６,３３６号
に開示される。ある態様において、ＩＡＰ阻害剤、例えば、ＬＣＬ１６１は、表１に提供
するまたは表１に引用する刊行物、例えば、国際特許公開ＷＯ２００８／０１６８９３(
例えば、式(Ｉ)、実施例１および化合物Ａ)、欧州特許２０５１９９０および米国特許８,
５４６,３３６号に開示されるような構造(化合物または一般)を有する。ある態様におい
て、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたは
ＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)をＬＣＬ１６１と組み合わせて使用して、表１に記載す
る癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、乳癌または膵臓癌；または造血器腫瘍、例
えば、多発性骨髄腫または造血障害を処置する。
【０２４９】
　ある態様において、ＩＡＰ阻害剤は、式(Ｉ)
【化１】

〔式中、Ｒ１はＨ、Ｃ１－Ｃ４アルキル、Ｃ２－Ｃ４アルケニル、Ｃ２－Ｃ４アルキニル
またはＣ３－Ｃ１０シクロアルキルであり、該Ｒ１は置換されていなくてもされていても
よく；
Ｒ２はＨ、Ｃ１－Ｃ４アルキル、Ｃ２－Ｃ４アルケニル、Ｃ２－Ｃ４アルキニル、Ｃ３－
Ｃ１０シクロアルキルであり、該Ｒ２は置換されていなくてもされていてもよく；
Ｒ３はＨ、ＣＦ３、Ｃ２Ｆ６、Ｃ１－Ｃ４アルキル、Ｃ２－Ｃ４アルケニル、Ｃ２－Ｃ４

アルキニル、ＣＨ２－Ｚであるかまたは
Ｒ２およびＲ３は、それらが結合している窒素原子と一体となって、ヘテロ環式環を形成
し、該アルキル、アルケニル、アルキニルまたはｈｅｔ環は置換されていなくてもされて
いてもよく；
ＺはＨ、ＯＨ、Ｆ、Ｃｌ、ＣＨ３、ＣＨ２ＣＩ、ＣＨ２ＦまたはＣＨ２ＯＨであり；
Ｒ４はＣ０－１０アルキル、Ｃ０－１０アルケニル、Ｃ０－１０アルキニル、Ｃ３－Ｃ１

０シクロアルキルであり、ここで、Ｃ０－１０アルキルまたはシクロアルキル基は置換さ
れていないかまたは置換されており；
Ａはｈｅｔであり、これは、置換されていてもされていなくてもよく；
ＤはＣ１－Ｃ７アルキレンまたはＣ２－Ｃ９アルケニレン、Ｃ(Ｏ)、Ｏ、ＮＲ７、Ｓ(Ｏ)
ｒ、Ｃ(Ｏ)－Ｃ１－Ｃ１０アルキル、０－Ｃ１－Ｃ１０アルキル、Ｓ(Ｏ)ｒ－ＣｒＣ１０

アルキル、Ｃ(Ｏ)Ｃ０－Ｃ１０アリールアルキル、ＯＣ０－Ｃ１０アリールアルキルまた
はＳ(Ｏ)ｒＣ０－Ｃ１０アリールアルキルであり、該アルキル基およびアリール基は置換
されていなくてもされていてもよく；
ｒは０、１または２であり；
Ａ１は、置換または非置換アリールまたは非置換または置換ｈｅｔであり、アリールおよ
びｈｅｔの置換基は、ハロ、アルキル、低級アルコキシ、ＮＲ５Ｒ６、ＣＮ、ＮＯ２また
はＳＲ５であり；
各Ｑは、独立して、Ｈ、Ｃ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ１－Ｃ１０アルコキシ、アリールＣ１

－Ｃ１０アルコキシ、ＯＨ、Ｏ－Ｃ１－Ｃ１０アルキル、(ＣＨ２)０－６－Ｃ３－Ｃ７シ
クロアルキル、アリール、アリールＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｏ－(ＣＨ２)０－６アリール
、(ＣＨ２)１－６ｈｅｔ、ｈｅｔ、Ｏ－(ＣＨ２)１－６ｈｅｔ、－ＯＲ１１、Ｃ(Ｏ)Ｒ１

１、－Ｃ(Ｏ)Ｎ(Ｒ１１)(Ｒ１２)、Ｎ(Ｒ１１)(Ｒ１２Ｊ１ＳＲ１１、Ｓ(Ｏ)Ｒ１１１Ｓ(
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Ｏ)２Ｒ１１、Ｓ(Ｏ)２－Ｎ(Ｒ１１)(Ｒ１２)またはＮＲ１１－Ｓ(Ｏ)２－(Ｒ１２)であ
り、ここで、アルキル、シクロアルキルおよびアリールは置換されていないかまたは置換
されており；
ｎは０、１、２または３、４、５、６または７であり；
ｈｅｔは、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１～４ヘテロ環原子を含む５～７員単環式ヘテ
ロ環式環またはＮ、ＯおよびＳから選択される１、２または３ヘテロ環原子を含む１つの
５～７員単環式ヘテロ環式環を含む８～１２員縮合環系であり、該ｈｅｔは置換されてい
ないかまたは置換されており；
Ｒ１１およびＲ１２は、独立して、Ｈ、Ｃ１－Ｃ１０アルキル、(ＣＨ２)０－６－Ｃ３－
Ｃ７シクロアルキル、(ＣＨ２)０－６－(ＣＨ)０－１(アリール)１.２,Ｃ(Ｏ)－Ｃ１－Ｃ

１０アルキル、－Ｃ(Ｏ)－(ＣＨ２)１－６－Ｃ３－Ｃ７シクロアルキル、－Ｃ(Ｏ)－Ｏ－
(ＣＨ２)０－６－アリール、－Ｃ(Ｏ)－(ＣＨ２)０－６－Ｏ－フルオレニル、Ｃ(Ｏ)－Ｎ
Ｈ－(ＣＨ２)０－６－アリール、Ｃ(Ｏ)－(ＣＨ２)０－６－アリール、Ｃ(Ｏ)－(ＣＨ２)

１－６－ｈｅｔ、－Ｃ(Ｓ)－ＣｒＣ１０アルキル、－Ｃ(Ｓ)－(ＣＨ２)Ｌ６－Ｃ３－Ｃ７

シクロアルキル、－Ｃ(Ｓ)－Ｏ－(ＣＨ２Ｗアリール、－Ｃ(Ｓ)－(ＣＨ２)０－６－Ｏ－
フルオレニル、Ｃ(Ｓ)－ＮＨ－(ＣＨ２)０－６－アリール、－Ｃ(Ｓ)－(ＣＨ２)０－６－
アリールまたはＣ(Ｓ)－(ＣＨ２)１－６－ｈｅｔ、Ｃ(Ｏ)Ｒ１１、Ｃ(Ｏ)ＮＲ１１Ｒ１２

、Ｃ(Ｏ)ＯＲ１１、Ｓ(Ｏ)ｎＲ１１、Ｓ(Ｏ)１ｎＮＲ１１Ｒ１２、ｍ＝１または２、Ｃ(
Ｓ)Ｒ１１、Ｃ(Ｓ)ＮＲ１１Ｒ１２、Ｃ(Ｓ)ＯＲ１１であり、ここで、アルキル、シクロ
アルキルおよびアリールは置換されていないかまたは置換されており；またはＲ１１およ
びＲ１２は、分子の細胞膜を超える輸送を促進する置換基であり、
またはＲ１１およびＲ１２は、窒素原子と一体となってｈｅｔを形成し
ここで、Ｒ１１およびＲ１２のアルキル置換基はＣ１－Ｃ１０アルキル、ハロゲン、ＯＨ
、Ｏ－Ｃ１－Ｃ６アルキル、－Ｓ－Ｃ１－Ｃ６アルキル、ＣＦ３またはＮＲ１１Ｒ１２か
ら選択される１以上の置換基で置換されていなくてもされていてもよく；
Ｒ１１およびＲ１２の置換シクロアルキル置換基は、Ｃ２－Ｃ１０アルケン；Ｃ１－Ｃ６

アルキル；ハロゲン；ＯＨ；Ｏ－Ｃ１－Ｃ６アルキル；Ｓ－Ｃ１－Ｃ６アルキル、ＣＦ３

；またはＮＲ１１Ｒ１２から選択される以上の置換基で置換されており；
Ｒ１１およびＲ１２の置換ｈｅｔまたは置換アリールは、ハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１－
Ｃ４アルキル、Ｃ１－Ｃ４アルコキシ、ニトロ、ＣＮＯ－Ｃ(Ｏ)－ＣｒＣ４アルキルおよ
びＣ(Ｏ)－Ｏ－ＣｒＣ４－アルキルから選択される１以上の置換基で置換されており；
Ｒ５、Ｒ６およびＲ７は、独立して水素、低級アルキル、アリール、アリール低級アルキ
ル、シクロアルキルまたはシクロアルキル低級アルキル、Ｃ(Ｏ)Ｒ５；Ｓ(Ｏ)Ｒ５Ｃ(Ｏ)
ＯＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ５Ｒ６であり、
Ｒ１基、Ｒ２基、Ｒ３基、Ｒ４基、Ｑ基およびＡ基およびＡ１基の置換基は、独立してハ
ロ、ヒドロキシ、低級アルキル、低級アルケニル、低級アルキニル、低級アルカノイル、
低級アルコキシ、アリール、アリール低級アルキル、アミノ、アミノ低級アルキル、ジ低
級アルキルアミノ、低級アルカノイル、アミノ低級アルコキシ、ニトロ、シアノ、シアノ
低級アルキル、カルボキシ、低級カルボアルコキシ、低級アルカノイル、アリーロイル、
低級アリールアルカノイル、カルバモイル、Ｎ－モノ－またはＮ,Ｎ－ジ低級アルキルカ
ルバモイル、低級アルキルカルバミン酸エステル、アミジノ、グアニジン、ウレイド、メ
ルカプト、スルホ、低級アルキルチオ、スルホアミノ、スルホンアミド、ベンゾスルホン
アミド、スルホネート、スルファニル低級アルキル、アリールスルホンアミド、ハロゲン
置換アリールスルホネート、低級アルキルスルフィニル、アリールスルフィニル；アリー
ル－低級アルキルスルフィニル、低級アルキルアリールスルフィニル、低級アルキルスル
ホニル、アリールスルホニル、アリール－低級アルキルスルホニル、低級アリールアルキ
ル低級アルキルアリールスルホニル、ハロゲン－低級アルキルメルカプト、ハロゲン－低
級アルキルスルホニル、ホスホノ(－Ｐ(＝Ｏ)(ＯＨ)２)、ヒドロキシ－低級アルコキシホ
スホリルまたはジ－低級アルコキシホスホリル、(Ｒ９)ＮＣ(Ｏ)－ＮＲ１０Ｒ１３、低級
アルキルカルバミン酸エステルまたはカルバメートまたは－ＮＲ８Ｒ１４であり、ここで
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、
Ｒ８およびＲ１４は同一でも異なってもよく、独立してＨまたは低級アルキルであるかま
たは
Ｒ８およびＲ１４は、Ｎ原子と一体となって、１窒素ヘテロ環原子含有３～８員ヘテロ環
式環を形成し、所望により、１または２の窒素、酸素および硫黄から選択されるさらなる
ヘテロ環原子を含んでいてよく、該ヘテロ環式環は低級アルキル、ハロ、低級アルケニル
、低級アルキニル、ヒドロキシ、低級アルコキシ、ニトロ、アミノ、低級アルキル、アミ
ノ、ジ低級アルキルアミノ、シアノ、カルボキシ、低級カルボアルコキシ、ホルミル、低
級アルカノイル、オキソ、カルバモイル、Ｎ－低級またはＮ,Ｎ－ジ低級アルキルカルバ
モイル、メルカプトまたは低級アルキルチオで置換されていなくてもされていてもよく；
Ｒ９、Ｒ１０およびＲ１３は、独立して水素、低級アルキル、ハロゲン置換低級アルキル
、アリール、アリール低級アルキル、ハロゲン置換アリール、ハロゲン置換アリール低級
アルキルである。〕
の化合物またはその薬学的に許容される塩である。
【０２５０】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１は、次の構造を有する。
【化２】

【０２５１】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１は(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)
－２－(４－(４－フルオロベンゾイル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－
２－オキソエチル)－２－(メチルアミノ)プロパンアミドである。
【０２５２】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＴＯＲキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＴＯＲキナー
ゼ阻害剤は、表１(例えば、Ｒａｄ－００１)または表１に引用した刊行物、例えば、国際
特許公開ＷＯ２０１４／０８５３１８号(例えば、化合物Ｂ)に開示される。ある態様にお
いて、ＴＯＲキナーゼ阻害剤、例えば、Ｒａｄ－００１は、表１に提供するまたは表１に
引用する刊行物に開示されるような、例えば、国際特許公開ＷＯ２０１４／０８５３１８
(例えば、化合物Ｂ)構造(化合物または一般的構造)を有する。ある態様において、免疫チ
ェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００
１０７１８Ｃの１個)を、Ｒａｄ－００１と組み合わせて使用して、表１に記載する癌ま
たは障害、例えば、固形腫瘍、例えば、肉腫、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ
)(例えば、扁平上皮および／または非扁平上皮組織学を有するＮＳＣＬＣ))、黒色腫(例
えば、進行型黒色腫)、消化器／胃腸癌、胃癌、神経性癌、前立腺癌、膀胱癌、乳癌；ま
たは造血器腫瘍、例えば、リンパ腫または白血病を処置する。
【０２５３】
　ある態様において、Ｒａｄ－００１は、次の構造を有する。
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【化３】

【０２５４】
　ある態様において、Ｒａｄ－００１は、((１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１
９Ｒ,２１Ｒ,２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２８Ｅ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロ
キシ－１２－{(１Ｒ)－２－[(１Ｓ,３Ｒ,４Ｒ)－４－(２－ヒドロキシエトキシ)－３－メ
トキシシクロヘキシル]－１－メチルエチル}－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,
２３,２９,３５－ヘキサメチル－１１,３６－ジオキサ－４－アザ－トリシクロ[３０.３.
１.０４,９]ヘキサトリアコンタ－１６,２４,２６,２８－テトラエン－２,３,１０,１４,
２０－ペンタオン)である。
【０２５５】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、こ
こに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＤＭ２リ
ガーゼ阻害剤は、表１(例えば、ＣＧＭ０９７)または表１に引用した刊行物、例えば、国
際特許公開ＷＯ２０１１／０７６７８６号(例えば、式(Ｉ)または実施例１０６)に開示さ
れる。ある態様において、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開ＷＯ２０１
１／０７６７８６号(例えば、式(Ｉ)または実施例１０６)に開示される。ある態様におい
て、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤、例えば、ＣＧＭ０９７は、表１に提供するまたは表１に引
用する刊行物、例えば、国際特許公開ＷＯ２０１１／０７６７８６号に開示されるような
(例えば、式(Ｉ)または実施例１０６)、構造(化合物または一般的構造)を有する。ある態
様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマ
ブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＣＧＭ０９７と組み合わせて使用して、表
１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍を処置する。
【０２５６】
　ある態様において、ＨＤＭ２リガーゼ阻害剤は、式(Ｉ)

【化４】

〔式中、
ＺはＣＨ２またはＮ－Ｒ４であり；
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Ｘはハロゲンであり；
Ｒ４はＨおよびＣ１－Ｃ７－アルキルからなる群から選択され；
Ｒ６は独立してＨ、Ｒ’Ｏおよび(Ｒ’)２Ｎからなる群から選択され；
Ｒ７は独立してＲ’Ｏおよび(Ｒ’)２Ｎからなる群から選択され；
各Ｒ’は独立してＨ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルケニル、ハロ－Ｃ１－Ｃ

７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルケニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル、ヘテロ
シクリル、アリール、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－Ｃ

１－Ｃ７アルキル、アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ
－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－ア
ルキル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヘテロシクリル－Ｃ１

－Ｃ７－アルキル、アリール－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニ
ル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カ
ルボニル－、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、アミノ－Ｃ

１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－ア
ルキル－カルボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリル－Ｃ１

－Ｃ７－アルキル－カルボニル、アリール－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｃ３－
Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、ヘテロシクリル－カルボ
ニル、アリール－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキ
ル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カ
ルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カ
ルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－Ｃ１－
Ｃ７－アルキル、ヘテロシクリル－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、アリール－カル
ボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル－カ
ルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－
アルキル、アミノ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－ア
ミノ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ
－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－カルボニル－Ｃ

１－Ｃ７－アルキル、ヘテロシクリル－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、アリール－
カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－アミノ－Ｃ１

－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－ア
ミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－アミノ－Ｃ１

－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキ
ル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキルからなる群から選択され、ここで、アリール、ヘテロ
シクリルおよびＣ３－Ｃ１２－シクロアルキルは、非置換であるかまたはＣ１－Ｃ７－ア
ルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ
、アミノ、ニトロまたはシアノから選択される１～４置換基により置換されており；
各Ｒ１は独立してハロゲン、シアノ、ニトロ、Ｃｄ－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルケニル
、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ、アミノ、Ｎ－
Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ、アミノ－
カルボニル－アミノ、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル－アミノ、Ｎ.Ｎ
－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル－アミノ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カ
ルボニル－アミノ、アミノ－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニ
ル、Ν,Ν－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７

－アルキル、アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１

－Ｃ７－アルキル、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル
、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－ア
ルキル－カルボニル－Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキルからな
る群から選択され；
ｎは０、１または２であり；
Ｒ２は
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(Ａ)フェニル、２－ピリジルまたは３－ピリジル(該フェニル、２－ピリジルまたは３－
ピリジルは、パラ位(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)を、(Ｒ３)２Ｎ－Ｙ－
により置換され、ここで、Ｙは存在しない(結合)かまたは(Ｒ３)２Ｎ－Ｙ－は
【化５】

から選択され、該フェニル、２－ピリジルまたは３－ピリジルは、場合によりハロゲン、
シアノ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ

７－アルコキシまたはヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキルから選択される１～２のさらな
る置換基で置換されていてよい)；
(Ｂ)フェニル、２－ピリジルまたは３－ピリジル(該フェニル、２－ピリジルまたは３－
ピリジルは、パラ位(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)を、シアノ、ハロゲン
、ニトロ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル－Ｃ１－
Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボ
ニル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシまたは(Ｃ結合)－ヘテロシクリルから選択される置換基で
選択され、ここで、(Ｃ結合)－ヘテロシクリルは置換されていないかまたはＣ１－Ｃ７－
アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、Ｃ１－Ｃ７－アルコキ
シ、アミノ、ニトロまたはシアノから選択される１～４置換基で置換されており；該フェ
ニル、２－ピリジルおよび３－ピリジルは、場合により、ハロゲン、シアノ、Ｃ１－Ｃ７

－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ、(
Ｃ結合またはＮ結合)ヘテロシクリル－Ｃ１－Ｃ７－アルキルおよびヒドロキシル－Ｃ１

－Ｃ７－アルキルから独立して選択される１～２のさらなる置換基で置換されていてよい
)；または
(Ｃ)オルト位(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)をＲ３Ｏで置換され、パラ位
またはメタ位を、メチル、クロロ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニルまたはＣ１－Ｃ７

－アルコキシ－カルボニル－から選択される置換基で置換されているフェニル；
(Ｄ)

【化６】

(式中、Ｚは、Ｎ、Ｏ、Ｓから選択される１～３ヘテロ原子を含むフェニルとパラ位およ
びメタ位で環化している４～６員ヘテロ環式環であり、これは、場合によりハロゲン、シ
アノ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ７

－アルコキシ、ヒドロキシル－Ｃ１－Ｃ７－アルキルから選択される１～２のさらなる置
換基で置換されていてよい)
から選択される、(Ｃ結合)－ヘテロ環；
(Ｅ)(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)５位を
【化７】

で置換されているピラジン－２－イル：
(Ｆ)(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)６位を
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【化８】

で置換されているピリダジン－３－イル
または
(Ｇ)(イソキノリノンまたはキナゾリノンに対する)５位を

【化９】

で置換されているピリミジン－２－イル
から選択され、
ここで、各Ｒ３は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ

３－Ｃ１２－シクロアルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボ
ニル、アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ
－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｎ、Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ

１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、(Ｒ５)２Ｎ－Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル、(Ｒ５)

２Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、(Ｒ５)２Ｎ－Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７

－アルキル、(Ｒ５)２Ｎ－Ｃ３－Ｃ２－シクロアルキル－カルボニル、Ｒ５Ｏ－Ｃ３－Ｃ

１２－シクロアルキル、Ｒ５Ｏ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｒ５Ｏ－Ｃ３－Ｃ１２－シクロ
アルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｒ５Ｏ－(Ｃ１－Ｃ７－アルキル)－Ｃ３－Ｃ１２－シ
クロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｒ５Ｏ－(ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル)－
Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、(Ｒ５)２Ｎ－ＣＯ－Ｃ３－Ｃ１

２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシカルボニル－Ｃ３

－Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシカルボニル－Ｃ３－Ｃ１

２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、アミノ－カルボニル－Ｃ３－Ｃ１２－シク
ロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｒ５Ｏ－Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－カルボニ
ル、(Ｒ５)２Ｎ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｒ５Ｏ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７

－アルキル、アリール－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヘテロシクリル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル
、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、ヘテ
ロシクリル－カルボニル、アリール－カルボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－カル
ボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヘテロシクリル、アリ
ールから独立して選択され、ここで、アリール、ヘテロシクリルおよびＣ３－Ｃ１２－シ
クロアルキルは、非置換であるかまたはハロゲン、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－
Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル－
カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－スルホニル、アミノ－スルホニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７

－アルキル－アミノ－スルホニル、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－スルホ
ニル、アミノ－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、Ｎ,Ｎ－
ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、オキソ＝から選択される１～４置換基
で置換されており、
または２Ｒ３は、それらが結合しているＮと一体となって、場合によりＮ、ＯまたはＳか
ら選択される１～４のさらなるヘテロ原子を含んでよい３～９員ヘテロ環式環を形成でき
、該ヘテロ環式環は置換されていないかまたはハロゲン、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アル
キル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、オキソ＝、ヒドロキシル。
Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ、アミノ、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ
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１－Ｃ７－アルキル－アミノ、ヒドロキシ－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カル
ボニル、アミノ－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、Ｎ,Ｎ
－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル
、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－スルホニル、ヘテロシクリル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボ
ニル－アミノ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル－Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ
から選択される１～３置換基で置換されており、
各Ｒ５は、独立して、Ｈ、Ｃ１－Ｃ７－アルキル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、
Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－
アルキル－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、アミノ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アル
キル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｎ,Ｎ
－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、Ｃ１－Ｃ７

－アルキル－スルホニル、アミノ－スルホニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－ス
ルホニル、Ｎ,Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－スルホニル、ヘテロシクリル－
カルボニル、アミノ－カルボニル、Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、Ｎ
.Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－カルボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル
－カルボニル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル、
Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル－Ｎ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－アミノ－Ｃ１－Ｃ７

－アルキル、Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル、Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキル、ヒ
ドロキシ－Ｃ３－Ｃ１２－シクロアルキルから選択され、
または２Ｒ５、それらが結合しているＮと一体となって、場合によりＮ、ＯまたはＳから
選択される２、３または４のさらなるヘテロ原子を含んでよい３員、４員、５員、６員、
７員、８員または９員ヘテロ環式環を形成してよく、該ヘテロ環式環は置換されていない
かまたはＣ１－Ｃ７－アルキル、オキソ＝、Ｃ１－Ｃ７－アルキル－カルボニル、Ｃ１－
Ｃ７－アルキル－スルホニル、ヒドロキシ－Ｃ１－Ｃ７－アルキルから独立して選択され
る１～３置換基で置換されており；
ただし、ＺがＣＨ２、ｎが０または１であり、存在するならば、Ｒ１がオルト－クロロで
あり、Ｒ２がパラ－Ｃ１－Ｃ７－アルキル－フェニル、パラ－(ハロ－Ｃ１－Ｃ７－アル
キル)－フェニル、パラ－Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－フェニル、パラ－ハロ－フェニル、
パラ－ニトロ－フェニル、パラ－(Ｃ１－Ｃ７－アルコキシ－カルボニル)－フェニル、パ
ラ－(ヒドロキシ－カルボニル)－フェニルであり、ここで、フェニルが、場合により１～
２のさらなる置換基で置換されていてよく、該置換基が独立してハロおよびメチルから選
択されるならば、
Ｒ６およびＲ７は両者ともエトキシまたはメトキシではない。〕
の化合物またはその互変異性体またはＮ－オキシドまたは薬学的に許容される塩または溶
媒和物である。
【０２５７】
　ある態様において、ＣＧＭ０９７は、次の構造を有する。
【化１０】
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【０２５８】
　ある態様において、ＣＧＭ０９７は、(Ｓ)－１－(４－クロロフェニル)－７－イソプロ
ポキシ－６－メトキシ－２－(４－{メチル－[４－(４－メチル－３－オキソ－ピペラジン
－１－イル)－ｔｒａｎｓ－シクロヘキシルメチル]－アミノ}フェニル)－１,４－ジヒド
ロ－２Ｈ－イソキノリン－３－オンである。
【０２５９】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＰＩＭキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＰＩＭキナー
ゼ阻害剤は、表１または表１に引用した刊行物、例えば、国際特許公開ＷＯ２０１０／０
２６１２４号(例えば、式Ｉまたは実施例７０)、欧州特許出願ＥＰ２３４４４７４号およ
び米国特許公開２０１０／００５６５７６号に開示される。ある態様において、ＰＩＭキ
ナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開ＷＯ２０１０／０２６１２４号(例えば、式Ｉま
たは実施例７０)、欧州特許出願ＥＰ２３４４４７４号および米国特許公開２０１０／０
０５６５７６号に開示される。ある態様において、ＰＩＭキナーゼ阻害剤、例えば、ＬＧ
Ｈ４４７は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、国際特許公開ＷＯ２
０１０／０２６１２４(例えば、式Ｉまたは実施例７０)、欧州特許出願ＥＰ２３４４４７
４および米国特許公開２０１０／００５６５７６に開示されるような構造(化合物または
一般的構造)を有する。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、
ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＰＩＭキナー
ゼ阻害剤と組み合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、例えば、造血器腫瘍、
例えば、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、骨髄白血病または非ホジキンリンパ腫を処置
する。
【０２６０】
　ある態様において、ＰＩＭキナーゼ阻害剤は、式(Ｉ)
【化１１】

〔式中、
Ｘｌ、Ｘ２、Ｘ３およびＸ４は、独立してＣＲ２およびＮから選択され；ただし、Ｘ１、
Ｘ２、Ｘ３およびＸ４の少なくとも１、しかし、２を超えないものがＮであり；
Ｙは、シクロアルキル、部分的不飽和シクロアルキルおよびヘテロシクロアルキルからな
る群から選択され、ここで、該群の各メンバーは、最大４置換基で置換されていてよく；
Ｚ２およびＺ３は、独立してＣＲ１２およびＮから選択され；ただし、Ｚ２およびＺ３の
１を超えて、Ｎであってはならず；
Ｒ１は、水素、－ＮＨＲ３、ハロ、ヒドロキシル、アルキル、シアノおよびニトロからな
る群から選択され；
Ｒ２およびＲ１２は、各々独立して、水素、ハロ、ヒドロキシル、ニトロ、シアノ、ＳＯ

３Ｈおよび置換または非置換アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アミノ、
シクロアルキル、ヘテロシクロアルキルおよび部分的飽和シクロアルキルからなる群から
選択され；
Ｒ３は、水素、－ＣＯ－Ｒ４および置換または非置換アルキル、シクロアルキル、ヘテロ
シクリル、アリールおよびヘテロアリールからなる群から選択され；
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Ｒ４は、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、アミノ、置換アミノお
よびアルキルアミノからなる群から選択され；
Ｒ５は、置換または非置換アリール、Ｃ３－Ｃ７シクロアルキル、ヘテロアリール、部分
的不飽和シクロアルキルおよびアルキルから選択される基であり、ここで、該置換Ｒ５基
の各々は、ハロ、シアノ、アミノ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ３－６シクロアルキル、アルコ
キシ、ニトロ、カルボキシ、カルボニル、カルボアルコキシ、アミノカルボキシ、置換ア
ミノカルボニル、アミノスルホニル、置換アミノスルホニルおよびアルコキシアルキルか
ら選択される４個までの置換基で置換されていてよい。〕
の化合物またはその薬学的に許容される塩である。
【０２６１】
　ある態様において、ＬＧＨ４４７は、次の構造を有する。
【化１２】

【０２６２】
　ある態様において、ＬＧＨ４４７は、Ｎ－(４－((１Ｒ,３Ｓ,５Ｓ)－３－アミノ－５－
メチルシクロヘキシル)ピリジン－３－イル)－６－(２,６－ジフルオロフェニル)－３－
フルオロピコリンアミドである。
【０２６３】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、こ
こに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＥＲ３キ
ナーゼ阻害剤は、表１(例えば、ＬＪＭ７１６)または表１に引用した刊行物に開示される
。ある態様において、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１２／０２
２８１４号および米国特許８,７３５,５５１号に開示される。ある態様において、ＬＪＭ
７１６は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるようなモノクローナ
ル抗体である。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、ニボル
マブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＬＪＭ７１６と組み
合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば胃癌、食道
癌、乳癌、頭頸部癌、胃癌または消化器／胃腸癌治療を処置する。
【０２６４】
　ある態様において、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤、例えば、ＬＪＭ７１６は、米国８,７３
５,５５１号に記載するような、配列番号１４１のＶＨおよび配列番号１４０のＶＬを含
む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメントである。他の態様に
おいて、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤、例えば、ＬＪＭ７１６は、米国８,７３５,５５１号に
記載するような配列番号１２８の重鎖可変領域ＣＤＲ１；配列番号１２９のＣＤＲ２；配
列番号１３０のＣＤＲ３；および配列番号１３１の軽鎖可変領域ＣＤＲ１；配列番号１３
２のＣＤＲ２；および配列番号１３３のＣＤＲ３を含む、例えば、下記ＬＪＭ７１６の重
鎖および軽鎖可変領域配列で下線を引いた配列を含む、抗ＨＥＲ３モノクローナル抗体ま
たはその抗原結合フラグメントである。ある態様において、ＨＥＲ３キナーゼ阻害剤、例
えば、ＬＪＭ７１６は、ＨＥＲ３受容体の立体構造的エピトープ、例えば、米国８,７３
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５,５５１号の配列番号１のＨＥＲ３受容体の、ドメイン２内のアミノ酸残基２６５～２
７７および３１５およびドメイン４内のアミノ酸残基５７１、５８２～５８４、５９６～
５９７、６００～６０２および６０９～６１５の立体構造的エピトープを認識する、抗Ｈ
ＥＲ３モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメントである。
【０２６５】
　ＬＪＭ７１６の重鎖および軽鎖可変領域のアミノ酸配列は、少なくとも下記のものを含
む。
重鎖可変領域(米国８,７３５,５５１号に開示のような配列番号１４１)(配列番号８)
EVQLLESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFSSYAMSWVRQAPGKGLEWVSAINSQGKSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLY
LQMNSLRAEDTAVYYCARWGDEGFDIWGQGTLVTVSS
軽鎖可変領域(米国８,７３５,５５１号に開示のような配列番号１４０)(配列番号９)
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQGISNWLAWYQQKPGKAPKLLIYGASSLQSGVPSRFSGSGSGTDFTLTISSLQP
EDFATYYCQQYSSFPTTFGQGTKVEIK
【０２６６】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＨＤＡＣ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載
する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＨＤＡＣ阻害剤は、
表１(例えば、ＬＢＨ５８９)または表１に引用した刊行物、例えば、国際特許公開２０１
４／０７２４９３号および２００２／０２２５７７号(例えば、式(Ｉ)および実施例２０
０)および欧州特許出願ＥＰ１８７０３９９号に開示される。ある態様において、ＨＤＡ
Ｃ阻害剤は、例えば、国際特許公開２０１４／０７２４９３号および２００２／０２２５
７７号号(例えば、式(Ｉ)および実施例２００)および欧州特許出願ＥＰ１８７０３９９号
号に開示される。ある態様において、ＬＢＨ５８９は、表１に提供するまたは表１に引用
する刊行物、例えば、国際特許公開２０１４／０７２４９３号および２００２／０２２５
７７号(例えば、式(Ｉ)および実施例２００)および欧州特許出願ＥＰ１８７０３９９号に
開示されるような構造(化合物または一般)を有する。ある態様において、免疫チェックポ
イント分子の阻害剤(例えば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１
８Ｃの１個)を、ＬＢＨ５８９と組み合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、
例えば、固形腫瘍、例えば、骨癌、小細胞肺癌、呼吸器／胸部癌、前立腺癌、非小細胞性
肺癌(ＮＳＣＬＣ)、神経性癌、胃癌、黒色腫、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌、腎臓癌または
頭頸部癌または肝臓癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、造血障害、骨髄異形
成症候群、リンパ腫(例えば、非ホジキンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病)を
処置する。
【０２６７】
　ある態様において、ＨＤＡＣ阻害剤は、式(Ｉ)
【化１３】

〔式中、
Ｒ１はＨ、ハロまたは直鎖Ｃ１－Ｃ６アルキル(特にメチル、エチルまたはｎ－プロピル
であり、該メチル、エチルおよびｎ－プロピル置換基は、非置換であるかまたは下にアル
キル置換基について記載する１以上の置換基で置換されている)；
Ｒ２は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ１０アルキル、(例えばメチル、エチルまたは－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ
Ｈ)、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロ
シクロアルキルアルキル、シクロアルキルアルキル(例えば、シクロプロピルメチル)、ア
リール、ヘテロアリール、アリールアルキル(例えばベンジル)、ヘテロアリールアルキル
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(例えばピリジルメチル)、－(ＣＨ２)ｎＣ(Ｏ)Ｒ６、－(ＣＨ２)ｎＯＣ(Ｏ)Ｒ６、アミノ
アシル、ＨＯＮ－Ｃ(Ｏ)－ＣＨ＝Ｃ(Ｒ１)－アリール－アルキル－および－(ＣＨ２)ｎＲ

７から選択され；
Ｒ３およびＲ４は、同一または異なり、独立してＨ、Ｃ１－Ｃ６アルキル、アシルまたは
アシルアミノであるかまたはＲ３およびＲ４は、それらが結合している炭素と一体となっ
て、Ｃ＝Ｏ、Ｃ＝ＳまたはＣ＝ＮＲ８であるかまたはＲ２はそれが結合している窒素と一
体となっておよびＲ３はそれが結合している炭素と一体となってＣ４－Ｃ９ヘテロシクロ
アルキル、ヘテロアリール、ポリヘテロアリール、非芳香族ポリヘテロ環または混合型ア
リールおよび非アリールポリヘテロ環を形成でき；
Ｒ５は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロ
アルキル、アシル、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル(例えば、ベンジル)、
ヘテロアリールアルキル(例えば、ピリジルメチル)、芳香族多環、非芳香族多環、混合型
アリールおよび非アリール多環、ポリヘテロアリール、非芳香族ポリヘテロ環および混合
型アリールおよび非アリールポリヘテロ環から選択され；
ｎ、ｎ１、ｎ２およびｎ３は、同一または異なり、独立して０～６から選択され、ｎ１が
１～６であるとき、各炭素原子は、場合によりかつ独立してＲ３および／またはＲ４で置
換されていてよく；
ＸおよびＹは、同一または異なり、独立してＨ、ハロ、Ｃ１－Ｃ４アルキル、例えばＣＨ

３およびＣＦ３、ＮＯ２、Ｃ(Ｏ)Ｒ１、または９、ＳＲ９、ＣＮおよびＮＲ１０Ｒ１１か
ら選択され；
Ｒ６は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロ
アルキル、シクロアルキルアルキル(例えば、シクロプロピルメチル)、アリール、ヘテロ
アリール、アリールアルキル(例えば、ベンジル、２－フェニルエテニル)、ヘテロアリー
ルアルキル(例えば、ピリジルメチル)、または１２およびＮＲ１３Ｒ１４から選択され；
Ｒ７は、ＯＲ１５、ＳＲι５、Ｓ(Ｏ)Ｒ１６、ＳＯ２Ｒ１７、ＮＲ１３Ｒι４およびＮＲ

１２ＳＯ２Ｒ６から選択され；
Ｒ８は、Ｈ、または１５、ＮＲ１３Ｒ１４、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアル
キル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル
(例えば、ベンジル)およびヘテロアリールアルキル(例えば、ピリジルメチル)から選択さ
れ；
Ｒ９は、Ｃ１－Ｃ６アルキル、例えば、ＣＨ３およびＣＦ３、Ｃ(Ｏ)－アルキル、例えば
Ｃ(Ｏ)ＣＨ３およびＣ(Ｏ)ＣＦ３から選択され；
Ｒ１０およびＲ１１は、同一または異なり、独立してＨ、Ｃ１－Ｃ４アルキルおよび－Ｃ
(Ｏ)－アルキルから選択され；
Ｒ１２は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシク
ロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロアルキルアルキル、アリール、混合型アリールおよ
び非アリール多環、ヘテロアリール、アリールアルキル(例えば、ベンジル)およびヘテロ
アリールアルキル(例えば、ピリジルメチル)から選択され；
Ｒ１３およびＲ１４は、同一または異なり、独立してＨ、Ｃ１－Ｃ６アルキル、
Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリー
ル、アリールアルキル(例えば、ベンジル)、ヘテロアリールアルキル(例えば、ピリジル
メチル)、アミノアシルから選択されるかまたはＲ１３およびＲ１４は、それらが結合し
ている窒素と一体となって、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリール、ポリヘ
テロアリール、非芳香族ポリヘテロ環または混合型アリールおよび非アリールポリヘテロ
環であり；
Ｒ１５は、Ｈ、Ｃｉ－Ｃｅアルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシク
ロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキルお
よび(ＣＨ２)ｍＺＲ12から選択され；
Ｒ１６は、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロア
ルキル、アリール、ヘテロアリール、ポリヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロア
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Ｒ１７は、Ｃ１－Ｃ６アルキル、Ｃ４－Ｃ９シクロアルキル、Ｃ４－Ｃ９ヘテロシクロア
ルキル、アリール、芳香族多環、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールア
ルキル、ポリヘテロアリールから選択され、
ｍは０～６から選択される整数であり；
Ｚは、Ｏ、ＮＲ１３、ＳおよびＳ(Ｏ)から選択される。〕
の化合物またはその薬学的に許容される塩である。
【０２６８】
　ある態様において、ＬＢＨ５８９は、次の構造を有する。
【化１４】

【０２６９】
　ある態様において、ＬＢＨ５８９は、(Ｅ)－Ｎ－ヒドロキシ－３－(４－(((２－(２－
メチル－１Ｈ－インドール－３－イル)エチル)アミノ)メチル)フェニル)アクリルアミド
である。
【０２７０】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ヤヌスキナーゼ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ヤヌスキナー
ゼ阻害剤は、表１(例えば、ＩＮＣ４２４)または表１に引用した刊行物、例えば、国際特
許公開ＷＯ２００７／０７０５１４号(例えば、式(Ｉ)または実施例６７)およびＷＯ２０
１４／０１８６３２号、欧州特許出願ＥＰ２４７４５４５号および米国特許７,５９８,２
５７号に開示される。ある態様において、ヤヌスキナーゼ阻害剤は、例えば、国際特許公
開２００７／０７０５１４号(例えば、式(Ｉ)または実施例６７)および２０１４／０１８
６３２号、欧州特許出願ＥＰ２４７４５４５号および米国特許７,５９８,２５７号に開示
される。ある態様において、ヤヌスキナーゼ阻害剤、例えば、ＩＮＣ４２４は、表１に提
供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、国際特許公開ＷＯ２００７／０７０５１４
号(例えば、式(Ｉ)または実施例６７)およびＷＯ２０１４／０１８６３２号、欧州特許出
願ＥＰ２４７４５４５号および米国特許７,５９８,２５７号に開示されるような構造(化
合物または一般)を有する。ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例え
ば、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個)を、ＩＮＣ４
２４と組み合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば
、前立腺癌、肺癌、乳癌、膵臓癌、結腸直腸癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄
腫、リンパ腫(例えば、非ホジキンリンパ腫)または白血病(例えば、骨髄白血病、リンパ
性白血病)を処置する。ある態様において、癌は、ＪＡＫ変異を有するかまたは有すると
して同定される。ある態様において、ＪＡＫ変異は、ＪＡＫ２　Ｖ６１７Ｆ変異である。
【０２７１】
　ある態様において、ヤヌスキナーゼ阻害剤は、式(Ｉ)：
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【化１５】

〔式中、
Ａ１およびＡ２は、独立してＣおよびＮから選択され；
Ｔ、ＵおよびＶは、独立してＯ、Ｓ、Ｎ、ＣＲ５およびＮＲ６から選択され；ここで、Ａ
１、Ａ２、Ｕ、ＴおよびＶにより形成される５員環は芳香族であり；
ＸはＮまたはＣＲ４であり；
ＹはＣ１－８アルキレン、Ｃ２－８アルケニレン、Ｃ２－８アルキニレン、(ＣＲ１１Ｒ
１２)ｐ－(Ｃ３－１０シクロアルキレン)－(ＣＲ１１ＲＩ２)ｑ、(ＣＲｌＩＲ１２)ｐ－(
アリーレン)－(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐ－(Ｃ１－１０ヘテロシクロアル
キレン)－(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐ－(ヘテロアリーレン)－(ＣＲ１１’
Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐＯ(ＣＲ１１Ｒ１２)、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐＳ(ＣＲ１１Ｒ
１２)、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐＣ(Ｏ)(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１(ＣＲ１ＩＲ１２)ｐＣ(
Ｏ)ＮＲｃ(ＣＲＩ１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１ＲＩ２)ｐＣ(Ｏ)Ｏ(ＣＲ１１ＲＩ２)ｑ、(ＣＲ
１１Ｒ１２)ｐＯＣ(Ｏ)(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１ＲＩ２)ｐＮＲｃ(ＣＲ１１ＲＩ２

)ｑ、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐＮＲｃＣ(Ｏ)ＮＲｄ(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐ
Ｓ(Ｏ)(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ”Ｒ１２)ｐＳ(Ｏ)ＮＲｃ(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑ、(ＣＲ
１１Ｒ１２)ｐＳ(Ｏ)２(ＣＲ１１Ｒ１２)ｑまたは(ＣＲ１１Ｒ１２)ｐＳ(Ｏ)２ＮＲｃ(Ｃ
Ｒ１１Ｒ１２)ｑであり、ここで、該Ｃ１－８アルキレン、Ｃ２.８アルケニレン、Ｃ２－

８アルキニレン、シクロアルキレン、アリーレン、ヘテロシクロアルキレンまたはヘテロ
アリーレンは、場合により－Ｄ’－Ｄ２－Ｄ３－Ｄ４から独立して選択される１、２また
は３置換基で置換されていてよく；
ＺはＨ、ハロ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃｉ－４

ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４ヒドロキシアルキル、Ｃ１－４シアノアルキ
ル、＝Ｃ－Ｒ！、＝Ｎ－Ｒ！、Ｃｙ１、ＣＮ、ＮＯ２、ＯＲ、ＳＲａ、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ、Ｃ(
Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、ＯＣ(Ｏ)Ｒ６、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲ
ｃＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲ０Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、Ｃ(＝ＮＲ’)ＮＲｃＲｄ

、ＮＲｃＣ(＝ＮＲｉ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ、ＮＲ
ｃＳ(Ｏ)２Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯＨ)Ｒｂ、：５アルキル)ＲｂおよびＳ(Ｏ)２ＮＲｃＲｄであ
り、ここで、該Ｃ１－８アルキル、Ｃ２－８アルケニルまたはＣ２－８アルキニルは、場
合によりハロ、Ｃｗアルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃｉ－４ハロ
アルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４ヒドロキシアルキル、Ｃｉ－４シアノアルキル、
Ｃｙ１、ＣＮ、ＮＯ２、ＯＲ”、ＳＲ”、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｃ(Ｏ)ＯＲ”
、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＮＲ℃(Ｏ)ＮＲ
ｃＲｄ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＯＲａ、Ｃ(＝ＮＲｉ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ(＝ＮＲ’)ＮＲ°Ｒｄ

、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ、Ｓ(Ｏ)ＮＲ°Ｒｄ、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ、ＯＮＲｃＳ(Ｏ)２Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯＨ)
Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯ(Ｃ１－６アルキル))ＲｂおよびＳ(Ｏ)２ＮＲｃＲｄから独立して選択さ
れる１、２、３、４、５または６置換基で置換されていてよく；ここで、ＺはＨであり、
ｎは１であり；
または－(Ｙ)ｎ－Ｚ部分は、ｉ)該部分が結合しているＡ２、ii)ＴまたはＶのＲ５または
Ｒ６およびiii)ＴまたはＶのＲ５またはＲ６が結合しているＣまたはＮ原子と一体となっ
て、Ａ１、Ａ２、Ｕ、ＴおよびＶにより形成された５員環と縮合した４～２０員アリール
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、シクロアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロシクロアルキル環を形成し、ここで、該
４～２０員アリール、シクロアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロシクロアルキル環は
、場合により－(Ｗ)ｍ－Ｑから独立して選択される１、２、３、４または５置換基で置換
されていてよく；
ＷはＣ１－８アルキレニル、Ｃ２－８アルケニレニル、Ｃ２－８アルキニレニル、Ｏ、Ｓ

、Ｃ(Ｏ)、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ’、Ｃ(Ｏ)Ｏ、ＯＣ(Ｏ)、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ’、ＮＲｃ’、ＮＲｃ

’Ｃ(Ｏ)ＮＲｄ’、Ｓ(Ｏ)、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ’、Ｓ(Ｏ)２またはＳ(Ｏ)２ＮＲｃ”であり；
ＱはＨ、ハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｃｉ－８アルキル、Ｃ２－Ｓアルケニル、Ｃ２－８アルキ
ニル、ｄ.８ハロアルキル、ハロスルファニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリ
ールまたはヘテロシクロアルキルであり、ここで、該Ｃ１－８アルキル、Ｃ２－８アルケ
ニル、Ｃ２－８アルキニル、Ｃｉ－８ハロアルキル、アリール、シクロアルキル、ヘテロ
アリールまたはヘテロシクロアルキルは、場合によりハロ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４

アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－４ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４

ヒドロキシアルキル、Ｃ１－４シアノアルキル、Ｃｙ２、ＣＮ、ＮＯ２、ＯＲ３’、ＳＲ
ａ’、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ”、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ’Ｒｄ’、Ｃ(Ｏ)ＯＲ３’、ＯＣ(Ｏ)Ｒ”’、ＯＣ(
Ｏ)ＮＲ０Ｒ”’、ＮＲ°Ｒｄ’、ＮＲ°’Ｃ(Ｏ)Ｒｂ’、ＮＲｃ”Ｃ(Ｏ)ＮＲ°’Ｒｄ

”、ＮＲ°’Ｃ(Ｏ)ＯＲａ’、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ”、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ’Ｒｄ”、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ＞、
ＮＲ°’Ｓ(Ｏ)２ＲｂおよびＳ(Ｏ)２ＮＲ°’Ｒｄ’から独立して選択される１、２、３
または４置換基で置換されていてよく；
Ｃｙ１およびＣｙ２は、独立してアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルおよびヘテ
ロシクロアルキルから選択され、各々、場合によりハロ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４ア
ルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－４ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４ヒ
ドロキシアルキル、Ｃ１－４シアノアルキル、ＣＮ、ＮＯ２、０Ｒａ”、ＳＲａ”、Ｃ(
Ｏ)Ｒｂ”、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ”Ｒｄ”、Ｃ(Ｏ)ＯＲ３”、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ”、ＯＣ(Ｏ)ＮＲ°
”Ｒｄ”、ＮＲｃ”Ｒｄ”、ＮＲｃ”Ｃ(Ｏ)Ｒｂ”、ＮＲｃ”Ｃ(Ｏ)ＯＲａ”、ＮＲ°”

Ｓ(Ｏ)Ｒｂ”、ＮＲ°”Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ”、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ”、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ”Ｒｄ”、Ｓ(Ｏ)

２Ｒｂ”およびＳ(Ｏ)２ＮＲ°”Ｒｄ”から独立して選択される１、２、３、４または５
置換基で置換されていてよく；
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４は、独立してＨ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－４アルケ
ニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、アリール、シク
ロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、ＣＮ、ＮＯ２、または７、ＳＲ７

、Ｃ(Ｏ)Ｒ８、Ｃ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、Ｃ(Ｏ)ＯＲ７ＯＣ(Ｏ)Ｒ８、ＯＣ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０

、ＮＲ９Ｒ１０、ＮＲ９Ｃ(Ｏ)Ｒ８、ＮＲ０Ｃ(Ｏ)ＯＲ７、Ｓ(Ｏ)Ｒ８、Ｓ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ
１０、Ｓ(Ｏ)２Ｒ８、ＮＲ９Ｓ(Ｏ)２Ｒ８およびＳ(Ｏ)２ＮＲ９Ｒ１０から選択され；
Ｒ５はＨ、ハロ、Ｃ)－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、ＣＮ４

ハロアルキル、ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ２、または７、ＳＲ７、Ｃ(Ｏ)Ｒ８、Ｃ(
Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、Ｃ(Ｏ)ＯＲ７、ＯＣ(Ｏ)Ｒ８、ＯＣ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、ＮＲ９Ｒ１０

、ＮＲ９Ｃ(Ｏ)Ｒ８、ＮＲ９Ｃ(Ｏ)ＯＲ７、Ｓ(Ｏ)Ｒ８、Ｓ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、Ｓ(Ｏ)２
Ｒ８、ＮＲ９Ｓ(Ｏ)２Ｒ８またはＳ(Ｏ)２ＮＲ９Ｒ１０でありであり；
Ｒ６はＨ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－４ハロ
アルキル、または７、Ｃ(Ｏ)Ｒ８、Ｃ(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、Ｃ(Ｏ)ＯＲ７、Ｓ(Ｏ)Ｒ８、Ｓ
(Ｏ)ＮＲ９Ｒ１０、Ｓ(Ｏ)２Ｒ８またはＳ(Ｏ)２ＮＲ９Ｒ１０であり；
Ｒ７はＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６ア
ルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリー
ルアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアル
キルアルキルであり；
Ｒ８はＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃｉ－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２.６ア
ルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリー
ルアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアル
キルアルキルであり；
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Ｒ９およびＲ１０は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６

アルケニル、Ｃ２.６アルキニル、Ｃ１－６アルキルカルボニル、アリールカルボニル、
Ｃ１－６アルキルスルホニル、アリールスルホニル、アリール、ヘテロアリール、シクロ
アルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロ
アルキルアルキルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され；
またはＲ９およびＲ１０は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員、
６員または７員ヘテロシクロアルキル基を形成し；
Ｒ１１およびＲ１２は、独立してＨおよび－Ει－Ε２－Ε３－Ε４から選択され；
Ｄ１およびＥ１は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ２－

６アルケニレン、Ｃ２.６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロアリー
レンおよびヘテロシクロアルキレンから選択され、ここで、Ｃｉ－６アルキレン、Ｃ２－

６アルケニレン、Ｃ２.６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロアリー
レンおよびヘテロシクロアルキレンの各々は、場合によりハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、Ｓ
ＣＮ、ＯＨ、Ｃｉ.６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２.８アルコキシアルキル、Ｃ

１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－６アルキルアミノおよびＣ

２－８ジアルキルアミノから独立して選択される１、２または３置換基で置換されていて
よく；
Ｄ２およびＥ２は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ２－

６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、(Ｃ１－６アルキレン)ｒ－Ｏ－(Ｃ１－６アル
キレン)ｓ、(Ｃ１－６アルキレン)ｒ－Ｓ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ１－６アルキレ
ン)ｒ－ＮＲｅ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ,.６アルキレン)ｒ－ＣＯ－(Ｃ１－６アル
キレン)ｓ、(Ｃ１－６アルキレン)ｒ－ＣＯＯ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ１－６アル
キレン)ｒ－ＣＯＮＲｅ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ１－６アルキレン)ｒ－ＳＯ－(Ｃ

１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ１－６アルキレン)ｒ－ＳＯ２－(Ｃ１－６アルキレン)ｓ、(Ｃ

１－６アルキレン)ｒ－ＳＯＮＲｃ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓおよび(Ｃ１－６アルキレン
)ｒ－ＮＲｅＣＯＮＲｆ－(Ｃ１－６アルキレン)ｓから選択され、ここで、Ｃ１－６アル
キレン、Ｃ２－６アルケニレンおよびＣ２－６アルキニレンの各々は、場合によりハロ、
ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、ＳＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－

８アルコキシアルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルコキシ、アミノ、Ｃ]－

６アルキルアミノおよびＣ２.８ジアルキルアミノから独立して選択される１、２または
３置換基で置換されていてよく；
Ｄ３およびＥ３は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ２－

６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロアリー
レンおよびヘテロシクロアルキレンから選択され、ここで、Ｃ)－６アルキレン、Ｃ２－

６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロアリー
レンおよびヘテロシクロアルキレンの各々は、場合によりハロ、ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、Ｓ
ＣＮ、ＯＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－８アルコキシアルキル、
Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、アミノ、Ｃ１－６アルキルアミノおよびＣ

２－８ジアルキルアミノから独立して選択される１、２または３置換基で置換されていて
よく；
Ｄ４およびＥ４は、独立してＨ、ハロ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－

４アルキニル、Ｃ)－４ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４ヒドロキシアルキル
、Ｃ１－４シアノアルキル、Ｃｙ１、ＣＮ、ＮＯ２、またはａ、ＳＲａ、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ、Ｃ
(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｃ(Ｏ)ＯＲ０、ＯＣ(Ｏ)Ｒ６、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲ
℃(Ｏ)Ｒｂ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲ０Ｃ(Ｏ)ＯＲ０、Ｃ(＝ＮＲ’)ＮＲｃＲｄ、
ＮＲｃＣ(＝ＮＲｉ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ、ＮＲｃ

Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯＨ)Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯ(Ｃｉ－６アルキル)ＲｂおよびＳ(Ｏ)２Ｎ
ＲｃＲｄから選択され、ここで、該Ｃ１－８アルキル、Ｃ２－８アルケニルまたはＣ２－

８アルキニルは、場合により、ハロ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４

アルキニル、Ｃ１－４ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ１－４ヒドロキシアルキル、
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Ｃ１－４シアノアルキル、Ｃｙ１、ＣＮ、ＮＯ２、またはａ、ＳＲａ、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ、Ｃ(
Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲ
ｃＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＯＲａ、Ｃ(＝ＮＲｉ)ＮＲｃＲｄ

、ＮＲｃＣ(＝ＮＲ’)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)２Ｒ６、ＮＲ
０Ｓ(Ｏ)２Ｒ”、Ｃ(＝ＮＯＨ)Ｒｂ、Ｃ(＝ＮＯ(Ｃ,.６アルキル))ＲｂおよびＳ(Ｏ)２Ｎ
ＲｃＲｄから独立して選択される１、２、３、４、５または６置換基で置換されていてよ
く；
ＲａはＨ、Ｃｙ１、－(Ｃ１－６アルキル)－Ｃｙ１、Ｃ－６ハロアルキル、Ｃ２－６アル
ケニル、Ｃ２－６アルキニルであり、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキ
ル、Ｃ２－６アルケニルまたはＣ２.６アルキニルは、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、
ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、アリール、アリー
ルアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルおよびヘテロシ
クロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
ＲｂはＨ、Ｃｙ１、－(Ｃ１－６アルキル)－Ｃｙ’、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２.６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルであり、ここで、該Ｃ１－６アルキル
、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２.６アルケニルまたはＣ２.６アルキニルは、場合によりＯ
Ｈ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル
、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアル
キルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換さ
れていてよく；
Ｒａ’およびＲａ”は、独立してＨ、Ｃｉ－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－

６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテ
ロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ

１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアル
キル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合によりＯＨ
、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、
アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換され
ていてよく；
Ｒｂ’およびＲｂ”は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－

６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテ
ロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ

１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアル
キル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合によりＯＨ
、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、
アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換され
ていてよく；
ＲｃおよびＲｄは、独立してＨ、Ｃｙ１、－(Ｃ１－６アルキル)－Ｃｙ’、Ｃ１－６アル
キル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニルから選択され、
ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニルまたはＣ２－

６アルキニル、は、場合によりＣｙ１、－(Ｃ１－６アルキル)－Ｃｙ’、ＯＨ、ＣＮ、ア
ミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキルおよびハロスルファニルから独立
して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
またはＲｃおよびＲｄは、それらが結合しているＮ原子と一体となって、場合によりＣｙ
１、－(Ｃ１－６アルキル)－Ｃｙ１、ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ
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１－６アルキルおよびハロスルファニルから独立して選択される１、２または３置換基で
置換されていてよい４員、５員、６員または７員ヘテロシクロアルキル基を形成し；
Ｒｃ’およびＲｄ’は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－

６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘテ
ロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ

１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリ
ール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合によりＯＨ
、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、
アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換され
ていてよく；
またはＲｃ’およびＲｄ’は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、場合により
ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニ
ル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロア
ルキルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換
されていてよい４員、５員、６員または７員ヘテロシクロアルキル基を形成し；
Ｒｃ”およびＲｄ”は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－

６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘテ
ロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ

１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリ
ール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合によりＯＨ
、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、
アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキ
ルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換され
ていてよく；
またはＲｃ”およびＲｄ”は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、場合により
ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニ
ル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロア
ルキルおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換
されていてよい４員、５員、６員または７員ヘテロシクロアルキル基を形成し；Ｒ
ＲｊはＨ、ＣＮ、ＮＯ２またはＣ１－６アルキルであり；
ＲｅおよびＲｆは、独立してＨおよびＣ１－６アルキルから選択され；
ＲｉはＨ、ＣＮまたはＮＯ２であり；
ｍは０または１であり；
ｎは０または１であり；
ｐは０、１、２、３、４、５または６であり；
ｑは０、１、２、３、４、５または６であり；
ｒは０または１であり；
ｓは０または１である。〕
の化合物またはその薬学的に許容される塩もしくはプロドラッグである。
【０２７２】
　ある態様において、ＩＮＣ４２４は、次の構造を有する。
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【化１６】

【０２７３】
　ある態様において、ＩＮＣ４２４は、(３Ｒ)－３－シクロペンチル－３－[４－(７Ｈ－
ピロロ－[２,３－ｄ]ピリミジン－４－イル)－１Ｈ－ピラゾール－１－イル]プロパンニ
トリルだる。
【０２７４】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＦＧＦ受容体阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに
記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻
害剤は、表１(例えば、ＢＵＷ０７８)または表１に引用した刊行物、例えば、国際特許公
開ＷＯ２００９／１４１３８６号(例えば、式(Ｉ)および実施例１２７)および米国特許公
開２０１０／０１０５６６７号に開示される。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤、
例えば、ＢＵＷ０７８は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、国際特
許公開ＷＯ２００９／１４１３８６号(例えば、式(Ｉ)および実施例１２７)および米国特
許公開２０１０／０１０５６６７号に開示されるような構造(化合物または一般的構造)を
有する。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤は、表１(例えば、ＢＧＪ３９８)または
表１に引用した刊行物、例えば、米国８,５５２,００２号(例えば、実施例１４５または
カラム６の式(Ｉ))に開示される。ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤、例えば、Ｂ
ＧＪ３９８は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、米国８,５５２,０
０２(例えば、実施例１４５またはカラム６における式(Ｉ))に開示されるような構造(化
合物または一般的構造)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブま
たはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＢＵＷ０７８またはＢＧＪ３９８と組み合わせて
使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、消化器／胃腸癌；または血液
癌を処置する。
【０２７５】
　ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤は、式(Ｉ)

【化１７】

〔式中、
ＸはＮまたはＣＨであり；
Ｒ１は水素、ハロゲン、アルキル、飽和ヘテロシクリルで置換されたアルキルであり、こ
れは置換されていないかまたはアルキル、アミノ、モノ－置換アミノ(ここで、置換基は
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、アルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、ジアルキルアミノアルキルから
なる群から選択される)、二置換アミノ(ここで、置換基は、アルキル、アミノアルキル、
アルキルアミノアルキル、ジアルキルアミノアルキル、アルコキシからなる群から選択さ
れる)、置換アルコキシ(ここで、置換基は、ハロおよびアルコキシからなる群から選択さ
れる)で置換されており；
Ｒ２は水素、ハロゲン、アルキル、飽和ヘテロシクリルで置換されたアルキルであり、こ
れはは置換されていないかまたはアルキル、アミノ、モノ－置換アミノ(ここで、置換基
は、アルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、ジアルキルアミノアルキルか
らなる群から選択される)、二置換アミノ(ここで、置換基は、アルキル、アミノアルキル
、アルキルアミノアルキル、ジアルキルアミノアルキル、アルコキシからなる群から選択
される)、置換アルコキシ(ここで、置換基は、ハロおよびアルコキシからなる群から選択
される)で置換されており；
Ａはアリールまたはヘテロアリールであり；
Ｂはアリールまたはヘテロアリールであり；
ＲＡ１は水素または水素と異なる置換基であり；
ＲＡ２は直接結合またはアルカンジイルであり；
ＲＢ１は水素または水素と異なる置換基であり；
Ｒは直接結合またはアミノカルボニルであり；
ｍは０～３から選択される整数であり；
ｎは０～５から選択される整数である。〕
の化合物またはその塩、溶媒和物、エステル、Ｎ－オキシドである。
【０２７６】
　ある態様において、ＢＵＷ０７８は、次の構造を有する。
【化１８】

【０２７７】
　ある態様において、ＢＵＷ０７８は、８－(２,６－ジフルオロ－３,５－ジメトキシ－
フェニル)－キノキサリン－５－カルボン酸(４－ジメチルアミノメチル－１Ｈ－イミダゾ
ール－２－イル)－アミドである。
【０２７８】
　ある態様において、ＦＧＦ受容体阻害剤は、次の構造

【化１９】

〔式中、ｎは０、１、２、３、４または５であり；
Ｘ、ＹおよびＺは、各々独立して、ＮまたはＣ－Ｒ５から選択され、ここで、Ｘ、Ｙおよ
びＺの少なくとも２がＮであり；および
Ｘ１は酸素であり、
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され、ここで、無機部分は、特にハロ、特にクロロ、ヒドロキシル、シアノ、アゾ(Ｎ＝
Ｎ＝Ｎ)、ニトロから選択され；
ここで、有機部分は、置換または非置換であり、リンカー、－Ｌ１－を経て結合してよく
、有機部分は、特に水素；低級脂肪族(特にＣ１、Ｃ２、Ｃ３またはＣ４脂肪族)、例えば
低級アルキル、低級アルケニル、低級アルキニル；アミノ；グアニジノ；ヒドロキシグア
ニジノ；ホルムアミジノ；イソチオウレイド；ウレイド；メルカプト；Ｃ(Ｏ)Ｈまたは他
のアシル；アシルオキシ；置換ヒドロキシ；カルボキシ；スルホ；スルファモイル；カル
バモイル；置換または非置換環状基、例えば環状基(置換であれ非置換であれ)は、シクロ
アルキル、例えばシクロヘキシル、フェニル、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、イ
ソキサゾール、オキサゾール、チアゾール、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、ピリジ
ル、インドール、イソインドール、インダゾール、プリン、インドリジジン、キノリン、
イソキノリン、キナゾリン、プテリジン、キノリジジン、ピペリジル、ピペラジニル、ピ
ロリジン、モルホリニルまたはチオモルホリニルから選択され、例えば、置換低級脂肪族
または置換ヒドロキシは、このような置換または非置換環状基で置換されていてよく；
１、２、３、４または５鎖内原子(例えばＣ、Ｎ、ＯおよびＳから選択される)を有する－
Ｌ１－および所望により(ｉ)Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３またはＣ４アルキル、例えば、場合により
－Ｏ－、－Ｃ(Ｏ)－または－ＮＲａ－結合で中断および／または終了していてよいアルキ
ル基；－Ｏ－；－Ｓ－；－Ｃ(Ｏ)－；シクロプロピル(２鎖内原子を有すると見なす)およ
びこれらの化学的に適当な組み合わせ；および－ＮＲａ－(ここで、Ｒａは水素、ヒドロ
キシ、ヒドロカルビルオキシまたはヒドロカルビルであり、ヒドロカルビルは、場合によ
り－Ｏ－または－ＮＨ－結合で中断されていてよく、例えば、脂肪族基(例えば、１～７
、例えば１、２、３または４炭素原子を有する)、シクロアルキル、特にシクロヘキシル
、シクロアルケニル、特にシクロヘキセニルまたは他の炭素環式基、例えばフェニルであ
ってよい)；ここで、ヒドロカルビル部分は置換または非置換であり；
各Ｒ４は同一または異なり、有機または無機部分から選択され、例えば、各Ｒ４は同一ま
たは異なり、ハロゲン；ヒドロキシ；保護ヒドロキシ、例えばトリアルキルシリルヒドロ
キシ；アミノ；アミジノ；グアニジノ；ヒドロキシグアニジノ；ホルムアミジノ；イソチ
オウレイド；ウレイド；メルカプト；Ｃ(Ｏ)Ｈまたは他のアシル；アシルオキシ；カルボ
キシ；スルホ；スルファモイル；カルバモイル；シアノ；アゾ；ニトロ；場合により１以
上のハロゲンおよび／またはヒドロキシ、保護ヒドロキシ、例えばトリアルキルシリルヒ
ドロキシ、アミノ、アミジノ、グアニジノ、ヒドロキシグアニジノ、ホルムアミジノ、イ
ソチオウレイド、ウレイド、メルカプト、Ｃ(Ｏ)Ｈまたは他のアシル、アシルオキシ、カ
ルボキシ、スルホ、スルファモイル、カルバモイル、シアノ、アゾまたはニトロから選択
される１または２官能基で置換されていてよいＣ１－Ｃ７脂肪族であり；前記ヒドロキシ
基、アミノ基、アミジノ基、グアニジノ基、ヒドロキシグアニジノ基、ホルムアミジノ基
、イソチオウレイド基、ウレイド基、メルカプト基、カルボキシ基、スルホ基、スルファ
モイル基およびカルバモイル基の全ては、続いて、所望により、少なくとも１ヘテロ原子
を１以上のＣ１－Ｃ７脂肪族基で置換されていてよい。〕
を有するものまたはその塩、エステル、Ｎ－オキシドもしくはプロドラッグである。
【０２７９】
　ある態様において、ＸはＣＲ５であり、Ｒ５はＨであり；Ｘ１は酸素であり；ＹはＮで
あり；ＺはＮであり；Ｒ１は置換有機部分であり、４－エチルピペラジニルで置換された
環状基(例えば、フェニル)であり、－Ｌ１－はＮＲａであり、ここで、ＮＲａはＨであり
；Ｒ２は有機部分(例えば、Ｈ)であり；Ｒ３は有機部分(例えば、低級脂肪族、例えば、
メチル)であり；Ｒ４はクロロまたはメトキシであり；ｎは４である。
【０２８０】
　ある態様において、ＢＧＪ３９８は、次の構造を有する。
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【化２０】

【０２８１】
　ある態様において、ＢＧＪ３９８は、３－(２,６－ジクロロ－３,５－ジメトキシフェ
ニル)－１－(６－((４－(４－エチルピペラジン－１－イル)フェニル)アミノ)ピリミジン
－４－イル)－１－メチル尿素である。
【０２８２】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＥＧＦ受容体阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに
記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＥＧＦ受容体阻
害剤は、表１(例えば、ＥＧＦ８１６)または表１に引用した刊行物、例えば、ＷＯ２０１
３／１８４７５７号(例えば、式(５)、請求項７、１０、１１および１２または実施例５)
に開示されている。ある態様において、ＥＧＦ受容体阻害剤、例えば、ＥＧＦ８１６は、
表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、ＷＯ２０１３／１８４７５７号(
例えば、式(５)、請求項７、１０、１１および１２または実施例５)構造(化合物または一
般的構造)に開示されるようなを有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズ
マブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＥＧＦ８１６と組み合わせて使用して、表
１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ
))を処置する。
【０２８３】
　ある態様において、ＥＧＦ８１６を、約５０～５００mg、例えば、約１００mg～４００
mg、約１５０mg～３５０mgまたは約２００mg～３００mg、例えば、約１００mg、１５０mg
または２００mgの経口用量で投与する。投薬スケジュールは、例えば、隔日から連日、１
日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＥＧＦ８１６を、約１００～２０
０mgの経口用量で、１日１回投与する。
【０２８４】
　ある態様において、ＥＧＦ受容体阻害剤は、式
【化２１】

〔式中、
Ｗ１およびＷ２は、独立してＣＲ１またはＮであり；
Ｒ１、Ｒ１’およびＲ２は、独立して水素；ハロ；シアノ；Ｃ１－６アルキル；Ｃ１－６

ハロアルキル；Ｎ、ＯおよびＳから選択される１～４ヘテロ原子を含む５～６員ヘテロア
リール；フェニル、Ｎ、Ｏ、ＳおよびＰから選択される１～２ヘテロ原子を含み、場合に
よりオキソで置換されていてよい５～６員ヘテロシクリル；－Ｘ１－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３；－Ｘ
１－Ｏ－Ｃ(Ｏ)Ｒ３；－Ｘ１－Ｃ(Ｏ)Ｒ３；－Ｘ１－Ｃ(Ｏ)ＮＲ４Ｒ５；－Ｘ１－Ｃ(Ｏ)
ＮＲ４－Ｘ３－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３；－Ｘ１－Ｃ(Ｏ)ＮＲ４－Ｘ３－Ｓ(Ｏ)０－２Ｒ６；－Ｘ１

－ＮＲ４Ｒ５；－Ｘ１ＮＲ４－Ｘ２－Ｃ(Ｏ)Ｒ３；－Ｘ１－ＮＲ４－Ｘ２－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３

；－Ｘ１－ＮＲ４－Ｘ２－Ｃ(Ｏ)ＮＲ４Ｒ５；－Ｘ１－ＮＲ４－Ｘ３－Ｓ(Ｏ)０－２Ｒ６
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；－Ｘ１－ＮＲ４Ｓ(Ｏ)２Ｒ６；－Ｘ１－ＯＳ(Ｏ)２Ｒ６；－Ｘ１－ＯＲ３；－Ｘ１－Ｏ
－Ｘ４－ＯＲ３；－Ｘ１－Ｏ－Ｘ４－Ｓ(Ｏ)０－２Ｒ６；－Ｘ１－Ｏ－Ｘ４－ＮＲ４Ｒ５

；－Ｘ１－Ｓ(Ｏ)０－２Ｒ６；－Ｘ１－Ｓ(Ｏ)０－２－Ｘ３－ＮＲ４Ｒ５；－Ｘ１－Ｃ(
Ｏ)ＮＲ４－Ｘ３－Ｐ(Ｏ)Ｒ６ａＲ６ｂ；－Ｘ１－ＮＲ４－Ｘ１－Ｐ(Ｏ)Ｒ６ａＲ６ｂ；
－Ｘ１－Ｏ－Ｘ１－Ｐ(Ｏ)Ｒ６ａＲ６ｂ；－Ｘ１－Ｐ(Ｏ)Ｒ６ａ－Ｘ１－ＮＲ４Ｒ５；－
Ｘ１－Ｐ(Ｏ)Ｒ６ａＲ６ｂまたは－Ｘ１－Ｓ(Ｏ)２ＮＲ４Ｒ５であり；ここで、Ｒ１また
はＲ２の各フェニル、ヘテロアリールまたはヘテロシクリルは置換されていないかまたは
ＯＨ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシか
ら選択される１～３基で置換されており；
Ｒ３、Ｒ４およびＲ５は、独立して水素、Ｃ１－６アルキルまたはＣ１－６ハロアルキル
であるか；またはＮＲ４Ｒ５と一体となったＲ４およびＲ５Ｎは、Ｎ、Ｏ、ＳおよびＰか
ら選択される１～２ヘテロ原子を含み、場合により１～４Ｒ７で置換されていてよい４～
７員環を形成でき；
Ｒ６はＣ１－６アルキルまたはＣ１－６ハロアルキルであり；
Ｒ６ａおよびＲ６ｂは、独立してヒドロキシ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル
、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルコキシ、６～１０員単環式または二環式アリー
ル；Ｎ、ＯおよびＳから選択される１～４ヘテロ原子を含む５～１０員ヘテロアリール；
またはＮ、ＯおよびＳから選択される１～４ヘテロ原子を含み、場合によりオキソで置換
されていてよい４～１２員単環式または二環式ヘテロシクリルであり；
Ｒ８は
【化２２】

であり；
Ｘ１およびＸ２は、独立して結合またはＣ１－６アルキルであり；
Ｘ３はＣ１－６アルキルであり；
Ｘ４はＣ２－６アルキルであり；
Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１６およびＲ１７は、独立して水素またはＣ１－６アルキルであり；
Ｒ１４およびＲ１５は、独立して水素；Ｃ１－６アルキル；－Ｃ(Ｏ)Ｏ－(Ｃ１－６アル
キル)；非置換またはＣ１－６アルキルで置換されたＣ３－７シクロアルキルであるか；
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またはＲ１４およびＲ１５は、ＮＲ１４Ｒ１５のＮと一体となって、Ｎ、Ｏ、ＳおよびＰ
から選択される１～２ヘテロ原子を含み、場合により１～４Ｒ１８基で置換されていてよ
い４～７員環を形成し；
Ｒ７およびＲ１８は、独立してオキソ、ハロ、ヒドロキシル、Ｃ１－６アルキルまたはＣ

１－６アルコキシであり；
ｍおよびｑは、独立して１～２である。〕
のものまたはその薬学的に許容される塩である。
【０２８５】
　ある態様において、Ｒ１およびＲ１’は、独立して水素；メチル；ｔ－ブチル；トリフ
ルオロメチル；メトキシ；エトキシ；トリフルオロメトキシ；ジフルオロメトキシ；フル
オロ；クロロ；シアノ；ジメチルアミノ；メチルスルホニル；ジメチルホスホリル；テト
ラゾリル；ピロリル；非置換またはメチル置換フェニル；またはピペリジニルである。
【０２８６】
　ある態様において、Ｒ２は水素；クロロ；メチル；トリフルオロメチル；メトキシ；イ
ソプロポキシ；シアノ；ヒドロキシメチル；メトキシメチル；エトキシメチル；メチルス
ルホニル；メチルカルボニル；カルボキシ；メトキシカルボニル；カルバモイル；ジメチ
ルアミノメチル；非置換または１～２ヒドロキシ、ハロまたはメトキシで置換されている
ピロリジニルメチル；モルホリノメチル；非置換または１～２ハロまたはメトキシで置換
されているアゼジチニルメチル；ピペリジニルメチル；((４－メチル－３－オキソ－ピペ
ラジン－ｌ－イル)メチル)；((４－アセチルピペラジン－１－イル)メチル)；(１,１－ジ
オキシドチオモルホリン－４－カルボニル)；非置換または１～２ヒドロキシで置換され
ているピロリジニルカルボニル；ピロリジニルエトキシ；(ｌ,ｌ－ジオキシドチオモルホ
リノ)メチル；または非置換またはＣ１－６アルキルで置換されている１,２,４－オキサ
ジアゾリルであるか；
あるいは、Ｒ２は、－ＣＨ２－Ｎ(ＣＨ３)－Ｃ(Ｏ)－ＣＨ３；－ＣＨ２－Ｏ－(ＣＨ２)２
－ＯＣＨ３；－ＣＨ２－Ｎ(ＣＨ３)－(ＣＨ２)２－ＳＯ２(ＣＨ３)；－Ｃ(Ｏ)ＮＨ－(Ｃ
Ｈ２)１.２－Ｃ(Ｏ)－ＯＣＨ３；－Ｃ(Ｏ)ＮＨ－(ＣＨ２)１.２－Ｃ(Ｏ)ＯＨ；または－
Ｃ(Ｏ)ＮＨ－(ＣＨ２)２－ＳＯ２(ＣＨ３)である。
【０２８７】
　ある態様において、Ｒ８は
【化２３】
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であり；
ここで、Ｒ１４およびＲ１５は、独立して水素、Ｃ１－６アルキルまたはＣ３－７シクロ
アルキルであるか；またはＮＲ１４Ｒ１５においてＲ１４およびＲ１５はＮと一体となっ
て、アゼチジニル、ピペリジル、ピロリジニルまたはモルホリニルを形成してよく；ここ
で、該アゼチジニルまたはピロリジニルは、場合により１～２ハロ、メトキシまたはヒド
ロキシルで置換されていてよく；
Ｒ１２およびＲ１３は、独立して水素、ハロ、シアノ、Ｃ１－６アルキルまたはＣ１－６

ハロアルキルであり；
Ｒ１６およびＲ１７は、独立して水素またはＣ１－６アルキルであるか；またはＲ１６お
よびＲ１７は、それらが結合している炭素と一体となって、Ｃ３－６シクロアルキルを形
成できる。
【０２８８】
　ある態様において、Ｗ１はＣＲ１であり；Ｗ２はＮであり；Ｒ１はメチルおよびＲ１’

は水素であり；Ｒ２はクロロであり；ｍ＝１であり；Ｒ８は部分構造(ｈ)であり、ｑ＝１
であり；Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１６およびＲ１７は水素であり；Ｒ１４およびＲ１５はメチ
ルである。
【０２８９】
　ある態様において、ＥＧＦ受容体阻害剤は、次の構造を有する。
【化２４】

または
【化２５】

【０２９０】
　ある態様において、ＥＧＦ８１６は、次の構造を有する。

【化２６】

【０２９１】
　ある態様において、ＥＧＦ８１６は、(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジ
メチルアミノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾー
ル－２－イル)－２－メチルイソニコチンアミドである。
【０２９２】
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　他の態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ｃ－ＭＥＴ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記
載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤
は、表１(例えば、ＩＮＣ２８０)または表１に引用した刊行物、例えば、ＥＰ２０９９４
４７号(例えば、請求項１または５３)またはＵＳ７,７６７,６７５号(例えば、請求項４)
に開示される。ある態様において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤、例えば、ＩＮＣ２８０は、表１に
提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような構造(化合物または一般的構造)
を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１
８Ｃの１個を、ＩＮＣ２８０と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形
腫瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、多形神経膠芽腫(ＧＢＭ)、
腎臓癌、肝臓癌または胃癌を処置する。ある態様において、癌は、ｃ－ＭＥＴ変異(例え
ば、ｃ－ＭＥＴ変異またはｃ－ＭＥＴ増幅)を有するかまたは有するとして同定される
【０２９３】
　ある態様において、ＩＮＣ２８０を、約１００～１０００mg、例えば、約２００mg～９
００mg、約３００mg～８００mgまたは約４００mg～７００mg、例えば、約４００mg、５０
０mgまたは６００mgの経口用量で投与する。投薬スケジュールは、例えば、隔日から連日
、１日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＩＮＣ２８０を、約４００～
６００mgの経口用量で１日２回投与する。
【０２９４】
　ある態様において、ｃ－ＭＥＴ阻害剤は、次の構造
【化２７】

〔式中、
ＡはＮまたはＣＲ３であり；
Ｃｙ１はアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルであり
、各々場合により１、２、３、４または５―Ｗ－Ｘ－Ｙ－Ｚで置換されていてよく；
Ｃｙ２はアリール、ヘテロアリール、シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキルであり
、各々場合により１、２、３、４または５－Ｗ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｚ’で置換されていてよ
く；
Ｌ１は(ＣＲ４Ｒ５)ｍ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐ－(シクロアルキレン)－(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ
４Ｒ５)ｐ－(アリーレン)－(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐ－(ヘテロシクロアルキレン
)－(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐ－(ヘテロアリーレン)－(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ
５)ｐＯ(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＳ(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＣ(Ｏ)(ＣＲ
４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｓＣ(Ｏ)ＮＲ６(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＣ(Ｏ)Ｏ(ＣＲ
４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＯＣ(Ｏ)(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＯＣ(Ｏ)ＮＲ６(Ｃ
Ｒ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＮＲ６(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＮＲ６Ｃ(Ｏ)ＮＲ
６(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＳ(Ｏ)(ＣＲ４Ｒ５)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＳ(Ｏ)ＮＲ４

(ＣＲ５Ｒ６)ｑ、(ＣＲ４Ｒ５)ｐＳ(Ｏ)２(ＣＲ４Ｒ５)ｑまたは(ＣＲ４Ｒ５)ｐＳ(Ｏ)２
ＮＲ６(ＣＲ４Ｒ５)ｑであり、ここで、該シクロアルキレン、アリーレン、ヘテロシクロ
アルキレンまたはヘテロアリーレンは、場合によりＣｙ３、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ

２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ
Ｎ、ＮＯ２、Ｎ３、またはａ、ＳＲａ、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ、
ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ(Ｏ)Ｒｂ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＮＲ
ｃＲｄ、ＮＲｃＣ(Ｏ)ＯＲａ、Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃＲｄ、ＮＲｃＣ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃＲｄ

、Ｐ(Ｒｆ)２、Ｐ(ＯＲｅ)２、Ｐ(Ｏ)ＲｅＲｆ、Ｐ(Ｏ)ＯＲｅＯＲｆ、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ、Ｓ(
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Ｏ)ＮＲｃＲｄ、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ、ＮＲｃＳ(Ｏ)２ＲｂおよびＳ(Ｏ)２ＮＲｃＲｄから独立
して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
Ｌ２は(ＣＲ７Ｒ８)ｒ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓ－(シクロアルキレン)－(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ
７Ｒ８)ｓ－(アリーレン)－(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓ－(ヘテロシクロアルキレン
)－(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓ－(ヘテロアリーレン)－(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ
８)ｓＯ(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＳ(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＣ(Ｏ)(ＣＲ
７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＣ(Ｏ)ＮＲ９(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＣ(Ｏ)Ｏ(ＣＲ
７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＯＣ(Ｏ)(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＯＣ(Ｏ)ＮＲ９(Ｃ
Ｒ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)、ＮＲ９(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＮＲ９Ｃ(Ｏ)ＮＲ
９(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＳ(Ｏ)(ＣＲ７Ｒ８)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＳ(Ｏ)ＮＲ７

(ＣＲ８Ｒ９)ｔ、(ＣＲ７Ｒ８)ｓＳ(Ｏ)２(ＣＲ７Ｒ８)ｔまたは(ＣＲ７Ｒ８)ｓＳ(Ｏ)２
ＮＲ９(ＣＲ７Ｒ８)ｔであり、ここで、該シクロアルキレン、アリーレン、ヘテロシクロ
アルキレンまたはヘテロアリーレンは、場合によりＣｙ４、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ

２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、Ｃ
Ｎ、ＮＯ２、Ｎ３、またはａ１、ＳＲａ１、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ１、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ(
Ｏ)ＯＲａ１、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ１、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(
Ｏ)Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(Ｏ)ＯＲａ１、Ｃ(＝ＮＲｇ)Ｎ
Ｒｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｐ(Ｒｆ１)２、Ｐ(ＯＲｅ１)２、
Ｐ(Ｏ)Ｒｅ１Ｒｆ１、Ｐ(Ｏ)ＯＲｅ１ＯＲｆ１、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ１、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、
Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ１およびＳ(Ｏ)２ＮＲｃ１Ｒｄ１から独立して選
択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
Ｒ１はＨまたは―Ｗ”－Ｘ”－Ｙ”－Ｚ”であり；
Ｒ２はＨ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－

６ハロアルキル、ＣＮ、ＮＯ２、またはＡ、ＳＲＡ、Ｃ(Ｏ)ＲＢ、Ｃ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、Ｃ
(Ｏ)ＯＲＡ、ＯＣ(Ｏ)ＲＢ、ＯＣ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、ＮＲＣＲＤ、ＮＲＣＣ(Ｏ)ＲＢＮＲＣ

Ｃ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、ＮＲＣＣ(Ｏ)ＯＲＡ、Ｓ(Ｏ)ＲＢ、Ｓ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、Ｓ(Ｏ)２ＲＢ

、ＮＲＣＳ(Ｏ)２ＲＢまたはＳ(Ｏ)２ＮＲＣＲＤであり；
Ｒ３はＨ、シクロアルキル、アリール、ヘテロシクロアルキル、ヘテロアリール、ハロ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、
ＣＮ、ＮＯ２、またはＡ、ＳＲＡ、Ｃ(Ｏ)ＲＢ、Ｃ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、Ｃ(Ｏ)ＯＲＡ、ＯＣ
(Ｏ)ＲＢ、ＯＣ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、ＮＲＣＲＤ、ＮＲＣＣ(Ｏ)ＲＢ、ＮＲＣＣ(Ｏ)ＮＲＣＲ
Ｄ、ＮＲＣＣ(Ｏ)ＯＲＡ、Ｓ(Ｏ)ＲＢ、Ｓ(Ｏ)ＮＲＣＲＤ、Ｓ(Ｏ)２ＲＢ、ＮＲＣＳ(Ｏ)

２ＲＢおよびＳ(Ｏ)２ＮＲＣＲＤであり；ここで、該シクロアルキル、アリール、ヘテロ
シクロアルキル、ヘテロアリールまたはＣ１－６アルキルは、場合によりＣｙ５、ハロ、
Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、
ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、またはａ１、ＳＲａ１、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ１、Ｃ(Ｏ)
ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ１、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ１、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１

Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(Ｏ)Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(Ｏ)ＯＲａ

１、Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、ＮＲｃ１Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｐ(Ｒｆ１)２
、Ｐ(ＯＲｅ１)２、Ｐ(Ｏ)Ｒｅ１Ｒｆ１、Ｐ(Ｏ)ＯＲｅ１ＯＲｆ１、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ１、Ｓ(
Ｏ)ＮＲｃ１Ｒｄ１、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ１、ＮＲｃ１Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ１およびＳ(Ｏ)２ＮＲｃ１

Ｒｄ１から独立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
またはＲ２および―Ｌ２－Ｃｙ２は、連結して、式
【化２８】
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の基を形成し、
ここで、環Ｂは縮合アリールまたは縮合ヘテロアリール環であり、各々場合により１、２
または３－Ｗ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｚ’で置換されていてよく；
Ｒ４およびＲ５は、独立してＨ、ハロ、ＯＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、
Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６アルコキシ、アルコキシアルキル、シアノアルキル、ヘテ
ロシクロアルキル、シクロアルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＣＮおよびＮＯ２から選択
され；
Ｒ７およびＲ８は、独立してＨ、ハロ、ＯＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、
Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、ＣＮおよびＮＯ２か
ら選択され；
またはＲ７およびＲ８は、それらが結合しているＣ原子と一体となって、３員、４員、５
員、６員または７員シクロアルキルまたはヘテロシクロアルキル環を形成し、各々場合に
よりハロ、ＯＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－

６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル、ＣＮおよびＮＯ２から独立して選択される１、２
または３置換基で置換されていてよく；
Ｒ９はＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニルまたはＣ２－６アルキニルであり；
Ｗ、Ｗ’およびＷ”は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ

２－６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、Ｏ、Ｓ、ＮＲｈ、ＣＯ、ＣＯＯ、ＣＯＮＲ
ｈ、ＳＯ、ＳＯ２、ＳＯＮＲｈおよびＮＲｈＣＯＮＲｉから選択され、ここで、Ｃ１－６

アルキレン、Ｃ２－６アルケニレンおよびＣ２－６アルキニレンの各々は、場合によりハ
ロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＨ、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－６アルキルアミノおよびＣ２－８ジアルキルアミノから独
立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
Ｘ、Ｘ’およびＸ”は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ

２－６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロア
リーレンおよびヘテロシクロアルキレンから選択され、ここで、Ｃ１－６アルキレン、Ｃ

２－６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、アリーレン、シクロアルキレン、ヘテロア
リーレンおよびヘテロシクロアルキレンの各々は、場合によりハロ、ＣＮ、ＮＯ２、ＯＨ
、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－８アルコキシアルキル、Ｃ１－６ア
ルコキシ、Ｃ１－６ハロアルコキシ、Ｃ２－８アルコキシアルコキシ、シクロアルキル、
ヘテロシクロアルキル、Ｃ(Ｏ)ＯＲｊ、Ｃ(Ｏ)ＮＲｈＲｉ、アミノ、Ｃ１－６アルキルア
ミノおよびＣ２－８ジアルキルアミノから独立して選択される１、２または３置換基で置
換されていてよく；
Ｙ、Ｙ’およびＹ”は、独立して存在しないか、または独立してＣ１－６アルキレン、Ｃ

２－６アルケニレン、Ｃ２－６アルキニレン、Ｏ、Ｓ、ＮＲｈ、ＣＯ、ＣＯＯ、ＣＯＮＲ
ｈ、ＳＯ、ＳＯ２、ＳＯＮＲｈおよびＮＲｈＣＯＮＲｉから選択され、ここで、Ｃ１－６

アルキレン、Ｃ２－６アルケニレンおよびＣ２－６アルキニレンの各々は、場合によりハ
ロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、ＯＨ、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルコキシ、アミノ、Ｃ１－６アルキルアミノおよびＣ２－８ジアルキルアミノから独
立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
Ｚ、Ｚ’およびＺ”は、独立してＨ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ

２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、ま
たはａ２、ＳＲａ２、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ２、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ２、ＯＣ(Ｏ)
Ｒｂ２、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ(Ｏ)Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ
(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ(Ｏ)ＯＲａ２、Ｃ(＝ＮＲ９)ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２

Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｐ(Ｒｆ２)２、Ｐ(ＯＲｅ２)２、Ｐ(Ｏ)Ｒｅ２Ｒｆ２、Ｐ
(Ｏ)ＯＲｅ２ＯＲｆ２、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ２、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ２、ＮＲｃ

２Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ２、Ｓ(Ｏ)２ＮＲｃ２Ｒｄ２、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリー
ルおよびヘテロシクロアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６ア
ルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリールおよびヘテ
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ロシクロアルキルは、場合によりハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－

６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、または
ａ２、ＳＲａ２、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ２、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ２、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ

２、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ(Ｏ)Ｒｂ２、ＮＲｃ２Ｃ(Ｏ)
ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ(Ｏ)ＯＲａ２、Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、ＮＲｃ２Ｃ(
＝ＮＲｇ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｐ(Ｒｆ２)２、Ｐ(ＯＲｅ２)２、Ｐ(Ｏ)Ｒｅ２Ｒｆ２、Ｐ(Ｏ
)ＯＲｅ２ＯＲｆ２、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ２、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ２Ｒｄ２、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ２、ＮＲｃ２

Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ２およびＳ(Ｏ)２ＮＲｃ２Ｒｄ２から独立して選択される１、２、３、４ま
たは５置換基で置換されていてよく；
ここで、２つの隣接する―Ｗ－Ｘ－Ｙ－Ｚは、それらが結合している原子と一体となって
、場合により縮合４～２０員シクロアルキル環または縮合４～２０員ヘテロシクロアルキ
ル環を形成してよく、各々場合によりハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ

２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ２、またはａ

３、ＳＲａ３、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ３、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ３、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ３

、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｃ(Ｏ)Ｒｂ３、ＮＲｃ３Ｃ(Ｏ)Ｎ
Ｒｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｃ(Ｏ)ＯＲａ３、Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｃ(＝
ＮＲｇ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ３、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ３、ＮＲ
ｃ３Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ３、Ｓ(Ｏ)２ＮＲｃ３Ｒｄ３、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリ
ールおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換さ
れていてよく；
ここで、２つの隣接する―Ｗ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｚ’は、それらが結合している原子と一体
となって、場合により、縮合４～２０員シクロアルキル環または縮合４～２０員ヘテロシ
クロアルキル環を形成してよく、各々、場合によりハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６ア
ルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、ＣＮ、ＮＯ

２、またはａ３、ＳＲａ３、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ３、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ３、Ｏ
Ｃ(Ｏ)Ｒｂ３、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｃ(Ｏ)Ｒｂ３、ＮＲ
ｃ３Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、ＮＲｃ３Ｃ(Ｏ)ＯＲａ３、Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｎ
Ｒｃ３Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｓ(Ｏ)Ｒｂ３、Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ３Ｒｄ３、Ｓ(Ｏ)２Ｒ
ｂ３

’ＮＲｃ３Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ３、Ｓ(Ｏ)２ＮＲｃ３Ｒｄ３、アリール、シクロアルキル、
ヘテロアリールおよびヘテロシクロアルキルから独立して選択される１、２または３置換
基で置換されていてよく；
Ｃｙ４およびＣｙ５は、独立してアリール、シクロアルキル、ヘテロアリールおよびｈｅ
ｔｅｏｒシクロアルキルから選択され、おのおの、場合によりハロ、Ｃ１－６アルキル、
Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、Ｃ１－６ハロアルキル、ハロスルファニル、
ＣＮ、ＮＯ２、Ｎ３、またはａ４、ＳＲａ４、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ４、Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ４Ｒｄ４、Ｃ
(Ｏ)ＯＲａ４、ＯＣ(Ｏ)Ｒｂ４、ＯＣ(Ｏ)ＮＲｃ４Ｒｄ４、ＮＲｃ４Ｒｄ４、ＮＲｃ４Ｃ
(Ｏ)Ｒｂ４、ＮＲｃ４Ｃ(Ｏ)ＮＲｃ４Ｒｄ４、ＮＲｃ４Ｃ(Ｏ)ＯＲａ４、Ｃ(＝ＮＲｇ)Ｎ
Ｒｃ４Ｒｄ４、ＮＲｃ４Ｃ(＝ＮＲｇ)ＮＲｃ４Ｒｄ４、Ｐ(Ｒｆ４)２、Ｐ(ＯＲ４)２、Ｐ
(Ｏ)Ｒｅ４Ｒｆ４、Ｐ(Ｏ)ＯＲｅ４ＯＲｆ４、Ｓ(Ｏ)ｂ４　Ｓ(Ｏ)ＮＲｃ４Ｒｄ４、Ｓ(
Ｏ)２Ｒｂ４、ＮＲｃ４Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ４およびＳ(Ｏ)２ＮＲｃ４Ｒｄ４から独立して選択
される１、２、３、４または５置換基で置換されていてよく；
ＲＡはＨ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、シクロアルキ
ル、ヘテロシクロアルキル、アリールまたはヘテロアリールであり、ここで、該Ｃ１－４

アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロア
ルキル、アリールまたはヘテロアリールは、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロおよび
Ｃ１－４アルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
ＲＢはＨ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、シクロアルキ
ル、ヘテロシクロアルキル、アリールまたはヘテロアリールであり、ここで、該Ｃ１－４

アルキル、Ｃ２－４アルケニルまたはＣ２－４アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシク
ロアルキル、アリールまたはヘテロアリールは、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロお
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よびＣ１－４アルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよ
く；
ＲＣおよびＲＤは、独立してＨ、Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニルまたはＣ２－４

アルキニルから選択され、ここで、該Ｃ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニルまたはＣ２

－４アルキニル、は、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロおよびＣ１－４アルキルから
独立して選択される１、２または３置換基で置換されていてよく；
またはＲＣおよびＲＤは、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員、６
員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合によ
りＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロおよびＣ１－４アルキルから独立して選択される１、２また
は３置換基で置換されていてよく；
Ｒａ、Ｒａ１、Ｒａ２、Ｒａ３およびＲａ４は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－

６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル
、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル
、シクロアルキルアルキルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、
該Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル
、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキ
ル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアル
キルは、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ
、Ｃ１－６ハロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２ま
たは３置換基で置換されていてよく；
Ｒｂ、Ｒｂ１、Ｒｂ２、Ｒｂ３およびＲｂ４は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－

６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル
、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル
、シクロアルキルアルキルおよびヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、
該Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル
、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキ
ル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアル
キルは、場合によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ
、Ｃ１－６ハロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２ま
たは３置換基で置換されていてよく；
ＲｃおよびＲｄは、独立してＨ、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６

アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘテロ
シクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキル
またはヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－１０アルキル、Ｃ

１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリ
ール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアル
キル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合によりＯＨ
、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアルキル
およびＣ１－６ハロアルキルから独立して選択される１、２または３置換基で置換されて
いてよく；
またはＲｃおよびＲｄは、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員、６
員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合によ
りＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロア
ルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置
換されていてよく；
Ｒｃ１およびＲｄ１は、独立してＨ、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２

－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘ
テロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアル
キルまたはヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－１０アルキル
、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロ
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アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリール
アルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合により
ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアル
キルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置換
されていてよく；
またはＲｃ１およびＲｄ１は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員
、６員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合
によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基
で置換されていてよく；
Ｒｃ２およびＲｄ２は、独立してＨ、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２

－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘ
テロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアル
キル、ヘテロシクロアルキルアルキル、アリールシクロアルキル、アリールヘテロシクロ
アルキル、アリールヘテロアリール、ビアリール、ヘテロアリールシクロアルキル、ヘテ
ロアリールヘテロシクロアルキル、ヘテロアリールアリールおよびビヘテロアリールから
選択され、ここで、該Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル
、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアル
キル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキル、ヘテロシ
クロアルキルアルキル、アリールシクロアルキル、アリールヘテロシクロアルキル、アリ
ールヘテロアリール、ビアリール、ヘテロアリールシクロアルキル、ヘテロアリールヘテ
ロシクロアルキル、ヘテロアリールアリールおよびビヘテロアリールは、各々、場合によ
りＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ１－６ハロアルコキシ、ヒドロキシアルキル、シアノアルキル、アリール、ヘ
テロアリール、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ４、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ４、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ３、アルコキシアルキルお
よびアルコキシアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置換されてい
てよく；
またはＲｃ２およびＲｄ２は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員
、６員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合
によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルキル、Ｃ１－６ハロアルコキシ、ヒドロキシアルキル、シアノアルキル、アリール
、ヘテロアリール、Ｃ(Ｏ)ＯＲａ４、Ｃ(Ｏ)Ｒｂ４、Ｓ(Ｏ)２Ｒｂ３、アルコキシアルキ
ルおよびアルコキシアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置換され
ていてよく；
Ｒｃ３およびＲｄ３は、独立してＨ、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２

－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘ
テロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアル
キルまたはヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－１０アルキル
、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロ
アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリール
アルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合により
ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアル
キルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置換
されていてよく；
またはＲｃ３およびＲｄ３は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員
、６員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合
によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基
で置換されていてよく；
Ｒｃ４およびＲｄ４は、独立してＨ、Ｃ１－１０アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２
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－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘ
テロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアル
キルまたはヘテロシクロアルキルアルキルから選択され、ここで、該Ｃ１－１０アルキル
、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、ヘテロ
アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリール
アルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアルキルアルキルは、場合により
ＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハロアル
キルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基で置換
されていてよく；
またはＲｃ４およびＲｄ４は、それらが結合しているＮ原子と一体となって、４員、５員
、６員または７員ヘテロシクロアルキル基またはヘテロアリール基を形成し、各々、場合
によりＯＨ、ＣＮ、アミノ、ハロ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６アルコキシ、Ｃ１－６ハ
ロアルキルおよびＣ１－６ハロアルコキシから独立して選択される１、２または３置換基
で置換されていてよく；
Ｒｅ、Ｒｅ１、Ｒｅ２およびＲｅ４は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、(Ｃ１－６アルコキシ)－Ｃ１－６アルキル、Ｃ２－６アル
キニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリール
アルキル、シクロアルキルアルキル、ヘテロアリールアルキルおよびヘテロシクロアルキ
ルアルキルから選択され；
Ｒｆ、Ｒｆ１、Ｒｆ２およびＲｆ４は、独立してＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロア
ルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６アルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロ
アリールおよびヘテロシクロアルキルから選択され；
ＲｇはＨ、ＣＮおよびＮＯ２であり；
ＲｈおよびＲｉは、独立してＨおよびＣ１－６アルキルから選択され；
ＲｊはＨ、Ｃ１－６アルキル、Ｃ１－６ハロアルキル、Ｃ２－６アルケニル、Ｃ２－６ア
ルキニル、アリール、シクロアルキル、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリー
ルアルキル、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキルまたはヘテロシクロアル
キルアルキルであり；
ｍは０、１、２、３、４、５または６であり；
ｐは０、１、２、３または４であり；
ｑは０、１、２、３または４であり；
ｒは０、１、２、３、４、５または６であり；
ｓは０、１、２、３または４であり；
ｔは０、１、２、３または４であり；
ただし、ＡがＣＨであるならば、Ｌ１はＣＯまたは(ＣＲ４Ｒ５)ｕ(ここで、ｕは１であ
る)以外である。〕
を有するものまたはそのその薬学的に許容される塩もしくはプロドラッグである。
【０２９５】
　ある態様において、Ｌ１は(ＣＲ４Ｒ５)ｍであり、ここで、Ｒ４およびＲ５は、独立し
てＨであり、ｍは１であり；Ｃｙ１はヘテロアリールであり；Ｒ１はＨであり；ＡはＮで
あり；Ｒ２はＨであり；Ｌ２は(ＣＲ７Ｒ８)ｒであり、ここで、ｒは０であり；Ｃｙ２は
２Ｗ’－Ｘ’－Ｙ’－Ｚ’で置換されたアリールである。
【０２９６】
　ある態様において、ＩＮＣ２８０は、次の構造を有する。
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【化２９】

【０２９７】
　ある態様において、ＩＮＣ２８０は、２－フルオロ－Ｎ－メチル－４－[７－(キノリン
－６－イルメチル)イミダゾ[１,２－ｂ][１,２,４]トリアジン－２－イル]ベンズアミド
またはその薬学的に許容される塩である。
【０２９８】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、Ａｌｋ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載す
る癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、Ａｌｋ阻害剤は、表１
(例えば、ＬＤＫ３７８)または表１に引用した刊行物、例えば、ＷＯ２００８／０７３６
８７号(例えば、実施例７／化合物６６)またはＵＳ８,０３９,４７９号(例えば、請求項
１または５)(セリチニブ(ジカディア(登録商標)としても知られる)に開示される。ある態
様において、Ａｌｋ阻害剤、例えば、ＬＤＫ３７８は、表１に提供するまたは表１に引用
する刊行物、例えば、ＷＯ２００８／０７３６８７号(例えば、実施例７／化合物６６)ま
たはＵＳ８,０３９,４７９号(例えば、請求項１または５)に開示されるような構造(化合
物または一般的構造)を有する。
【０２９９】
　ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１
個を、ＬＤＫ３７８と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例
えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、リンパ腫(例えば、未分化大細胞リ
ンパ腫または非ホジキンリンパ腫)、炎症性筋線維芽細胞腫瘍(ＩＭＴ)または神経芽腫を
処置する。ある態様において、ＮＳＣＬＣは、ステージIIIＢまたはIVＮＳＣＬＣまたは
再発局所進行型または転移ＮＳＣＬＣである。ある態様において、癌(例えば、肺癌、リ
ンパ腫、炎症性筋線維芽細胞腫瘍または神経芽腫)は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば
、ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。ある態様において、ＡＬＫ融合は
、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合、例えば、ここに記載するＥＭＬ４－ＡＬＫ融合である。他の態
様において、ＡＬＫ融合は、ＡＬＫ－ＲＯＳ１融合である。ある態様において、癌は、Ｒ
ＯＳ１阻害剤またはＡＬＫ阻害剤、例えば、ＬＤＫ３７８以外のＡＬＫ阻害剤で進行した
または抵抗性もしくは耐性である。ある態様において、癌は、クリゾチニブで進行したま
たは抵抗性もしくは耐性である。ある態様において、対象は、ＡＬＫ未処置患者、例えば
、ヒト患者である。他の態様において、対象は、ＡＬＫ阻害剤で前処置されている、患者
、例えば、ヒト患者である。他の態様において、対象は、ＬＤＫ３７８で前処置されてい
る患者、例えば、ヒト患者である。
【０３００】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ未処置患者に投与する。
他の態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ阻害剤で前処置されている
患者に投与する。さらに別の態様において、ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＬＤＫ３
７８で前処置されている患者に投与する。
【０３０１】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約１００～１０００mg、例えば、約１５０mg～９
００mg、約２００mg～８００mg、約３００mg～７００mgまたは約４００mg～６００mg、例
えば、約１５０mg、３００mg、４５０mg、６００mgまたは７５０mgの経口用量で投与する
。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約７５０mg以下、例えば、約６００mg以下、例え
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ば、約４５０mg以下の経口用量で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を食餌と共
に投与する。他の態様において、投与は空腹状態下である。投薬スケジュールは、例えば
、隔日から連日、１日２回もしくは３回で変わり得る。ある態様において、ＬＤＫ３７８
を連日投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、約１５０mg～７５０mg連日の経口
用量で、食餌と共にまたは空腹状態で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、７
５０mg連日の経口用量で、空腹状態で投与する。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、７
５０mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与する。他の態様において、ＬＤＫ
３７８を、約６００mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与する。ある態様に
おいて、ＬＤＫ３７８を、約４５０mg連日の経口用量で、カプセル剤または錠剤で投与す
る。
【０３０２】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８を約４５０mgの用量で投与し、ニボルマブを約３mg／
kgの用量で投与する。他の態様において、ＬＤＫ３７８用量は６００mgであり、ニボルマ
ブ用量は３mg／kgである。ある態様において、ＬＤＫ３７８を、低脂肪食と共に投与する
。
【０３０３】
　ある態様において、Ａｌｋ阻害剤は、次の構造
【化３０】

〔式中、
Ｒ１はハロまたはＣ１－６アルキルであり；
Ｒ２はＨであり；
Ｒ３は(ＣＲ２)０－２ＳＯ２Ｒ１２であり；
Ｒ４はＣ１－６アルキル、Ｃ２－６アルケニルまたはＣ２－６アルキニル；ＯＲ１２、Ｎ
Ｒ(Ｒ１２)、ハロ、ニトロ、ＳＯ２Ｒ１２、(ＣＲ２)ｐＲ１３またはＸであるか；または
Ｒ４はＨであり；
Ｒ６はイソプロポキシまたはメトキシであり；
Ｒ８およびＲ９の一方は(ＣＲ２)ｑＹであり、他方はＣ１－６アルキル、シアノ、Ｃ(Ｏ)
Ｏ０－１Ｒ１２、ＣＯＮＲ(Ｒ１２)またはＣＯＮＲ(ＣＲ２)ｐＮＲ(Ｒ１２)であり；
Ｘは(ＣＲ２)ｑＹ、シアノ、Ｃ(Ｏ)Ｏ０－１Ｒ１２、ＣＯＮＲ(Ｒ１２)、ＣＯＮＲ(ＣＲ

２)ｐＮＲ(Ｒ１２)、ＣＯＮＲ(ＣＲ２)ｐＯＲ１２、ＣＯＮＲ(ＣＲ２)ｐＳＲ１２、ＣＯ
ＮＲ(ＣＲ２)ｐＳ(Ｏ)１－２Ｒ１２または(ＣＲ２)１－６ＮＲ(ＣＲ２)ｐＯＲ１２であり
；
Ｙはピロリジニル、ピペリジニルまたはアゼチジニルであり、その各々フェニル環に炭素
原子を介して結合しており；
Ｒ１２およびＲ１３は、独立して３～７員飽和または部分的不飽和炭素環式環またはＮ、
Ｏおよび／またはＳを含む５～７員ヘテロ環式環；アリールまたはヘテロアリールである
か；またはＲ１２はＨまたはＣ１－６アルキルであり；
ＲはＨまたはＣ１－６アルキルであり；
ｎは０～１であり；
ｐは０～４であり；
ｑは０である。〕
を有するかまたはその薬学的に許容される塩である。
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【０３０４】
　ある態様において、Ｒ２はＨであり；Ｒ３はＳＯ２Ｒ１２であり、Ｒ１２はＣ１－６ア
ルキルであり；Ｒ４はＨ(ｎ＝１)であり；Ｒ６はイソプロポキシであり；およびＲ８およ
びＲ９の一方は(ＣＲ２)ｑＹであり、ここで、ｑ＝０であり、Ｙはピペリジニルであり、
他方はＣ１－６アルキルである。
【０３０５】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８は、次の構造を有する。
【化３１】

【０３０６】
　ある態様において、ＬＤＫ３７８は、５－クロロ－Ｎ２－(２－イソプロポキシ－５－
メチル－４－(ピペリジン－４－イル)－フェニル)－Ｎ４－[２－(プロパン－２－スルホ
ニル)－フェニル]－ピリミジン－２,４－ジアミンまたはその薬学的に許容される塩であ
る。
【０３０７】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＣＤＫ４／６阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに
記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＣＤＫ４／６阻
害剤は、表１(例えば、ＬＥＥ０１１)または表１に引用した刊行物、例えば、ＵＳ８,６
８５,９８０号またはＵＳ８,４１５,３５５号(例えば、カラム３～４の式(Ｉ)またはカラ
ム６６の実施例７４)に開示される。ある態様において、ＣＤＫ４／６阻害剤、例えば、
ＬＥＥ０１１は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、ＵＳ８,６８５,
９８０号またはＵＳ８,４１５,３５５号(例えば、カラム３～４の式(Ｉ)またはカラム６
６の実施例７４)に開示されるような構造(化合物または一般的構造)を有する。ある態様
において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＬＥ
Ｅ０１１と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、肺癌
(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、神経性癌、黒色腫または乳癌または造血器腫瘍
、例えば、リンパ腫を処置する。
【０３０８】
　ある態様において、ＣＤＫ４／６阻害剤は、次の構造を有する。
【化３２】

〔式中、
ＸはＣＲ９またはＮであり；
Ｒ１はＣ１－８アルキル、ＣＮ、Ｃ(Ｏ)ＯＲ４またはＣＯＮＲ５Ｒ６、５～１４員ヘテロ
アリール基または３～１４員シクロヘテロアルキル基であり；
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Ｒ２はＣ１－８アルキル、Ｃ３－１４シクロアルキルまたは５～１４員ヘテロアリール基
であり、ここで、Ｒ２は１以上のＣ１－８アルキルまたはＯＨで置換されていてよく；
Ｌは結合、Ｃ１－８アルキレン、Ｃ(Ｏ)またはＣ(Ｏ)ＮＲ１０であり、ここで、Ｌは置換
されていてもされていなくてもよく；
ＹはＨ、Ｒ１１、ＮＲ１２Ｒ１３、ＯＨであるかまたはＹは次の基
【化３３】

の一部であり、ここで、ＹはＣＲ９またはＮであり；ここで、０～３Ｒ８が存在してよく
、Ｒ８はＣ１－８アルキル、オキソ、ハロゲンまたはであるか２以上のＲ８は架橋アルキ
ル基を形成してよく；
ＷはＣＲ９またはＮまたはＯであり(ＷがＯであるとき、Ｒ３は存在しない)；
Ｒ３は、Ｈ、Ｃ１－８アルキル、Ｃ１－８アルキルＲ１４、Ｃ３－１４シクロアルキル、
Ｃ(Ｏ)Ｃ１－８アルキル、Ｃ１－８ハロアルキル、Ｃ１－８アルキルＯＨ、Ｃ(Ｏ)ＮＲ１

４Ｒ１５、Ｃ１－８シアノアルキル、Ｃ(Ｏ)Ｒ１４、Ｃ０－８アルキルＣ(Ｏ)Ｃ０－８ア
ルキルＮＲ１４Ｒ１５、Ｃ０－８アルキルＣ(Ｏ)ＯＲ１４、ＮＲ１４Ｒ１５、ＳＯ２Ｃ１

－８アルキル、Ｃ１－８アルキルＣ３－１４シクロアルキル、Ｃ(Ｏ)Ｃ１－８アルキルＣ

３－１４シクロアルキル、Ｃ１－８アルコキシまたはＯＨであり、Ｒ３がＨ以外であると
き、置換されていてもまたはされていなくてもよく；
Ｒ９はＨまたはハロゲンであり；
Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３、Ｒ１４およびＲ１５は各々
独立してＨ、Ｃ１－８アルキル、Ｃ３－１４シクロアルキル、３～１４員シクロヘテロア
ルキル基、Ｃ６－１４アリール基、５～１４員ヘテロアリール基、アルコキシ、Ｃ(Ｏ)Ｈ
、Ｃ(Ｎ)ＯＨ、Ｃ(Ｎ)ＯＣＨ３、Ｃ(Ｏ)Ｃ１－３アルキル、Ｃ１－８アルキルＮＨ２、Ｃ

１－６アルキルＯＨから選択され、ここで、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１０、Ｒ１１、
Ｒ１２およびＲ１３、Ｒ１４およびＲ１５は、Ｈ以外であるとき、置換されていてもされ
ていなくてもよく；
ｍおよびｎは、独立して０～２であり；
ここで、Ｌ、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２およびＲ１３、Ｒ
１４およびＲ１５は、Ｃ１－８アルキル、Ｃ２－８アルケニル、Ｃ２－８アルキニル、Ｃ

３－１４シクロアルキル、５～１４員ヘテロアリール基、Ｃ６－１４アリール基、３～１
４員シクロヘテロアルキル基、ＯＨ、(Ｏ)、ＣＮ、アルコキシ、ハロゲンまたはＮＨ２の
１以上で置換されていてよい。〕。
【０３０９】
　ある態様において、ＸはＣＲ９であり、ここで、Ｒ９はＨであり；Ｒ１はＣＯＮＲ５Ｒ
６であり、ここで、Ｒ５およびＲ６は両者ともＣ１－８アルキル、具体的にメチルであり
；Ｒ２はＣ３－１４シクロアルキル、具体的にシクロペンチルであり；Ｌは結合であり；
Ｙは基
【化３４】

の一部であり、ここで、ＹはＮであり、０のＲ８が存在し、ＷはＮ、ｍおよびｎは両者と
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も１であり、Ｒ３はＨである。
【０３１０】
　ある態様において、ＬＥＥ０１１は、次の構造を有する。
【化３５】

【０３１１】
　ある態様において、ＬＥＥ０１１は、７－シクロペンチル－２－(５－ピペラジン－１
－イル－ピリジン－２－イルアミノ)－７Ｈ－ピロロ[２,３－ｄ]ピリミジン－６－カルボ
ン酸ジメチルアミドまたはその薬学的に許容される塩である。
【０３１２】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＰＩ３Ｋ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載
する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、
表１(例えば、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９)または表１に引用する刊行物、例えば、
ＷＯ２００７／０８４７８６号(例えば、[０３８９]の実施例１０または[００４８]の式(
Ｉ))またはＷＯ２０１０／０２９０８２号(例えば、実施例１５または式(Ｉ))に開示され
る。ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤、例えば、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９は、
表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、ＷＯ２００７／０８４７８６号(
例えば、[０３８９]の実施例１０または[００４８]の式(Ｉ))またはＷＯ２０１０／０２
９０８２号(例えば、実施例１５または式(Ｉ))に開示されるような構造(化合物または一
般的構造)を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ０
０１０７１８Ｃの１個を、ＢＫＭ１２０またはＢＹＬ７１９と組み合わせて使用して、表
１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例えば、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(
ＮＳＣＬＣ))、前立腺癌、内分泌癌、卵巣癌、黒色腫、膀胱癌、女性生殖器系癌、消化器
／胃腸癌、結腸直腸癌、多形神経膠芽腫(ＧＢＭ)、頭頸部癌、胃癌、膵臓癌または乳癌；
または造血器腫瘍、例えば、白血病、非ホジキンリンパ腫；または造血発生障害を処置す
る。
【０３１３】
　ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、次の構造
【化３６】

〔式中、
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４)メチル、(５)トリフルオロメチルおよび(６)スルホンアミドからなる群から選択され
；Ｒ１は、(１)水素、(２)シアノ、(３)ニトロ、(４)ハロゲン、(５)置換および非置換ア
ルキル、(６)置換および非置換アルケニル、(７)置換および非置換アルキニル、(８)置換
および非置換アリール、(９)置換および非置換ヘテロアリール、(１０)置換および非置換
ヘテロシクリル、(１１)置換および非置換シクロアルキル、(１２)－ＣＯＲ１ａ、(１３)
－ＣＯ２Ｒ１ａ(１４)－ＣＯＮＲ１ａＲ１ｂ、(１５)－ＮＲ１ａＲ１ｂ、(１６)－ＮＲ１

ａＣＯＲ１ｂ、(１７)－ＮＲ１ａＳＯ２Ｒ１ｂ、(１８)－ＯＣＯＲ１ａ、(１９)－ＯＲ１

ａ、(２０)－ＳＲ１ａ(２１)－ＳＯＲ１ａ、(２２)－ＳＯ２Ｒ１ａおよび(２３)－ＳＯ２

ＮＲ１ａＲ１ｂからなる群から選択され、ここで、Ｒ１ａおよびＲ１ｂは、独立して(ａ)
水素、(ｂ)置換または非置換アルキル、(ｃ)置換および非置換アリール、(ｄ)置換および
非置換ヘテロアリール、(ｅ)置換および非置換ヘテロシクリルおよび(ｆ)置換および非置
換シクロアルキルからなる群から選択され；Ｒは、(１)水素、(２)シアノ、(３)ニトロ、
(４)ハロゲン、(５)ヒドロキシ、(６)アミノ、(７)置換および非置換アルキル、(８)－Ｃ
ＯＲ２ａからなる群から選択され、ここで、Ｒ２ａ－およびＲ２ｂは、独立して(ａ)水素
および(ｂ)置換または非置換アルキルからなる群から選択され；Ｒ３は、(１)水素、(２)
シアノ、(３)ニトロ、(４)ハロゲン、(５)置換および非置換アルキル、(６)置換および非
置換アルケニル、(７)置換および非置換アルキニル、(８)置換および非置換アリール、(
９)置換および非置換ヘテロアリール、(１０)置換および非置換ヘテロシクリル、(１１)
置換および非置換シクロアルキル、(１２)－ＣＯＲ３ａ、(１３)－ＮＲ３ａＲ３ｂ、(１
６)－ＯＲ３ａ、(１７)－ＳＲ３ａ、(１８)－ＳＯＲ３ａ、(１９)－ＳＯ２Ｒ３および(２
０)－ＳＯ２ＮＲ３ａＲ３ｂからなる群から選択され、ここで、Ｒ３ａおよびＲ３ｂは、
独立してからなる群から選択され、(ａ)水素、(ｂ)置換または非置換アルキル、(ｃ)置換
および非置換アリール、(ｄ)置換および非置換ヘテロアリール、(ｅ)置換および非置換ヘ
テロシクリルおよび(ｆ)置換および非置換シクロアルキル；およびＲ４は、(１)水素およ
び(２)ハロゲンからなる群から選択される。〕
を有するかまたはその立体異性体、互変異性体もしくは薬学的に許容される塩である。
【０３１４】
　ある態様において、ＷはＣＲｗであり、Ｒｗは水素であり、Ｒ１は非置換ヘテロシクリ
ルであり、Ｒ２は水素であり、Ｒ３は置換アルキルであり、Ｒ４は水素である。
【０３１５】
　ある態様において、ＢＫＭ１２０は、次の構造を有する。
【化３７】

【０３１６】
　ある態様において、ＢＫＭ１２０は、４－(トリフルオロメチル)－５－(２,６－ジモル
ホリノピリミジン－４－イル)ピリジン－２－アミンまたはその薬学的に許容される塩で
ある。
【０３１７】
　ある態様において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、次の構造を有する。
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【化３８】

〔式中、
Ａは、
【化３９】

からなる群から選択されるヘテロアリールであり；
Ｒ１は、次の置換基の１個を表し：(１)非置換または置換、好ましくは置換Ｃ１－Ｃ７ア
ルキルであり、ここで、該置換基は、次の基の１以上、好ましくは１～９から独立して選
択され：重水素、フルオロまたは１～２の次の基：Ｃ３－Ｃ５シクロアルキル；(２)場合
により置換されていてよいＣ３－Ｃ５シクロアルキルであって、ここで、該置換基は独立
して、置換Ｃ３－Ｃ５シクロアルキルであり、ここで、該置換基は、独立して１以上、好
ましくは１～４の次の基から選択され：重水素、Ｃ１－Ｃ４アルキル(好ましくはメチル)
、フルオロ、シアノ、アミノカルボニル；(３)場合により置換されていてよいフェニルで
あって、ここで、該置換基は、独立して次の基の１以上、好ましくは１～２から選択され
：重水素、ハロ、シアノ、Ｃ１－Ｃ７アルキル、Ｃ１－Ｃ７アルキルアミノ、ジ(Ｃ１－
Ｃ７アルキル)アミノ、Ｃ１－Ｃ７アルキルアミノカルボニル、ジ(Ｃ１－Ｃ７－アルキル
)アミノカルボニル、Ｃ１－Ｃ７アルコキシ；(４)場合により一または二置換されていて
よいアミン；ここで、該置換基は、独立して、次の基から選択され：重水素、Ｃ１－Ｃ７

アルキル(これは置換されていないかまたは１以上の重水素、フルオロ、クロロ、ヒドロ
キシルの置換基から選択される基で置換されている)、フェニルスルホニル(これは置換さ
れていないかまたは１以上、好ましくは１のＣ１－Ｃ７アルキル、Ｃ１－Ｃ７アルコキシ
、ジ(Ｃ１－Ｃ７－アルキル)アミノ－Ｃ１－Ｃ７－アルコキシで置換されている)；(５)
置換スルホニル；ここで、該置換基は次の基から選択され：Ｃ１－Ｃ７アルキル(これは
置換されていないかまたは重水素、フルオロの群から選択される１以上の置換基で置換さ
れている)、ピロリジノ(これは置換されていないかまたは重水素、ヒドロキシル、オキソ
の群から選択される１以上の置換基；特に１オキソ)；(６)フルオロ、クロロ；Ｒ２は水
素であり；Ｒ３は(１)水素、(２)フルオロ、クロロ、(３)場合により置換されていてよい
メチルであり、ここで、該置換基は、独立して１以上、好ましくは１～３の次の基であり
：重水素、フルオロ、クロロ、ジメチルアミノ：ただし、(Ｓ)－ピロリジン－１,２－ジ
カルボン酸２－アミド１－({５－[２－(ｔｅｒｔ－ブチル)－ピリミジン－４－イル]－４
－メチル－チアゾール－２－イル}－アミド)を除く。〕
を有するかまたはその塩である。
【０３１８】
　ある態様において、Ａは
【化４０】

であり；Ｒ１は置換Ｃ１－Ｃ７アルキルであり、ここで、該置換基は、１以上、好ましく
は１～９の重水素、フルオロまたはＣ３－Ｃ５シクロアルキルから独立して選択され；Ｒ
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２は水素であり、Ｒ３はメチルである。
【０３１９】
　ある態様において、ＢＹＬ７１９は、次の構造を有する。
【化４１】

【０３２０】
　ある態様において、ＢＹＬ７１９は、(Ｓ)－ピロリジン－１,２－ジカルボン酸２－ア
ミド１－({４－メチル－５－[２－(２,２,２－トリフルオロ－１,１－ジメチル－エチル)
－ピリジン－４－イル]－チアゾール－２－イル}－アミド)またはその薬学的に許容され
る塩である。
【０３２１】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＢＲＡＦ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載
する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＢＲＡＦ阻害剤は、
表１(例えば、ＬＧＸ８１８)または表１に引用した刊行物、例えば、ＷＯ２０１１／０２
５９２７号(例えば、実施例６／化合物６または[００３０]における式(Ｉａ))またはＵＳ
８,５０１,７５８号(例えば、カラム４５における実施例５に開示される)。ある態様にお
いて、ＢＲＡＦ阻害剤、例えば、ＬＧＸ８１８は、表１に提供するまたは表１に引用する
刊行物に開示されるような構造(化合物または一般的構造)を有する。ある態様において、
ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＬＧＸ８１８と
組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形腫瘍、例えば、肺癌(例えば、
非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))、黒色腫、例えば、進行型黒色腫、甲状腺癌、例えば、乳
頭甲状腺癌または結腸直腸癌を処置する。ある態様において、癌は、ＢＲＡＦ変異(例え
ば、ＢＲＡＦ　Ｖ６００Ｅ変異)、ＢＲＡＦ野生型、ＫＲＡＳ野生型または活性化ＫＲＡ
Ｓ変異を有するまたは有するとして同定される。癌は、初期、中期または後期であり得る
。
【０３２２】
　ある態様において、ＢＲＡＦ阻害剤は、次の構造を有する。
【化４２】

〔式中、Ｙは、ＮおよびＣＲ６から選択され；Ｒ２、Ｒ３、Ｒ５およびＲ６は、独立して
水素、ハロ、シアノ、Ｃ１－４アルキル、ハロ－置換Ｃ１－４アルキル、Ｃ１－４アルコ
キシおよびハロ－置換Ｃ１－４アルコキシから選択され；ただし、Ｒ５がフルオロであり
、Ｒ１が水素、－Ｘ１Ｒ８ａ、－Ｘ１Ｃ(Ｏ)ＮＲ８ａＲ８ｂ、－ＸＮＲ８ａＸ２Ｒ８ｂ、
－Ｘ１ＮＲ８ａＣ(Ｏ)Ｘ２ＯＲ８ｂおよび－Ｘ１ＮＲ８ａＳ(Ｏ)０－２Ｒ８ｂから選択さ
れるならば、Ｒ３およびＲ６は両者とも水素ではなく；Ｒ４は、－Ｒ９および－ＮＲ１０

Ｒ１１から選択され；ここで、Ｒ９は、Ｃ１－６アルキル、Ｃ３－８シクロアルキル、Ｃ
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３－８ヘテロシクロアルキル、アリールおよびヘテロアリールから選択され；ここで、Ｒ

９の該アリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールまたはヘテロアリー
ルは、場合によりハロ、シアノ、Ｃ１－４アルキル、ハロ－置換Ｃ１－４アルキル、Ｃ１

－４アルコキシおよびハロ－置換Ｃ１－４アルコキシから独立して選択される１～３の基
で置換されていてよく；Ｒ１０およびＲ１１は、独立して水素およびＲ９から選択され；
Ｒ７は、水素、Ｃ１－４アルキル、Ｃ３－５シクロアルキルおよびＣ３－５ヘテロシクロ
アルキルから選択され；ここで、Ｒ７の該アルキル、シクロアルキルまたはヘテロシクロ
アルキルは、場合によりハロ、シアノ、ヒドロキシル、Ｃ１－４アルキル、ハロ－置換Ｃ

１－４アルキル、Ｃ１－４アルコキシおよびハロ置換Ｃ１－４アルコキシから独立して選
択される１～３の基で置換されていてよい。〕。
【０３２３】
　ある態様において、Ｒ３はハロ(例えば、クロロ)であり；Ｒ４はＲ９であり；Ｒ９はＣ

１－６アルキル(例えば、メチル)であり、Ｒ５はハロ(例えば、フルオロ)であり、Ｒ７は
Ｃ１－４アルキル(例えば、イソプロピル)であり；ＹはＣＲ６であり；Ｒ６はＨである。
ある態様において、ＬＧＸ８１８は、次の構造を有する。
【化４３】

【０３２４】
　ある態様において、ＬＧＸ８１８は、メチル(Ｓ)－(１－((４－(３－(５－クロロ－２
－フルオロ－３－(メチルスルホンアミド)フェニル)－１－イソプロピル－１Ｈ－ピラゾ
ール－４－イル)ピリミジン－２－イル)アミノ)プロパン－２－イル)カルバメートまたは
その薬学的に許容される塩である。
【０３２５】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞と組み合わせて使用して、癌
、例えば、ここに記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において
、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞は、表１(例えば、ＣＴＬ０１９)または表１に引
用した刊行物、例えば、ＷＯ２０１２／０７９０００号(例えば、配列番号１２(例えば、
完全長　ＣＡＲ)または配列番号１４(例えば、ＣＤ１９　ｓｃＦｖ))に開示される。ある
態様において、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞、例えば、ＣＴＬ０１９は、表１に
提供するまたは表１に引用する刊行物に開示されるような構造(化合物または一般的構造)
を有する。ある態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１
８Ｃの１個を、ＣＴＬ０１９と組み合わせて使用して、表１に記載する癌、例えば、固形
腫瘍または造血器腫瘍、例えば、リンパ性白血病または非ホジキンリンパ腫を処置する。
【０３２６】
　ある態様において、ＣＤ１９を標的化するＣＡＲ　Ｔ細胞は、ＵＳＡＮ名称TISAGENLEC
LEUCEL-Tを有する。ＣＴＬ０１９は、ＥＦ－１アルファプロモーター制御下にＣＴＬ０１
９導入遺伝子を含む、自己不活性化、複製欠損レンチウイルス(ＬＶ)ベクターでの形質導
入により安定な挿入に介在するＴ細胞の遺伝子修飾により製造する。ＣＴＬ０１９は、導
入遺伝子陽性Ｔ細胞パーセントに基づき、対象に送達される、導入遺伝子陽性および陰性
Ｔ細胞の混合物である。
【０３２７】
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　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＭＥＫ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここに記載す
る癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＭＥＫ阻害剤は、表１
(例えば、ＭＥＫ１６２)または表１に引用した刊行物、例えば、ＷＯ２００３／０７７９
１４(例えば、実施例１８／化合物２９ｌｌｌまたは式II)に開示される。ある態様におい
て、ＭＥＫ阻害剤、例えば、ＭＥＫ１６２は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行
物、例えば、ＷＯ２００３／０７７９１４号(例えば、実施例１８／化合物２９ｌｌｌま
たは式II)に開示されるような構造(化合物または一般的構造)を有する。ある態様におい
て、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、ＭＥＫ１６
２と組み合わせて使用して、表１に記載する癌を処置する。他の態様において、本組合せ
で処置される癌または障害は、黒色腫、結腸直腸癌、非小細胞性肺癌、卵巣癌、乳癌、前
立腺癌、膵臓癌、造血器腫瘍または腎細胞癌、多系統遺伝子障害、消化器／胃腸癌、胃癌
または結腸直腸癌；またはリウマチ性関節炎から選択される。ある態様において、癌は、
ＫＲＡＳ変異を有するまたは有するとして同定される。
【０３２８】
　ある態様において、ＭＥＫ阻害剤は、次の構造
【化４４】

〔式中、
－－－－は任意の結合であり、ただし、環の１個かつだた一つの窒素は二重結合であり；
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ９およびＲ１０は、独立して水素、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフル
オロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、－ＯＲ３、－Ｃ(Ｏ)
Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、ＮＲ４Ｃ(Ｏ)ＯＲ６、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ３、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ６、－
ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ
４、－ＮＲ５Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ３Ｒ４およびＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ１－
Ｃ１０アルケニル、Ｃ２－Ｃ１０アルキニル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３－Ｃ１

０シクロアルキルアルキル、－Ｓ(Ｏ)ｊ(Ｃ１－Ｃ６アルキル)、－Ｓ(Ｏ)ｊ(ＣＲ４Ｒ５)

ｍ－アリール、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル
、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、－Ｏ(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－アリール、－ＮＲ４

(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－アリール、－Ｏ(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－ヘテロアリール、－ＮＲ４(ＣＲ４Ｒ
５)ｍ－ヘテロアリール、－Ｏ(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－ヘテロシクリルおよび－ＮＲ４(ＣＲ４Ｒ
５)ｍ－ヘテロシクリルから選択され、ここで、各アルキル、アルケニル、アルキニル、
シクロアルキル、アリール、ヘテロアリールおよびヘテロシクリル部分は、場合によりオ
キソ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフル
オロメトキシ、アジド、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ６、－ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４、－Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ
(Ｏ)ＯＲ３、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ３、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)ＯＲ６、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)Ｎ
Ｒ３Ｒ４、－ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ３Ｒ４、
－ＯＲ３、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘ
テロシクリルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～５基で置換され
ていてよく；
Ｒ３は、水素、トリフルオロメチルおよびＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ２－Ｃ１０アルケニ
ル、Ｃ２－Ｃ１０アルキニル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキ
ルアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、
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ヘテロシクリルおよびヘテロシクリルアルキルから選択され、ここで、各アルキル、アル
ケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリール、ヘテロアリールおよびヘテロシクリル
部分は、場合によりオキソ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオ
ロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、－ＮＲ　ＳＯ２Ｒ、－ＳＯ２ＮＲＲ”、－
Ｃ(Ｏ)Ｒ、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ、－ＮＲ’Ｃ(０)０Ｒ””、－ＮＲ’Ｃ(Ｏ)Ｒ”

、－Ｃ(Ｏ)ＮＲＲ”、－ＳＲ’、－Ｓ(Ｏ)Ｒ””、－ＳＯ２Ｒ””、－ＮＲＲ”、－ＮＲ
’Ｃ(０)ＮＲ”Ｒ”’、－ＮＲ’Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ”Ｒ’”、－ＯＲ、アリール、ヘテロア
リール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリルおよびヘテロシク
リルアルキルから独立して選択される１～５基で置換されていてよく；
Ｒ’、Ｒ”およびＲ’”は、独立して、水素、低級アルキル、低級アルケニル、アリール
およびアリールアルキルから選択され；
Ｒ””は、低級アルキル、低級アルケニル、アリールおよびアリールアルキルから選択さ
れ；または
Ｒ’、Ｒ”、Ｒ’”またはＲ””のいずれか２個がそれらが結合している原子と一体とな
って、４～１０員炭素環式、ヘテロアリールまたはヘテロ環式環を形成でき、その各々は
、場合によりハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、ト
リフルオロメトキシ、アジド、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロア
リールアルキル、ヘテロシクリルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される
１～３基で置換されていてよく；または
Ｒ３およびＲ４は、それらが結合している原子と一体となって、４～１０員炭素環式、ヘ
テロアリールまたはヘテロ環式環を形成でき、その各々は、場合によりハロゲン、シアノ
、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、
－ＮＲ　ＳＯ２Ｒ””、－ＳＯ２ＮＲ’Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)Ｒ、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ
、－ＮＲ’Ｃ(０)０Ｒ””、－ＮＲ　Ｃ(Ｏ)Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)ＮＲＲ”、－ＳＯ２Ｒ””、
－ＮＲ’Ｒ”、－ＮＲ’Ｃ(Ｏ)ＮＲ”Ｒ’”、－ＮＲ’Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ”Ｒ’”、－ＯＲ
、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシク
リルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～３基で置換されていてよ
く；または
Ｒ４およびＲ５は、独立して、水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであるか；または
Ｒ４およびＲ５は、それらが結合している原子と一体となって、４～１０員炭素環式、ヘ
テロアリールまたはヘテロ環式環を形成し、その各々は、場合によりハロゲン、シアノ、
ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、－
ＮＲ　ＳＯ２Ｒ、－ＳＯ２ＮＲ’Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)Ｒ””、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ’、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ
、－ＮＲ’Ｃ(０)０Ｒ””、－ＮＲ’Ｃ(０)Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ’Ｒ”、－ＳＯ２Ｒ””

、－ＮＲ’Ｒ”、－ＮＲ’Ｃ(Ｏ)ＮＲ”Ｒ’”、－ＮＲ’Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ”Ｒ’”
５－Ｏ

Ｒ、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシ
クリルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～３基で置換されていて
よく；
Ｒ６は、トリフルオロメチルおよびＣ１－Ｃ６アルキル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル、
アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリ
ル、ヘテロシクリルアルキルから選択され、ここで、各アルキル、シクロアルキル、アリ
ール、ヘテロアリールおよびヘテロシクリル部分は、場合によりオキソ、ハロゲン、シア
ノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド
、－ＮＲ　ＳＯ２Ｒ、－ＳＯ２ＮＲ’Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)Ｒ、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ、
－ＮＲ’Ｃ(０)０Ｒ””、－ＮＲ’Ｃ(０)Ｒ”、－Ｃ(Ｏ)ＮＲＲ”、－ＳＯ２Ｒ””、－
ＮＲ’Ｒ、－ＮＲ’Ｃ(Ｏ)ＮＲ”Ｒ”、－ＮＲ’Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ”Ｒ’”、－または、ア
リール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリル
およびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～５基で置換されていてよく；
Ｒ７は、水素およびＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ２－Ｃ１０アルケニル、Ｃ２－Ｃ１０アル
キニル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキルアルキル、アリール
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、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリル、ヘテ
ロシクリルアルキルから選択され、ここで、各アルキル、アルケニル、アルキニル、シク
ロアルキル、アリール、ヘテロアリールおよびヘテロシクリル部分は、場合によりオキソ
、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロ
メトキシ、アジド、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ６、－ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４、－Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)
ＯＲ３、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ３、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)ＯＲ６、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３

Ｒ４、－ＳＯ２Ｒ６、－ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(ＮＣＮ)Ｎ
Ｒ３Ｒ４、－ＯＲ３、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールア
ルキル、ヘテロシクリルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～５基
で置換されていてよく；
Ｗは、ヘテロアリール、ヘテロシクリル、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－Ｃ(
Ｏ)ＮＲ４ＯＲ３、－Ｃ(Ｏ)Ｒ４ＯＲ３、－Ｃ(Ｏ)(Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル)、－Ｃ(
Ｏ)(Ｃ１－Ｃ１０アルキル)、－Ｃ(Ｏ)(アリール)、－Ｃ(Ｏ)(ヘテロアリール)および－
Ｃ(Ｏ)(ヘテロシクリル)から選択され、その各々は、場合により－ＮＲ３Ｒ４、－ＯＲ３

、－Ｒ２およびＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ２－Ｃ１０アルケニルおよびＣ２－Ｃ１０アル
キニルから独立して選択される１～５基で置換されていてよく、その各々は、場合により
－ＮＲ３Ｒ４および－ＯＲ３から独立して選択される１または２基で置換されていてよく
；
Ｒ８は、水素、－ＳＣＦ３、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｆ、シアノ、ニトロ、トリフルオロメチ
ル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、－ＯＲ３、－Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－
Ｃ(Ｏ)ＯＲ３,－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)ＯＲ６、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ３、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ６、－ＳＯ２

ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４,－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－
ＮＲ３Ｒ４およびＣ１－Ｃ１０アルキル、Ｃ２－Ｃ１０アルケニル、Ｃ２－Ｃ１０アルキ
ニル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキル、Ｃ３－Ｃ１０シクロアルキルアルキル、－Ｓ(Ｏ)ｊ
(Ｃ１－Ｃ６アルキル)、－Ｓ(Ｏ)ｊ(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－アリール、アリール、アリールアル
キル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアル
キル、－Ｏ(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－アリール、－ＮＲ４(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－アリール、－Ｏ(ＣＲ
４Ｒ５)ｍ－ヘテロアリール、－ＮＲ４(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－ヘテロアリール、－Ｏ(ＣＲ４Ｒ
５)ｍ－ヘテロシクリルおよび－ＮＲ４(ＣＲ４Ｒ５)ｍ－ヘテロシクリルから選択され、
ここで、アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリール、ヘテロアリー
ルおよびヘテロシクリル部分は、場合によりオキソ、ハロゲン、シアノ、ニトロ、トリフ
ルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジド、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ
６、－ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４、－Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、－ＯＣ(Ｏ)Ｒ３、－ＮＲ４Ｃ
(Ｏ)ＯＲ６、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)
ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ３Ｒ４、－ＯＲ３、アリール、ヘテロアリール、ア
リールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロシクリルおよびヘテロシクリルアルキ
ルから独立して選択される１～５基で置換されていてよく；
ｍは０、１、２、３、４または５であり；
ｊは１または２だえる。〕
を有するものおよびその薬学的に許容される塩、プロドラッグおよび溶媒和物である。
【０３２９】
　ある態様において、Ｒ７はＣ￥－Ｃ１０アルキル、Ｃ３－Ｃ７シクロアルキルまたはＣ

３－Ｃ７シクロアルキルアルキルであり、その各々は、場合によりオキソ、ハロゲン、シ
アノ、ニトロ、トリフルオロメチル、ジフルオロメトキシ、トリフルオロメトキシ、アジ
ド、－ＮＲ４ＳＯ２Ｒ６、－ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４、－Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＯＲ３、－ＯＣ
(Ｏ)Ｒ３、－ＳＯ２Ｒ３、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)ＯＲ６、－ＮＲ４Ｃ(Ｏ)Ｒ３、－Ｃ(Ｏ)ＮＲ３

Ｒ４、－ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(Ｏ)ＮＲ３Ｒ４、－ＮＲ５Ｃ(ＮＣＮ)ＮＲ３Ｒ４、－Ｏ
Ｒ３、アリール、ヘテロアリール、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロ
シクリルおよびヘテロシクリルアルキルから独立して選択される１～３基で置換されてい
てよい。
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【０３３０】
　ある態様において、Ｒ１はハロゲンであり；Ｒ２は水素であり；Ｒ３はＯＲ’で置換さ
れたＣ１－Ｃ１０アルキルであり、Ｒ’は水素であり；Ｒ４は水素であり；Ｒ７はＣ１－
Ｃ１０アルキルであり；Ｒ８はブロモであり；Ｒ９はハロゲンであり；Ｒ１０は水素であ
り；Ｗは－Ｃ(Ｏ)ＮＲ４ＯＲ３である。
【０３３１】
　ある態様において、ＭＥＫ１６２は、次の構造を有する。
【化４５】

【０３３２】
　ある態様において、ＭＥＫ１６２は、５－((４－ブロモ－２－フルオロフェニル)アミ
ノ)－４－フルオロ－Ｎ－(２－ヒドロキシエトキシ)－１－メチル－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イ
ミダゾール－６－カルボキサミドまたはその薬学的に許容される塩である。
【０３３３】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(単独でまたは他の免疫調節剤
と組み合わせて)を、ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤と組み合わせて使用して、癌、例えば、ここ
に記載する癌(例えば、表１に開示する癌)を処置する。ある態様において、ＢＣＲ－ＡＢ
Ｌ阻害剤は、表１(例えば、ＡＭＮ－１０７)または表１に引用した刊行物、例えば、ＷＯ
２００４／００５２８１号(例えば、実施例９２または請求項１における式(Ｉ))またはＵ
Ｓ７,１６９,７９１号(例えば、請求項８)に開示される。ある態様において、ＡＭＮ－１
０７は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例えば、ＷＯ２００４／００５２
８１号(例えば、実施例９２または請求項１における式(Ｉ))またはＵＳ７,１６９,７９１
号(例えば、請求項８)に開示されるような構造(化合物または一般的構造)を有する。ある
態様において、ニボルマブ、ペンブロリズマブまたはＭＳＢ００１０７１８Ｃの１個を、
ＡＭＮ－１０７と組み合わせて使用して、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫
瘍、例えば、神経性癌、黒色腫、消化器／胃腸癌、結腸直腸癌、頭頸部癌；または造血器
腫瘍、例えば、慢性骨髄性白血病(ＣＭＬ)、リンパ性白血病、骨髄白血病；パーキンソン
病；または肺高血圧を処置する。
【０３３４】
　ある態様において、ＢＣＲ－ＡＢＬ阻害剤は、次の構造
【化４６】

〔式中、
Ｒ１は水素、低級アルキル、低級アルコキシ－低級アルキル、アシルオキシ－低級アルキ
ル、カルボキシ－低級アルキル、低級アルコキシカルボニル－低級アルキルまたはフェニ
ル－低級アルキルであり；
Ｒ２は水素、場合により１以上の同一または異なる基で置換されていてよＲ３低級アルキ
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ル、シクロアルキル、ベンズシクロアルキル、ヘテロシクリル、アリール基または０、１
、２または３環窒素原子および０または１酸素原子および０または１硫黄原子を含む単環
または二環式ヘテロアリール基であり、この基は、各々、非置換であるかまたは一置換も
しくは多置換されており；
Ｒ３はヒドロキシ、低級アルコキシ、アシルオキシ、カルボキシ、低級アルコキシカルボ
ニル、カルバモイル、Ｎ－一置換またはＮ,Ｎ－二置換カルバモイル、アミノ、一または
二置換アミノ、シクロアルキル、ヘテロシクリル、アリール基または０、１、２または３
環窒素原子および０または１酸素原子および０または１硫黄原子を含む単環または二環式
ヘテロアリール基であり、この基は、各々、非置換であるかまたは一置換もしくは多置換
されており；または
Ｒ１およびＲ２は、一体となって、場合により、低級アルキル、シクロアルキル、ヘテロ
シクリル、フェニル、ヒドロキシ、低級アルコキシ、アミノ、一または二置換アミノ、オ
キソ、ピリジル、ピラジニルまたはピリミジニルで一または二置換されていてよい４、５
または６炭素原子を有するアルキレン；４または５炭素原子を有するベンズアルキレン；
１酸素および３または４炭素原子を有するオキサアルキレン；または１窒素および３また
は４炭素原子を有するアザアルキレンであり、ここで、窒素は置換されていないかまたは
低級アルキル、フェニル－低級アルキル、低級アルコキシカルボニル－低級アルキル、カ
ルボキシ－低級アルキル、カルバモイル－低級アルキル、Ｎ－一置換またはＮ,Ｎ－二置
換カルバモイル－低級アルキル、シクロアルキル、低級アルコキシカルボニル、カルボキ
シ、フェニル、置換フェニル、ピリジニル、ピリミジニルまたはピラジニルで置換されて
おり；
Ｒ４は水素、低級アルキルまたはハロゲンである。〕
を有するおよびこのような化合物のＮ－オキシドまたは薬学的に許容される塩である。
【０３３５】
　ある態様において、Ｒ１は水素であり、Ｒ２はＣＦ３および
【化４７】

で置換されたフェニルであり；Ｒ４はＣＨ３である。
【０３３６】
　ある態様において、ＡＭＮ－１０７は、次の構造を有する。
【化４８】

【０３３７】
　ある態様において、ＡＭＮ－１０７は、４－メチル－３－[[４－(３－ピリジニル)－２
－ピリミジニル]アミノ]－Ｎ－[５－(４－メチル－１Ｈ－イミダゾール１－イル)－３－(
トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドまたはＮ－オキシドまたはその薬学的に許容
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される塩である。
【０３３８】
ＬＣＬ１６１および免疫調節剤
　ＬＣＬ１６１は、ＳＭＡＣ模倣ＬＣＬ１６１としても知られ、抗新生物活性を有する、
経口生物学的利用可能カスパーゼの第二ミトコンドリア由来アクティベーター(ＳＭＡＣ)
模倣体およびＩＡＰ(アポトーシスタンパク質の阻害剤)タンパク質のファミリーの阻害剤
である。ＳＭＡＣ模倣ＬＣＬ１６１は、Ｘ染色体関連ＩＡＰ(ＸＩＡＰ)および細胞性ＩＡ
Ｐ１および２のようなＩＡＰに結合する。ＩＡＰがアポトーシス過程から癌細胞を遮蔽す
るため、この薬剤を使用して、癌細胞におけるアポトーシスシグナル伝達経路を経るアポ
トーシス誘導を回復および促進できる。ＩＡＰは、多くの癌細胞型で過発現され、アポト
ーシス(プログラム細胞死)、壊死および炎症に必須の役割を有する活性カスパーゼ－３、
－７および－９と結合し、阻害することによりアポトーシスを抑制する。
【０３３９】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１は、表１に提供するまたは表１に引用する刊行物、例
えば、国際特許公開ＷＯ２００８／０１６８９３号(例えば、式(Ｉ)、実施例１および化
合物Ａ)、欧州特許２０５１９９０号および米国特許８,５４６,３３６号に開示されるよ
うな構造を有する。
【０３４０】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１は、次の構造を有する。
【化４９】

【０３４１】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１は(Ｓ)－Ｎ－((Ｓ)－１－シクロヘキシル－２－((Ｓ)
－２－(４－(４－フルオロベンゾイル)チアゾール－２－イル)ピロリジン－１－イル)－
２－オキソエチル)－２－(メチルアミノ)プロパンアミドである。
【０３４２】
　ある態様において、免疫調節性、例えば、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば
、ＰＤ－１阻害剤、例えば、ニボルマブまたはペンブロリズマブ、ＰＤ－Ｌ１阻害剤、例
えば、ＭＳＢ００１０７１８ＣまたはＴＩＭ－３阻害剤、例えば、抗ＴＩＭ－３抗体分子
)をＬＣＬ１６１と組み合わせて、表１に記載する癌または障害、例えば、固形腫瘍、例
えば、乳癌または膵臓癌；または造血器腫瘍、例えば、多発性骨髄腫または造血障害を処
置するために使用する。
【０３４３】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子
または抗ＴＩＭ－３抗体分子)を、静脈内投与する。ある態様において、組み合わせ治療
において、ＬＣＬ１６１を、経口投与する。ある態様において、免疫チェックポイント分
子の阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子または抗ＴＩＭ－３抗体分子)を、ＬＣＬ１６１
を、例えば、経口で、投与した、少なくとも１日、２日、３日、４日、５日、６日または
７日、例えば、３日後に、例えば、静脈内で、投与する。ある態様において、免疫チェッ
クポイント分子の阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子または抗ＴＩＭ－３抗体分子)を、
ＬＣＬ１６１を、例えば、経口で、投与する、少なくとも１日、２日、３日、４日、５日
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、６日または７日、例えば、３日目に、例えば、静脈内で、投与する。さらに別の態様に
おいて、ＬＣＬ１６１を、例えば、経口で、投与するのと同じ日に、免疫チェックポイン
ト分子の阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子または抗ＴＩＭ－３抗体分子)を、例えば、
静脈内に、投与する。
【０３４４】
　ある態様において、免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子
または抗ＴＩＭ－３抗体分子)およびＬＣＬ１６１の投与は、相乗効果をもたらす。ある
態様において、組み合わせ治療において、阻害、例えば、増殖阻害を達成するのに必要な
ＬＣＬ１６１の濃度は、ＬＣＬ１６１の単剤療法の治療用量より低く、例えば、１０～２
０％、２０～３０％、３０～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０
～８０％または８０～９０％低い。他の態様において、組み合わせ治療において、阻害、
例えば、増殖阻害を達成するのに必要な免疫チェックポイント分子の阻害剤(例えば、抗
ＰＤ－１抗体分子または抗ＴＩＭ－３抗体分子)の濃度は、免疫チェックポイント分子の
阻害剤(例えば、抗ＰＤ－１抗体分子または抗ＴＩＭ－３抗体分子)の単剤療法の治療用量
より低く、例えば、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、４０～５０％、５０～
６０％、６０～７０％、７０～８０％または８０～９０％低い。ある態様において、ＬＣ
Ｌ１６１の単独または抗ＰＤ－１抗体分子と組み合わせた投与は、癌または対象における
免疫活性性サイトカイン、例えば、ＩＦＮ－ガンマの発現を増加させる。他の態様におい
て、ＬＣＬ１６１の単独または抗ＰＤ－１抗体分子と組み合わせた投与は、癌または対象
における免疫抑制性サイトカイン、例えば、ＩＬ－１０の発現を減少させる。
【０３４５】
　ある態様において、ＬＣＬ１６１を、約１０～３０００mg、例えば、約２０～２４００
mg、約５０～１８００mg、約１００～１５００mg、約２００～１２００mg、約３００～９
００mg、例えば、約６００mg、約９００mg、約１２００mg、約１５００mg、約１８００mg
、約２１００mgまたは約２４００mgの用量(例えば、経口用量)で投与する。ある態様にお
いて、ＬＣＬ１６１を週１回または２週毎に１回投与する。
【０３４６】
ＬＤＫ３７８およびニボルマブ
　ＬＤＫ３７８(セリチニブ)は、未分化リンパ腫キナーゼ(ＡＬＫ)阻害剤である。その化
学式は５－クロロ－Ｎ２－(２－イソプロポキシ－５－メチル－４－(ピペリジン－４－イ
ル)フェニル)－Ｎ４－[２－(プロパン－２－スルホニル)－フェニル]－ピリミジン－２,
４－ジアミンである。ＬＤＫ３７８の製造法は、ＷＯ２００８／０７３６８７号に開示さ
れた。本化合物は、クリゾチニブで進行したまたは不耐性である、未分化リンパ腫キナー
ゼ(ＡＬＫ)陽性転移非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)を有する患者の処置に対して、ジカディ
ア(登録商標)としてＵＳＦＤＡで承認されている。ＮＳＣＬＣにおけるＬＤＫ３７８(単
独)の使用のための現在承認されている１日用量は、胃が空であるときに、７５０mg経口
である(すなわち、食後２時間以内に投与してはならない)。
【０３４７】
　臨床試験において、ＬＤＫ３７８は、７５０mg用量群(ＲＤ)で処置した２４６名のＡＬ
Ｋ陽性ＮＳＣＬＣ患者で高率の迅速かつ持続性のある応答を示した。これらの患者におい
て、奏効率(ＯＲＲ)は５８.５％であった。確認完全応答(ＣＲ)または部分応答(ＰＲ)を
有する１４４名のＡＬＫ陽性ＮＳＣＬＣ患者の中で、８６.１％のこれらの患者は１２週
間以内に応答を達成し、応答までの中央時間は６.１週間であった。治験医評価に基づく
概算中央奏功期間(ＤＯＲ)は、９.６９ヶ月で長かった。中央無進行生存(ＰＦＳ)は８.２
１ヶ月であり、５３.３％の患者が打ち切った。重要なことに、セリチニブは、先のＡＬ
Ｋ阻害剤状態(すなわち、患者がＡＬＫ阻害剤での先の処置を受けているかいないか)と無
関係に、このレベルの高抗癌活性を示す。５４.６％および６６.３％の高ＯＲＲが、先の
ＡＬＫ阻害剤で処置された患者およびＡＬＫ阻害剤未処置患者のそれぞれで観察された。
【０３４８】
　しかしながら、転移ＡＬＫ陽性ＮＳＣＬＣは、処置が困難な疾患のままである。ＮＳＣ
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ＬＣを有する患者の処置への免疫系の利用は、斬新かつ新規な処置アプローチを表し、ニ
ボルマブを、ＬＤＫ３７８と安全に組み合わせることができる。標的化剤ＬＤＫ３７８お
よび免疫療法(ニボルマブ)を含む組み合わせ治療は、ＮＳＣＬＣ患者における無進行生存
および最終的に全生存を改善できる。
【０３４９】
　ある面において、本発明は、免疫調節剤とここに開示する薬剤の組み合わせを含む、医
薬組み合わせ剤、特に医薬組み合わせ剤製品に関する。
【０３５０】
　本開示によって、医薬組み合わせ剤における化合物、要素(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその
薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマブまたはその薬学的に許容される塩を、別々に
または一緒に投与してよい。
【０３５１】
　本開示によって、医薬として使用する、医薬組み合わせ剤は、ＬＤＫ３７８およびニボ
ルマブを、独立して、同時にまたはある時間間隔内で別々に投与してよく、ここで言う時
間間隔は、これら組み合わせパートナーが共同して活性であることを可能とする間隔であ
る。
【０３５２】
　ここで使用する用語“医薬組み合わせ剤”は、固定されていない組み合わせにおいて、
活性成分、例えば(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマ
ブまたはその薬学的に許容される塩を別々にまたは一緒に混合または組み合わせることに
より得られる製品をいう。
【０３５３】
　用語“固定されていない組み合わせ”は、活性成分、例えばＬＤＫ３７８およびニボル
マブを、両者とも、別々にまたは一緒に、独立して同時にまたはある時間間隔内で別々に
投与することを意味し、このような投与は、それを必要とする対象における活性成分の治
療有効濃度を提供する。後者はまたカクテル療法、例えば３以上の活性成分の投与にも適
用される。この用語は、特にここに定義する組み合わせパートナー(ｉ)ＬＤＫ３７８およ
び(ii)ニボルマブ(および存在するならばさらに１以上の併用剤)が、互いに独立して投与
できる点で、“キット”である。
【０３５４】
　用語“併用で治療有効”は、これら化合物が、温血動物、特にヒトのような処置を必要
とする対象の処置のために、別々にまたは一緒に、独立して同時にまたはある時間間隔内
で別々に投与されたとき、相乗的相互作用を示すことを意味する。
【０３５５】
　本発明の組み合わせが有利な治療性質、例えば相乗的相互作用、強いインビボおよびイ
ンビトロ抗腫瘍応答を有し、これは、医薬として使用できることが示された。この特性が
本品を癌の処置に特に有用とする。
【０３５６】
　本発明の組み合わせで処置し得る適当な癌は、未分化大細胞リンパ腫(ＡＬＣＬ)、神経
芽腫、肺癌、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)を含むが、これらに限定されない。好ましい態
様において、癌は、ＮＳＣＬＣである。
【０３５７】
　本発明の組み合わせは、これ以外にまたはこれに加えて、化学療法、放射線療法、免疫
療法、外科的処置またはこれらの組み合わせと組み合わせて、特に癌治療に投与できる。
長期治療は、上記のように、他の処置戦略におけるアジュバント治療としても同様に可能
である。他の可能性のある処置は、例えば、リスクのある患者における、腫瘍退縮後の患
者の状態を維持するための治療または予防的化学療法である。
【０３５８】
　ＬＤＫ３７８とニボルマブの組み合わせを、上記のような、ＡＬＫ介在疾患の医薬の製
造に使用できる。同様に、本組み合わせはＡＬＫの処置法に使用でき、該方法は、本開示
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によって、有効量の(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボル
マブまたはその薬学的に許容される塩の組み合わせを、別々にまたは一緒に、処置を必要
とする対象に投与することを含む。
【０３５９】
　例えば、用語“併用(治療的)活性”は、これら化合物を、好ましくは、処置する温血動
物、特にヒトに、なお、(好ましくは相乗的)相互作用(併用治療効果)を示す時間間隔で、
別々にまたは逐次的に(時間のずれた方法で、特に順番特異的方法で)与え得ることを意味
し得る。併用治療効果は、とりわけ、血中レベルの追跡により決定でき、両化合物が、少
なくともある時間間隔の間処置するヒトの血中に存在することを示すが、これは、化合物
が併用活性を示すが、同時に血中に存在しない場合を除くものではない。
【０３６０】
　本開示はまた、(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマ
ブまたはその薬学的に許容される塩の組み合わせを、別々にまたは一緒に投与するＡＬＫ
介在疾患を処置する方法を記載する。
【０３６１】
　本開示は、(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマブま
たはその薬学的に許容される塩の有効量を含む医薬組成物に関する。
【０３６２】
　本開示はまた組み合わせた投与のための、“キット”の形態の、本発明の医薬組み合わ
せ剤を記載する。組み合わせは、１用量単位形態の固定された組み合わせまたは組み合わ
せた投与のためのキットを意味し、(ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩お
よび(ii)ニボルマブまたはその薬学的に許容される塩を、独立して同時にまたはある時間
間隔内で別々に投与でき、特にこれらの時間間隔は、組み合わせパートナーが協調的(＝
併用)効果を示すことを可能にする。独立的な製剤または製剤、製品または組成物のパー
ツを、次いで、例えば同時にまたは時間的にずらして投与でき、すなわち、異なる時点で
およびキットの何らかのパーツに対して等しいまたは異なる時間間隔で投与し得る。本発
明の組み合わせ治療において、本開示により有用な化合物は、同じまたは異なる業者が製
造および／または製剤してよい。さらに、組み合わせパートナーは、(ｉ)組み合わせ製品
が医師に提供される前に(例えばＬＤＫ３７８およびニボルマブを含むキットの場合)；(i
i)投与直前に医師自身(または医師の指導の下)により；(iii)患者自身により、例えば開
示する化合物および他の治療剤の逐次的投与の間、組み合わせ治療に付され得る。ある態
様において組み合わせの効果は、相乗的である。
【０３６３】
　本発明の組み合わせまたは医薬組成物の治療有効用量は、対象の種、体重、年齢および
処置する個々の状態、障害または疾患またはその重症度により、標準臨床技術により決定
できる。さらに、インビトロまたはインビボアッセイを、場合により用いて、最適用量範
囲の決定を補助し得る。用いる厳密な用量は、投与経路および処置する状態の重症度によ
り、例えば、発表されている臨床試験を参考に、実施者の判断および各対象の状況により
決定できる。一般に、満足のいく結果が、経口で１５０mg～７５０mgのＬＤＫ３７８の１
日投与量で全身的に得られることが示されている。大部分の場合、ＬＤＫ３７８の１日用
量は、３００mg～７５０mgであり得る。
【０３６４】
　ニボルマブと組み合わせて投与したとき、ＬＤＫ３７８を、４５０mgで３mg／kgニボル
マブ、６００mg　ＬＤＫ３７８で３mg／kgニボルマブまたは３００mg　ＬＤＫ３７８で３
mg／kgニボルマブと投与し得る。組み合わせ治療のための両化合物の最も好ましい用量は
、６００mgのＬＤＫ３７８と３mg／kgニボルマブである。特に６００mg　ＬＤＫ３７８と
３mg／kgニボルマブは、ＡＬＫ陽性(例えば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ)ＮＳＣＬＣの処置の最も
好ましい投薬レジメンである。ニボルマブを、２週毎の定量注入として投与できる。セリ
チニブは、低脂肪食とともに取らなければならない。セリチニブを、低脂肪食摂取後３０
分以内に投与するならば、許容される。患者は、セリチニブおよび低脂肪食摂取後少なく
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とも１時間食事を控えるべきである。日常的な食事摂取と共にするセリチニブ投与が消化
器事象の発生率および／または重症度を減らすと期待される。日常的低脂肪食摂取と共に
４５０mgおよび６００mgのセリチニブの定常的曝露は、ある臨床試験と他の臨床試験から
概算した吸収パラメータを組み合わせたＡＬＫ陽性癌患者の確立された薬物動態モデルを
使用するモデルベース臨床試験シミュレーションにより予測された、空腹時投与される推
奨されるフェーズII用量の７５０mgのセリチニブで達成されるのと比較して、２０％以内
であると概算される。
【０３６５】
　“低脂肪食”は、ここでは、約１.５～１５ｇの脂肪および約１００～５００総カロリ
ーを含む食餌を意味する。
【０３６６】
　理論に縛られないが、セリチニブは、免疫応答に拮抗することが予想される作用機序を
有しない。さらに、免疫関連有害事象は、セリチニブ治験で頻繁に報告されてはいない。
セリチニブとニボルマブの重複する可能性のある毒性は、下痢、悪心、ＡＳＴおよびＡＬ
Ｔ上昇、間質性肺炎および高血糖を含む。これらの毒性の機序および安全性プロファイル
は管理されているとすれば、これらの毒性の作用機序が類似するとは予測されない、。
【０３６７】
　本発明の他の面は、医薬として使用するためのＬＤＫ３７８であり、ＬＤＫ３７８また
はその薬学的に許容される塩は、ＡＬＫ介在疾患、例えば癌の処置のために、ニボルマブ
またはその薬学的に許容される塩と組み合わせて投与される。
【０３６８】
　用語“ＡＬＫ介在疾患”は、キナーゼの活性が、過度の細胞増殖、例えば癌をもたらす
、細胞における過発現、変異または他の制御性経路の活性の相対的欠失を含む、制御性経
路の異常活性を生じる、疾患である。ある態様において、ＡＬＫ介在疾患は、棘皮動物微
小管関連タンパク質様４(ＥＭＬ４)－未分化リンパ腫キナーゼ(ＡＬＫ)転座により駆動さ
れる非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)であり得る。ＡＬＫは、神経発育および機能に役割を有
するインスリン受容体スーパーファミリーの受容体チロシンキナーゼである。ＡＬＫは、
数腫瘍タイプで転座、変異および／または増幅しており、ゆえに、ＡＬＫ介在疾患は、Ｎ
ＳＣＬＣに加えて、神経芽腫および未分化大細胞リンパ腫(ＡＬＣＬ)を含む。ＡＬＫにお
ける改変は、これらの腫瘍の病因に重要な役割を有する。ＡＬＫ介在疾患に関係し得る、
ＥＭＬ４以外のＡＬＫの他の融合パートナーはＫＩＦ５Ｂ、ＴＦＧ、ＫＬＣ１およびＰＴ
ＰＮ３であるが、ＥＭＬ４よりも一般的ではないと予測される。前臨床実験は、インビト
ロおよびインビボで多様なＡＬＫ融合パートナーが、構成的キナーゼ活性および強力な発
癌性活性にいたるＡＬＫのリガンド非依存的二量体化／オリゴマー化を介在し、ゆえにｍ
、転座が起こると、ＡＬＫが疾患を駆動、すなわち、仲介することを示している。
【０３６９】
　以下に、さらに好ましい態様を単独または組み合わせて記述する：
１. (ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマブまたはその
薬学的に許容される塩を含む、医薬組み合わせ剤。
【０３７０】
２. 要素(ｉ)および(ii)を別々にまたは一緒に含む、項１に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７１】
３.ＬＤＫ３７８およびニボルマブを独立して同時にまたはある時間間隔内で別々に投与
する医薬として使用するための、項１または２に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７２】
４. 時間間隔が、組み合わせパートナーが併用して活性となることを可能にする、項３
に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７３】
５. ＡＬＫ介在疾患の処置に併用で治療有効である量含む、項１～４のいずれかに記載の
医薬組み合わせ剤。



(111) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

【０３７４】
６. ＡＬＫ介在疾患が癌である、項５.に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７５】
７. ＡＬＫ介在疾患がＮＳＣＬＣまたはリンパ腫である、項６に記載の医薬組み合わせ剤
。
【０３７６】
８. ＡＬＫ介在疾患がＮＳＣＬＣである、項６に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７７】
９. 医薬として使用するための、項１～８のいずれかに記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７８】
１０. 癌の処置に使用するための、項１～８のいずれかに記載の医薬組み合わせ剤。
【０３７９】
１１. 癌が非小細胞性肺癌である、項１０に記載の医薬組み合わせ剤。
【０３８０】
１２. ＡＬＫ介在疾患用医薬の製造のための、ニボルマブと組み合わせたＬＤＫ３７８の
使用。
【０３８１】
１３. 疾患が癌である、項１２に記載の医薬の製造のためのニボルマブと組み合わせたＬ
ＤＫ３７８の使用。
【０３８２】
１４. 癌が非小細胞性肺癌である、項１３に記載の医薬の製造のためのニボルマブと組み
合わせたＬＤＫ３７８の使用。
【０３８３】
１５. 癌の処置のための同時または別々の投与のための、ＬＤＫ３７８またはその薬学的
に許容される塩およびニボルマブまたはその薬学的に許容される塩を含む、医薬組成物。
【０３８４】
１６. 癌が非小細胞性肺癌である、項１５に記載の医薬組成物。
【０３８５】
１７. 組成物が有効量のＬＤＫ３７８およびニボルマブを含む、項２２または２３に記載
の医薬組成物。
【０３８６】
１８.医薬的に許容される担体をさらに含む、項１５～１８のいずれかに記載の医薬組成
物。
【０３８７】
１９. ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩が、ニボルマブまたはその薬学的に
許容される塩と組み合わせて投与される、医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３８８】
２０. 癌の処置のための、項１９に記載の医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３８９】
２１. 癌が非小細胞性肺癌である、項２０に記載の医薬として使用するためのＬＤＫ３７
８。
【０３９０】
２２. 組み合わせた投与のためのキットの形態の、項１～１１のいずれかに記載の医薬組
み合わせ剤。
【０３９１】
２３. ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩およびニボルマブまたはその薬学的
に許容される塩を、一緒にまたは独立して同時にまたはある時間間隔内で別々に投与する
、項２２.による医薬組み合わせ剤。
【０３９２】
２４. 処置を必要とする対象における癌を処置する方法であって、該対象に治療有効量の
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ｉ)ＬＤＫ３７８またはその薬学的に許容される塩および(ii)ニボルマブまたはその薬学
的に許容される塩を投与することを含む、方法。
【０３９３】
２５. ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ未処置患者に投与する、項３～１１、２
２または２３のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４のいずれかによる使用、
項２４による癌を処置する方法、項１５～１８のいずれかによる医薬組成物または項１９
～２１のいずれかによる医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９４】
２６. ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＡＬＫ阻害剤で前処置されている患者に投与す
る、項３～１１、２２または２３のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４のい
ずれかによる使用、項２４による癌を処置する方法、項１５～１８のいずれかによる医薬
組成物または項１９～２１のいずれかによる医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９５】
２７. ＬＤＫ３７８およびニボルマブを、ＬＤＫ３７８で前処置されている患者に投与す
る、項３～１１、２２または２３のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４のい
ずれかによる使用、項２４による癌を処置する方法、項１５～１８のいずれかによる医薬
組成物または項１９～２１のいずれかよる医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９６】
２８. 癌がＡＬＫ転座または再配列を含む、項３～１１、２２、２３または２５～２７の
いずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または２５～２７のいずれかによる使用
、項２４～２７のいずれかによる癌を処置する方法、項１５～１８または２５～２７のい
ずれかによる医薬組成物または項１９～２１または２５～２７のいずれかによる医薬とし
て使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９７】
２９. 癌がＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を含む、項３～１１、２２、２３または２５～２７のい
ずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または２５～２７のいずれかによる使用、
項２４～２７のいずれかによる癌を処置する方法、項１５～１８または２５～２７のいず
れかによる医薬組成物または項１９～２１または２５～２７のいずれかによる医薬として
使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９８】
３０. 癌がＡＬＫ－ＲＯＳ１融合を含む、項３～１１、２２、２３または２５～２７のい
ずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または２５～２７のいずれかによる使用、
項２４～２７のいずれかによる癌を処置する方法、項１５～１８のいずれかによるの医薬
組成物または２５～２７または項１９～２１または２５～２７のいずれかによる医薬とし
て使用するためのＬＤＫ３７８。
【０３９９】
３１. セリチニブ用量が４５０mgであり、ニボルマブ用量が３mg／kgである、項１～１１
、２２、２３または２５～３０のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または
２５～３０のいずれかによる使用、項２４～３０のいずれかによる癌を処置する方法、項
１５～１８または２５～３０のいずれかによる医薬組成物または項１９～２１または２５
～３０のいずれかによる医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０４００】
３２. セリチニブ用量が６００mgであり、ニボルマブ用量が３mg／kgである、項１～１１
、２２、２３または２５～３０のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または
２５～３０のいずれかによる使用、項２４～３０のいずれかによる癌を処置する方法、項
１５～１８または２５～３０のいずれかによる医薬組成物または項１９～２１または２５
～３０のいずれかによる医薬として使用するためのＬＤＫ３７８。
【０４０１】
３３. セリチニブを低脂肪食と共に投与する、項１～１１、２２、２３または２５～３２
のいずれかによる医薬組み合わせ剤、項１２～１４または２５～３２のいずれかによる使
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用、項２４～３２のいずれかによる癌を処置する方法、項１５～１８または２５～３２の
いずれかによる医薬組成物または項１９～２１または２５～３２のいずれかによる医薬と
して使用するためのＬＤＫ３７８。
【０４０２】
ＥＧＦ８１６およびニボルマブ
　肺癌は、世界的に最も一般的な癌であり、サブタイプ非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)は、
肺癌症例の約８５％を占める。西洋諸国で、ＮＳＣＬＣ患者の１０～１５％は、腫瘍に上
皮細胞増殖因子受容体(ＥＧＦＲ)変異を生じ、アジア諸国では、その変異率はさらに高く
、４０％もの高さであることが報告されている。Ｌ８５８Ｒおよびエクソン１９欠失(Ｅ
ｘ１９ｄｅｌ)活性化ＥＧＦＲ発癌性変異はＮＳＣＬＣ患者で優勢であり、ＥＧＦＲＮＳ
ＣＬＣ変異のそれぞれ３８％および４６％を占める。ＥＧＦＲエクソン２０挿入変異(Ｅ
ｘ２０ｉｎｓ)も比較的頻繁であり、ＮＳＣＬＣ患者の全ＥＧＦＲ変異の９％を占める。
【０４０３】
　ＥＧＦＲ変異を有する患者は、最初、第一選択治療として、エルロチニブおよびゲフィ
チニブのような可逆性ＥＧＦＲチロシンキナーゼ阻害剤(ＴＫＩ)で処置される。しかしな
がら、これらの患者のほぼ半数が、処置１０～１４ヶ月以内に二次的“ゲートキーパー”
Ｔ７９０Ｍ変異による、ＴＫＩ阻害剤への獲得耐性を発展させる。
【０４０４】
　第二世代ＥＧＦＲ　ＴＫＩ(例えばアファチニブおよびダコミチニブ)が、この獲得耐性
機構に打ち勝とうと試みて開発されている。これらの薬剤は、前臨床モデルにおける活性
化(Ｌ８５８Ｒ、ｅｘ１９ｄｅｌ)および獲得(Ｔ７９０Ｍ)ＥＧＦＲ変異の両者に対する強
力な活性を有するＥＧＦＲ　ＡＴＰ結合部位のシステイン７９７と共有結合する、不可逆
性阻害剤である。しかしながら、その臨床的効力は、恐らく、一部野生型(ＷＴ)ＥＧＦＲ
の同時阻害により生じる重篤な有害作用のため、限定的であることが証明されている。
【０４０５】
　先代の阻害剤での先の問題に打ち勝つために、第三世代ＥＧＦＲ　ＴＫＩが開発されて
おり、これは、ＷＴ　ＥＧＦＲ温存であるが、活性化ＥＧＦＲ(Ｌ８５８Ｒおよびｅｘ１
９ｄｅｌ)および獲得(Ｔ７９０Ｍ)変異には比較的同等な効力も有する。ＡＺＤ９２９１(
メレレチニブ)およびＣＯ－１６８６(ロシレチニブ)のような第三世代ＥＦＧＲ　ＴＫＩ
が臨床開発に入り始めており、顕著な初期の有望さを示している(例えば、“AZD9291 in 
EGFR Inhibitor-Resistant Non-Small-Cell Lung Cancer”, Hanne et al., N Engl J Me
d, 2015; 372; 1689-99 and “Rociletinib in EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Canc
er”, Sequist et al, J Med, 2015; 372; 1700-9参照)。また“ASP8273, a novel mutan
t-selective irreversible EGFR inhibitor, inhibits growth of non-small cell lung 
cancer (NSCLC) cells with EGFR activating and T790M resistance mutations”, Saka
gami et al., AACR; Cancer Res 2014; 74; 1728も参照のこと。
【０４０６】
　ＥＧＦＲ阻害剤での処置は、しかしながら、決定的な全生存延長への変換を示しておら
ず、第三世代阻害剤単独で十分である可能性はなさそうである。それゆえに、癌、特に、
固形腫瘍を有する患者のさらなる処置選択肢の必要性がなお存在する。ＮＳＣＬＣのよう
な肺癌を有する患者のさらなる処置選択肢の必要性もある。インビボでのＥＧＦＲ阻害剤
の有効性を押し上げる一つのこのような方法は、二重にＮＳＣＬＣ患者の疾患進行に関与
する他のタンパク質をターゲティングすることによる。
【０４０７】
　ＰＤ－１経路は、ＥＧＦＲ駆動肺腫瘍のマウスモデルにおける免疫回避に関与すると記
載された(Akbay et al., Cancer Discov. 2013)。しかしながら、ＥＧＦＲ変異体患者由
来ＮＳＣＬＣ細胞株のＰＤ－Ｌ１レベル増加に対する有意ではない傾向も報告された。そ
れゆえに、癌患者、特にＮＳＣＬＣ患者におけるＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用ならびに
変異ＥＧＦＲのターゲティングが安全または臨床的に重要であるかはなお不明である。
【０４０８】
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　本発明は、選択的変異ＥＧＦＲ阻害剤ＥＧＦ８１６と抗ＰＤ－１アンタゴニストニボル
マブを含む組み合わせ処置が、変異ＥＧＦＲを有するＮＳＣＬＣを有する患者に組み合わ
せ治療として投与されたとき、安全かつ耐容性であるとの驚くべき発見に関する。
【０４０９】
　ＥＧＦ８１６はＥＧＦＲ阻害剤である。ＥＧＦ８１６は(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１
－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈベンゾ[
ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコチンアミド(ＥＧＦ８１６)またはその
薬学的に許容される塩としても知られる。特に有用な塩は、そのメシル酸塩である。内容
を引用により本明細書に包含させるＷＯ２０１３／１８４７５７号は、ＥＧＦ８１６、そ
の製造方法およびＥＧＦ８１６を含む医薬組成物を開示する。
【０４１０】
　ＥＧＦ８１６は、次の構造を有する。
【化５０】

【０４１１】
　ＥＧＦ８１６は、ＷＴ　ＥＧＦＲを温存しながら、活性化および獲得耐性変異体(Ｌ８
５８Ｒ、ｅｘ１９ｄｅｌおよびＴ７９０Ｍ)を選択的に阻害する、標的化共有結合不可逆
性ＥＧＦＲ阻害剤である(Jia et al., Cancer Res October 1, 2014 74; 1734)参照)。Ｅ
ＧＦ８１６は、ＥＧＦＲ変異体(Ｌ８５８Ｒ、ｅｘ１９ｄｅｌおよびＴ７９０Ｍ)癌モデル
(インビトロおよびインビボ)において、臨床的に適切な効果的濃度でＷＴ　ＥＧＦＲ阻害
の兆候なく、顕著な効力を示す。
【０４１２】
　ある面において、本発明は、(ａ)式Ｉ
【化５１】

の化合物(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイ
ル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソ
ニコチンアミド(ＥＧＦ８１６)またはその薬学的に許容される塩および(ｂ)ニボルマブを
含む、医薬組み合わせ剤に関する。
【０４１３】
　ある面において、本発明は、癌、特にＥＧＦＲ変異癌の処置法において使用するための
組み合わせであって、
(ｉ)組み合わせた投与が、例えば、疾患進行に対して決められた時間に測定して、臨床的
効力を有する；
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(ii)組み合わせた投与が、持続性の臨床的利点を有する；または
(iii)進行のない生存を延長する
または、上記利益のいずれかの組み合わせを提供する。
【０４１４】
　癌の進行は、当業者に知られる方法でモニターできる。例えば、進行は、Ｘ線、ＣＴス
キャンまたはＭＲＩの手段によるような癌の目視または腫瘍バイオマーカー検出の方法で
モニターし得る。例えば、癌の増殖の増加は、癌進行を示す。ＮＳＣＬＣのような癌また
は腫瘍の進行は、新規腫瘍検出または転移もしくは腫瘍収縮休止の検出により示され得る
。腫瘍評価は、ＲＥＣＩＳＴ基準(Therasse et al. 2000)、New Guidelines to Evaluate
 the Response to Treatment in Solid Tumors, Journal of National Cancer Institute
, Vol. 92; 205-16および改訂ＲＥＣＩＳＴガイドライン(version 1.1) (Eisenhauer et 
al. 2009) European Journal of Cancer; 45:228-247に基づいて行い得る。
【０４１５】
　腫瘍進行は、処置が開始された後の時点間の腫瘍状態の比較または処置が開始された後
の時点と関連処置の開始前の時点の腫瘍状態の比較により決定し得る。
【０４１６】
　ある態様において、リンパ腫(例えば、未分化大細胞リンパ腫または非ホジキンリンパ
腫)は、ＡＬＫ転座、例えば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するかまたは有するとして同定
される。
【０４１７】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置に使用するためである。
【０４１８】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、上皮細胞増殖因子受容体の異常活性化または増幅または変異の１以上により
特徴付けられる。
【０４１９】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、ＥＧＦＲエクソン２０挿入、ＥＧＦＲエクソン１９欠失、ＥＧＦＲ　Ｌ８５
８Ｒ変異、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍまたはこれらの任意の組み合わせを有することにより特
徴付けられる。
【０４２０】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、ＥＧＦＲのＬ８５８ＲおよびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付けら
れる。
【０４２１】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、ＥＧＦＲのＥＧＦＲエクソン２０挿入およびＴ７９０Ｍ変異を有することに
より特徴付けられる。
【０４２２】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、ＥＧＦＲエクソン１９欠失およびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付
けられる。
【０４２３】
　ある態様において、組み合わせは、ＮＳＣＬＣの処置において使用するためであり、Ｎ
ＳＣＬＣは、エクソン２０挿入、エクソン１９欠失、Ｌ８５８Ｒ変異、Ｔ７９０Ｍ変異お
よびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択されるＥＧＦＲ変異を有することによ
り特徴付けられる。
【０４２４】
　他の態様において、癌は、炎症性筋線維芽細胞腫瘍(ＩＭＴ)である。ある態様において
、炎症性筋線維芽細胞腫瘍は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、ＡＬＫ融合、例えば、
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ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。
【０４２５】
　さらに別の態様において、癌は、神経芽腫である。
【０４２６】
　ある態様において、神経芽腫は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、ＡＬＫ融合、例え
ば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。ここに開示する方法
および組成物は、前記癌と関係する転移病巣の処置に有用である。
【０４２７】
　ＥＧＦ８１６を、７５mg、１００mg、１５０mg、２２５mg、１５０mg、２００mg、２２
５mg、３００mgまたは３５０mg用量で投与し得る。これらの用量を１日１回投与してよい
。例えばＥＧＦ８１６を、１日１回１００mgまたは１５０mgの用量で投与し得る。
【０４２８】
　ニボルマブを約１mg／kg～５mg／kg、例えば、３mg／kgの両で投与してよく、およそ週
に１回から２週間、３週間または４週間に１回、６０分の時間にわたり投与し得る。
【０４２９】
　ある態様において、ＥＧＦ８１６とニボルマブの組み合わせを、組み合わせ治療として
投与し、投与プロトコールは
(ｉ)１５０mgの(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－
エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチ
ルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩を連日経口投与；および
(ii)３mg／kgニボルマブを、２週間毎に、(ｉ)の投与の少なくとも１時間後に６０分間に
わたる静脈内投与
である。
【０４３０】
　ある態様において、投与プロトコールを、２８日サイクルの期間、繰り返す。
【０４３１】
　ここで使用する用語“医薬組み合わせ剤”は、１を超える活性成分の混合または組み合
わせによる製品を意味し、これら活性成分の固定されたおよび固定されていない組み合わ
せの両者を含む。用語“固定された組み合わせ”は、これら活性成分、例えば、式(Ｉ)の
化合物および１以上の組み合わせパートナーを、両者とも患者に同時に一つのものまたは
用量として投与することを意味する。用語“固定されていない組み合わせ”は、これら活
性成分、例えば、本発明の化合物および１以上の組み合わせパートナーを、両者とも、患
者に別々のものとして、同時に、一緒にまたは特定の時間制限なく逐次的に投与すること
を意味し、このような投与は、患者体内での２化合物の治療有効レベルを提供する。後者
は、カクテル療法、例えば、３以上の活性成分の投与にも適用される。
【０４３２】
　本発明は、次の列挙態様に挙げるような各観点、有利な特性および特定の態様を、それ
ぞれ単独でまたは組み合わせて提供する。
【０４３３】
列挙態様：
１. (ａ)式Ｉ

の化合物(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイ
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ル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソ
ニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩
および(ｂ)ニボルマブ
を含む、医薬組み合わせ剤。
【０４３４】
１. (Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)
アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコ
チンアミドがメシル酸塩形態または塩酸塩形態である、列挙態様１による医薬組み合わせ
剤。
【０４３５】
２. 列挙態様１または列挙態様２による組み合わせおよび少なくとも１の薬学的に許容さ
れる担体を含む、医薬組成物。
【０４３６】
３. 列挙態様１～３のいずれかにによる医薬組み合わせ剤および医薬組み合わせ剤の構成
物を同時に、別々にまたは逐次的に使用することに関するおよび／または列挙態様１～３
のいずれかによる医薬組み合わせ剤の構成物を、同時に、別々にまたは逐次的に投与する
ことを指示する、情報を含む、キット。
【０４３７】
４. 処置を必要とする対象における癌を処置または予防する方法であって、列挙態様１～
３のいずれかによる(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－
２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－
メチルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩およびニボルマブを、該癌の
処置または予防に併用で治療有効量で、逐次的な、同時のまたは別々の投与をすることを
含む、方法。
【０４３８】
５. (ａ)１以上の用量単位の(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミ
ノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イ
ル)－２－メチルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩および(ｂ)１以上
の用量単位のニボルマブを含む、組み合わせた投与のためのキットの形態の列挙態様１～
３のいずれかによる医薬組み合わせ剤。
【０４３９】
６. (Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)
アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコ
チンアミドおよびニボルマブを、同時にまたは逐次的にまたは別々に投与する、癌の処置
に使用するための、列挙態様１～３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４
または列挙態様６によるキット。
【０４４０】
７. 癌が非小細胞性肺癌である、列挙態様７により使用するための、列挙態様１～３のい
ずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキット。
【０４４１】
８. 非小細胞性肺癌が上皮細胞増殖因子受容体の異常活性化または増幅または変異(ＥＧ
ＦＲ)により特徴付けられる、列挙態様７または列挙態様８のいずれかにより使用するた
めの、列挙態様１～３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態
様６によるキット。
【０４４２】
９. 非小細胞性肺癌がＥＧＦＲエクソン２０挿入、ＥＧＦＲエクソン１９欠失、ＥＧＦＲ
　Ｌ８５８Ｒ変異、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍまたはこれらの任意の組み合わせを有すること
により特徴付けられる、列挙態様７～９のいずれかにより使用するための、列挙態様１～
３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキット。
【０４４３】
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１０. 非小細胞性肺癌がＥＧＦＲのＬ８５８ＲおよびＴ７９０Ｍ変異を有することにより
特徴付けられる、列挙態様７～９のいずれかにより使用するための、列挙態様１～３のい
ずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキット。
【０４４４】
１１. 非小細胞性肺癌がＥＧＦＲのエクソン２０挿入およびＴ７９０Ｍ変異を有すること
により特徴付けられる、列挙態様７～９のいずれかにより使用するための、列挙態様１～
３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキット。
【０４４５】
１２. 非小細胞性肺癌がＥＧＦＲのエクソン１９欠失およびＴ７９０Ｍ変異を有すること
により特徴付けられる、列挙態様７～９のいずれかにより使用するための、列挙態様１～
３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキット。
【０４４６】
１３. 非小細胞性肺癌がエクソン２０挿入、エクソン１９欠失、Ｌ８５８Ｒ変異、Ｔ７９
０Ｍ変異およびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択されるＥＧＦＲ変異を有す
ることにより特徴付けられる、列挙態様７～９のいずれかにより使用するための、列挙態
様１～３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様４または列挙態様６によるキ
ット。
【０４４７】
１４. 組み合わせ組み合わせを特定の時間内に投与し、かつ組み合わせを一定期間投与す
る、列挙態様７～１４のいずれかにより使用するための、列挙態様１～３または列挙態様
４のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様６によるキット。
【０４４８】
１５. 組み合わせを列挙態様１５により投与し、(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(
４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミ
ダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩
の量が、隔日、連日、１日２回または３回で約５０～５００mg、好ましくは７５mg、１０
０mg、１５０mg、２２５mg、１５０mg、２００mg、２２５mg、３００mgまたは３５０mg、
より好ましくは１５０mgである、列挙態様７～１４のいずれかにより使用するための、列
挙態様１～３または列挙態様４のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様６によ
るキット。
【０４４９】
１６. 組み合わせを列挙態様１５により投与し、(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(
４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミ
ダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩
の量が、連日投与される約５０～約２２５mg、好ましくは約１００～約１５０mg、より好
ましくは１５０mgである、列挙態様７～１４のいずれかにより使用するための、列挙態様
１～３または列挙態様４のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様６によるキッ
ト。
【０４５０】
１７. 組み合わせを列挙態様１５により投与し、ニボルマブの量がは、約１mg／kg～約５
mg／kg、好ましくは３mg／kgの量であり、ほぼ週に１回から２週間、３週間または４週間
に１回、６０分の時間にわたり非経腸的に投与する、列挙態様７～１４のいずれかにより
使用するための、列挙態様１～３または列挙態様４のいずれかによる医薬組み合わせ剤ま
たは列挙態様６によるキット。
【０４５１】
１８. 組み合わせを列挙態様１５により投与し、(ｉ)(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(
１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ
]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容され
る塩の量が約５０～約５００mg、好ましくは約７５mg、１００mg、１５０mg、２２５mg、
１５０mg、２００mg、２２５mg、３００mgまたは３５０mg、より好ましくは１５０mの量
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であり、連日投与し、(ii)ニボルマブの量が、約１mg／kg～約５mg／kg、好ましくは３mg
／kgの量であり、６０分の期間にわたり非経腸的に投与し、各処置の間は１２日以上であ
り、２週間毎に投与する、列挙態様７～１４のいずれかにより使用するための、列挙態様
１～３のいずれかによる医薬組み合わせ剤または列挙態様６によるキット。
【０４５２】
１９. ニボルマブを、(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト
－２－エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２
－メチルイソニコチンアミド投与の少なくとも１時間後に投与する、列挙態様１５～２０
のいずれかによる医薬組み合わせ剤。
【０４５３】
２０. (Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－エノイル
)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチルイソニ
コチンアミドまたはその薬学的に許容される塩およびニボルマブを含む、列挙態様７～１
４のいずれかにより使用するための、列挙態様１～３による医薬組み合わせ剤または列挙
態様４または列挙態様６のいずれかによるキットであって、その投与プロトコールは、
(ｉ)１５０mgの(Ｒ,Ｅ)－Ｎ－(７－クロロ－１－(１－(４－(ジメチルアミノ)ブト－２－
エノイル)アゼパン－３－イル)－１Ｈ－ベンゾ[ｄ]イミダゾール－２－イル)－２－メチ
ルイソニコチンアミドまたはその薬学的に許容される塩の連日経口投与；および
(ii)３mg／kgニボルマブを、２週間毎に、(ｉ)の投与の少なくとも１時間後の６０分間に
わたる静脈内投与、
を含む。
【０４５４】
２１. プロトコールを、２８日サイクルの１以上の期間反復する、列挙態様２１による投
与プロトコール。
【０４５５】
医薬組成物およびキット
　他の面において、本発明は、薬学的に許容される担体と共に製剤された、ここに記載す
る抗体分子を含む組成物、例えば、薬学的に許容される組成物を提供する。用語“薬学的
に許容される”は、過度の毒性、刺激、アレルギー性応答または他の問題または合併症な
しに、合理的な利益／危険比を伴い、ヒトおよび動物組織と接触させて使用するのに適す
る、化合物、物質、組成物および／または投与形態である。
【０４５６】
　ここで使用する“薬学的に許容される担体”は、生理学的に適合性である、任意かつ全
ての溶媒、分散媒体、等張および吸収遅延剤などを含む。担体は、静脈内、筋肉内、皮下
、非経腸、直腸、脊髄または上皮投与(例えば注射または注入による)に適する。
【０４５７】
　薬学的に許容される塩は、例えば、酸付加塩として、好ましくは有機または無機酸と形
成され得る。適当な無機酸は、例えば、塩酸のようなハロゲン酸である。適当な有機酸は
、例えば、フマル酸またはメタンスルホン酸のようなカルボン酸またはスルホン酸である
。単離または精製目的で、薬学的に許容されない塩、例えばピクリン酸塩または過塩素酸
塩を使用することも可能である。治療使用のために、薬学的に許容される塩または遊離化
合物(医薬製剤の形態で適用可能であるならば)を用いることが可能であり、それゆえに、
これらが好ましい。遊離形態の新規化合物と、中間体として使用することができるこれら
の塩を含むその塩の形態のものとの間の密接な関係に鑑み、例えば新規化合物の精製また
は同定において本明細書前記および後記の遊離化合物に対する任意の言及は、適切および
好都合な場合、対応する塩にも言及すると理解されるべきである。ここに記載する化合物
の塩は、好ましくは薬学的に許容される塩であり、適当なカウンターイオンを形成する薬
学的に許容される塩は、当分野で知られている。
【０４５８】
　本発明の組成物は、多様な形態であり得る。これらは、例えば、液体、半固体および固
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体投与形態、例えば、液体溶液(例えば、注射可能および注入可能溶液)、分散体または懸
濁液、リポソームおよび坐薬を含む。好ましい形態は、意図する投与方法および治療適用
による。典型的好ましい組成物は、注射可能および注入可能溶液である。好ましい投与方
法は、非経腸(例えば、静脈内、皮下、腹腔内、筋肉内)である。好ましい態様において、
抗体を、静脈内点滴または注射により投与する。他の好ましい態様において、抗体を筋肉
内または皮下注射により投与する。
【０４５９】
　医薬組成物は、例えば任意の適当な医薬添加物であり得る、薬学的に許容される担体と
共に製造できる。担体は、当業者に知られるように、任意かつ全ての結合剤、充填剤、溶
媒、分散媒体、コーティング、界面活性剤、抗酸化剤、防腐剤(例えば、抗細菌剤、抗真
菌剤)、等張剤、吸収遅延剤、塩、薬物安定化剤、崩壊剤、滑沢剤、甘味剤、風味剤、色
素などおよびこれらの組み合わせを含む(例えば、Remington's Pharmaceutical Sciences
, 18th Ed. Mack Printing Company, 1990, pp. 1289- 1329; Remington: The Science a
nd Practice of Pharmacy, 21st Ed. Pharmaceutical Press 2011；およびその後続版参
照)。何らかの慣用の担体が活性成分と不適合でない限り、治療または医薬組成物におけ
るその使用が企図される。医薬組成物に関するここでの他の開示によることもできる。
【０４６０】
　本発明によって、組み合わせパートナーを、独立して同時にまたはある時間間隔内で別
々に、別の単位投与形態で投与できる。両治療パートナーは、それ自体知られている方法
で調製してよく、温血動物、特にヒトを含む、それを必要とする対象への経腸、例えば経
口または直腸、局所および非経腸投与に適する。適当な医薬組成物は、例えば、約０.１
％～約９９.９％の活性成分を含む。
【０４６１】
　医薬組成物は、最終用量製剤　－　錠剤またはカプセル剤　－　を製造するために加工
できる。これは、組み合わせの最終混合物を、所望により１以上の添加物と圧縮すること
により達成できる。圧縮は、例えば回転打錠機により達成できる。種々の形の錠剤を製造
できる(丸型、卵形または他の適当な形態)。錠剤を、消化管における崩壊および吸収を遅
延する、それにより、長時間作用を持続させる、既知技術によりコーティングしてもコー
ティングしなくてもよい。特に断らない限り、これらは、それ自体既知の方法で、例えば
混合、造粒、糖コーティング法の手段により製造される。経口使用のための製剤は、活性
成分が不活性固体希釈剤、例えば、炭酸カルシウム、リン酸カルシウムまたはセルロース
ベース添加物と混合された硬ゼラチンカプセルまたは活性成分が水または油媒体、例えば
、オリーブ油、液体パラフィンまたはピーナツ油と混合された軟ゼラチンカプセルとして
提供される。
【０４６２】
　ここで使用する用語“非経腸投与”および“非経腸的に投与する”は、経腸および局所
投与以外の、通常注射による、投与方法を意味し、静脈内、筋肉内、動脈内、髄腔内、嚢
内、眼窩内、心内、皮内、腹腔内、経気管、皮下、表皮下、関節内、嚢下、クモ膜下、脊
髄内、硬膜外および胸骨内注射および点滴を含むが、これらに限定されない。
【０４６３】
　治療組成物は、一般に無菌であり、製造および保存条件下で安定でなければならない。
組成物は、溶液、マイクロエマルジョン、分散体、リポソームまたは高抗体濃度に適する
他の秩序だった構造として製剤され得る。無菌注射可能溶液は、活性化合物(すなわち、
抗体または抗体部分)の必要量を、必要に応じて、上記列挙成分の１または組み合わせと
共に適切な溶媒に取り込み、続いて濾過滅菌することにより製剤され得る。一般に、分散
体は、活性化合物を、基本的分散媒体および上に挙げたものからの必要な他の成分を含む
無菌媒体に取り込むことにより製造する。無菌注射可能溶液製造のための無菌粉末の場合
、好ましい製造方法は、予め滅菌濾過した溶液からの活性成分に加えて任意のさらなる所
望の成分の粉末を得る、真空乾燥および凍結乾燥である。溶液の適切な流動性は、例えば
、レシチンのようなコーティングの適用により、分散体の場合必要な粒子径の維持により



(121) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

および界面活性剤の使用により、維持できる。注射可能組成物の延長された吸収を、組成
物に、吸収を遅延させる薬剤、例えば、モノステアリン酸塩およびゼラチンを含ませるこ
とにより、達成できる。
【０４６４】
　抗体分子を当分野で知られる多様な方法により投与できるが、多くの治療適用において
、好ましい経路／投与方法は、静脈内注射または点滴である。例えば、抗体分子を、１０
mg／分より遅い；好ましくは５mg／分以下の速度での静脈内点滴により投与して、約１～
１００mg／ｍ２、好ましくは約５～５０mg／ｍ２、約７～２５mg／ｍ２、より好ましくは
、約１０mg／ｍ２の用量を達成できる。当業者には認識されるように、投与経路および／
または投与方法は、所望の結果により変わる。ある態様において、活性化合物を、インプ
ラント、経皮パッチおよびマイクロカプセル化送達系を含む、制御放出製剤のような、化
合物を急速な放出から守る担体と制御してよい。エチレンビニルアセテート、ポリ無水物
、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステルおよびポリ乳酸のような、生分解
性、生体適合性ポリマーを使用できる。このような製剤の多くの製造方法が特許されまた
は一般に当業者に知られる。例えば、Sustained and Controlled Release Drug Delivery
 Systems, J. R. Robinson, ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 1978参照。
【０４６５】
　ある態様において、抗体分子を、例えば、不活性希釈剤または吸収可能可食担体と、経
口投与できる。化合物(および、所望により、他の成分)も、硬または軟殻ゼラチンカプセ
ルに充填し、錠剤に圧縮し、または直接対象の食事に包含させてもよい。経口治療的投与
のために、化合物を添加物と共に包含でき、摂取可能錠剤、バッカル錠剤、トローチ剤、
カプセル剤、エリキシル剤、懸濁液剤、シロップ剤、ウェーハ剤などの形で使用してよい
。本発明の化合物を非経腸投与以外で投与するために、該化合物を、その不活性化を阻止
する物質で被覆するか、または該化合物をこれと共投与する必要があり得る。治療的組成
物はまた当分野で知られる医療機器を用いても投与できる。
【０４６６】
　投与レジメンは、最適な所望の応答(例えば、治療応答)を提供するように調節する。例
えば、治療状況の緊急性の要請に従って、一回ボーラスを投与してよく、数回に分けた用
量を経時的に投与してよくまたは用量を対応して減少または増加させてよい。投与の容易
さおよび用量の均一性のために、非経腸組成物を用量単位形態で製剤するのが特に有利で
ある。ここで使用する用量単位形態は、処置する対象のための単位用量として適する物理
的に別々の単位をいい、各単位は、必要な医薬担体とともに、所望の治療効果を生じるよ
うに計算された予定された量の活性化合物を含む。本発明の用量単位形態の仕様は、(ａ)
活性化合物および達成すべき特定の治療効果の特異的特性および(ｂ)個体における処置の
感受性のための当該活性化合物固有の条件により制限され、直接これに依存する。
【０４６７】
　用語“有効量”は、研究者、獣医師、医師または他の臨床従事者が求める、細胞、組織
、臓器、系、動物またはヒトにおける生物学的または医学的応答を生じさせることができ
る、対象化合物の量をいう。ここに開示する組み合わせで用いる各組み合わせパートナー
薬剤の有効用量は、用いる特定の化合物または医薬組成物、投与方法、処置する状態、処
置する状態の重症度により変わり得る。通常に習熟した医師、臨床従事者または獣医師は
、状態を予防する、逆行させるまたは進行を停止させるのに必要な薬物の有効量を容易に
決定し、処方できる。効力を生じる範囲の薬物濃度を達成する最適精度は、標的部位での
組み合わせ薬物利用能の動態に基づくレジメンを必要とする。これは、薬物の分布、平衡
および排泄の考慮を含む。
【０４６８】
　“治療有効量”は、所望の治療結果を達成するのに、必要な投与量および期間で、有効
である量をいう。修飾抗体または抗体フラグメントの治療有効量は、個体の疾患状態、年
齢、性別および体重および個体における所望の応答を惹起する抗体または抗体部分のよう
な因子により変わり得る。治療有効量はまた、修飾抗体または抗体フラグメントの何らか
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の毒性または有害効果を治療的有利な効果が超える量でもある。“治療有効用量”は、好
ましくは測定可能パラメータ、例えば、腫瘍増殖速度を、未処置対象と比較して、少なく
とも約２０％、より好ましくは少なくとも約４０％、さらにより好ましくは少なくとも約
６０％、なおより好ましくは少なくとも約８０％阻止する。化合物が測定可能パラメータ
、例えば、癌を阻害する能力は、ヒト腫瘍における効力の予測である動物モデル系で評価
できる。あるいは、組成物のこの性質を、化合物が阻害する能力を、当業者に知られるア
ッセイによりインビトロで試験することにより評価できる。
【０４６９】
　”予防有効量”は、所望の予防結果を達成するために、必要な投与量および期間で、有
効である量をいう。一般に、予防用量が疾患の初期段階またはそれ以前の対象に使用され
るため、予防有効量は治療有効量より少ない。
【０４７０】
　抗体分子を投与する方法は当分野で知られ、下に記載する。使用する分子の適当な投与
量は、対象の年齢および体重および使用する特定の薬物による。抗ＰＤ－１抗体分子の投
与量および治療レジメンは当業者により決定できる。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体
分子を、約１～３０mg／kg、例えば、約５～２５mg／kg、約１０～２０mg／kg、約１～５
mg／kgまたは約３mg／kgの用量で、注射(例えば、皮下または静脈内)により投与する。投
薬スケジュールは、週１回から２週、３週または４週毎に１回まで変わり得る。ある態様
において、抗ＰＤ－１抗体分子を、隔週で約１０～２０mg／kgの用量で投与する。
【０４７１】
　抗体分子の治療的または予防有効量の例示的、非限定的範囲は、０.１～３０mg／kg、
より好ましくは１～２５mg／kgである。抗ＰＤ－１抗体分子の投与量および治療レジメン
は、当業者により決定され得る。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、約１～３０
mg／kg、例えば、約５～２５mg／kg、約１０～２０mg／kg、約１～５mg／kg、１～１０mg
／kg、５～１５mg／kg、１０～２０mg／kg、１５～２５mg／kgまたは約３mg／kgの用量で
注射(例えば、皮下または静脈内)により投与する。投薬スケジュールは、週１回から２週
、３週または４週毎に１回まで変わり得る。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子を、
隔週で約１０～２０mg／kgの用量で投与する。抗体分子を、静脈内点滴で、１０mg／分よ
り遅い、好ましくは５mg／分以下の速度で投与して、約１～１００mg／ｍ２、好ましくは
約５～５０mg／ｍ２、約７～２５mg／ｍ２およびより好ましくは、約１０mg／ｍ２の用量
を達成させ得る。用量値は、軽減すべき状態のタイプおよび重症度により変わり得ること
は注意すべきである。さらに、ある特定の対象、特定の用量レジメンを、個々の要求およ
び組成物を投与するまたは投与を監視する者の専門的判断によって経時的に調節すべきで
あり、ここに示す用量範囲は、単なる例であり、請求する組成物の範囲または実施を限定
するものではないことも注意すべきである。
【０４７２】
　抗体分子をそれ自体でまたは第二剤、例えば、細胞毒性剤、放射性同位体またはタンパ
ク質、例えば、タンパク質毒素またはウイルスタンパク質とコンジュゲートして使用でき
る。この方法は、抗体分子を単独で、または細胞毒性剤とコンジュゲートして、このよう
な処置を必要とする対象に投与することを含む。抗体分子を、多様な治療剤、例えば、細
胞毒性部分、例えば、治療剤、放射性同位体、植物、真菌または細菌起源の分子または生
物学的タンパク質(例えば、タンパク質毒素)または粒子(例えば、組み換えウイルス粒子
、例えば；ウイルスコートタンパク質を介して)またはこれらの混合物を送達できる。
【０４７３】
　また本発明の範囲内であるのは、ここに記載する組み合わせ治療を含む、キットである
。キットは、使用指示；他の試薬、例えば、ラベル、治療剤またはキレート化または他に
カップリングするのに有用な薬剤、標識用抗体または治療剤または放射線防護組成物；抗
体を投与用に調製するためのデバイスまたはその他のもの；薬学的に許容される担体；お
よび対象に投与するためのデバイスまたは他の物質を含む、１以上の他の要素を含む。
【０４７４】
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組み合わせ治療の使用
　ここに開示する組み合わせ治療は、インビトロおよびインビボ治療および予防有用性を
有する。例えば、これらの分子を、培養細胞に、インビトロまたはエクスビボでまたは対
象、例えば、ヒト対象に、癌のような多様な障害を処置、予防および／または診断するた
めに投与できる。
【０４７５】
　ここで使用する用語“処置”および“処置する”は、１以上の治療(例えば、ここに開
示する組み合わせ治療のような１以上の治療剤)の投与の結果の、障害、例えば、増殖性
障害(例えば、癌)の進行、重症度および／または期間の低減または改善または障害、例え
ば、増殖性障害の１以上の症状(好ましくは、１以上の認識できる症状)の改善をいう。特
定の態様において、用語“処置”および“処置する”は、対象、例えば、患者によって必
ずしも認識できるものではない、腫瘍増殖のような増殖性障害(例えば、癌)の少なくとも
１つの測定可能な身体パラメータの改善をいう。他の態様において、用語“処置”および
“処置する”は、身体的、例えば、認識できる症状の安定化、生理学的、例えば、身体的
パラメータの安定化または両者による、増殖性障害の進行阻止をいう。他の態様において
、用語“処置”および“処置する”は、腫瘍サイズまたは癌性細胞数の低減または安定化
をいう。
【０４７６】
　ある態様において、障害の改善は、疾患または障害の発症または進展もしくは進行を阻
止または遅延するための、疾患またはその臨床的症状の少なくとも一つの進展を遅延、停
止または軽減する１以上を含む。加えて、これらの用語は、患者に認識できないかもしれ
ない少なくとも一つの身体的パラメータの軽減または改善およびまた身体的(例えば認識
できる症状の安定化)、生理学的(例えば身体パラメータの安定化)または両者による疾患
または障害の調節もいう。
【０４７７】
　用語“処置”は、例えば、このような処置を必要とする、対象、例えば、温血動物、特
にヒトへの、１以上のここに開示する組み合わせ治療の治療投与を含む。ある態様におい
て、処置は、疾患の治癒を目的とするまたは疾患退縮もしくは疾患進行遅延に効果を有す
る。
【０４７８】
　ここで使用する用語“対象”は、ヒトおよび非ヒト動物を含むことを意図する。ある態
様において、対象は、ヒト対象、例えば、異常細胞増殖および／または免疫機能により特
徴付けられる障害または状態を有するヒト患者である。用語“非ヒト動物”は、非ヒト霊
長類のような哺乳動物および非哺乳動物を含む。ある態様において、対象は、ヒトである
。ある態様において、対象は、免疫応答の増強を必要とするヒト患者である。用語“処置
を必要とする対象”は、処置から生物学的、医学的またはクオリティ・オブ・ライフで利
益を受けるであろう、温血動物、特にヒトである。ある態様において、対象は、免疫を障
害されている、例えば、対象は、化学療法または放射線療法を受けているまたは過去に受
けた。これとは別にまたはこれに加えて、対象は、感染の結果、免疫不全であるまたはそ
うなるリスクがある。ここに記載する方法および組成物は、Ｔ細胞介在免疫応答の増強に
より処置できる障害を有するヒト患者の処置に適する。例えば、ここに記載する方法およ
び組成物は、多数の免疫活性を増強できる。ある態様において、対象は、腫瘍浸潤性Ｔリ
ンパ球(ＴＩＬ)の数または活性が増加している。他の態様において、対象は、インターフ
ェロン－ガンマ(ＩＦＮ－γ)の発現または活性が増加している。さらに別の態様において
、対象は、ＰＤ－Ｌ１発現または活性が減少している。
【０４７９】
　よって、ある面において、本発明は、対象における免疫応答が修飾されるように、対象
にここに記載する抗体分子を投与することを含む、対象における免疫応答を修飾する方法
を提供する。ある態様において、免疫応答は、増強され、刺激されまたは上方制御される
。ある態様において、抗体分子は、チェックポイント阻害剤(例えば、ＰＤ－１、ＰＤ－
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Ｌ１、ＬＡＧ－３またはＴＩＭ－３)の遮断により、対象における免疫応答を増強する。
【０４８０】
癌
　チェックポイント阻害剤、例えば、ＰＤ－１の遮断は、対象における癌性細胞に対する
免疫応答を増強できる。ＰＤ－１に対するリガンド、ＰＤ－Ｌ１は正常ヒト細胞では発現
されないが、多様なヒト癌で豊富である(Dong et al. (2002) Nat Med 8:787-9)。ＰＤ－
１とＰＤ－Ｌ１の相互作用は、腫瘍浸潤性リンパ球、Ｔ細胞受容体介在増殖減少および／
または癌性細胞による免疫回避の減少をもたらし得る(Dong et al. (2003) J Mol Med 81
:281-7; Blank et al. (2005) Cancer Immunol. Immunother. 54:307-314; Konishi et a
l. (2004) Clin. Cancer Res. 10:5094-100)。
【０４８１】
　ある面において、本発明は、癌性腫瘍の増殖が阻止または低減されるように、免疫調節
性、例えば、抗ＰＤ－１または抗ＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたはここに記載する第
二剤と組み合わせて使用する、インビボで対象を処置する方法に関する。免疫調節剤を、
癌性腫瘍の増殖阻止に単独で使用し得る。あるいは、抗ＰＤ－１または抗ＰＤ－Ｌ１抗体
を、表１に開示する薬剤、標準治療処置(例えば、癌の)、他の抗体またはその抗原結合フ
ラグメント、他の免疫調節剤(例えば、共刺激性分子のアクティベーターまたは阻害性分
子の阻害剤)；ワクチン、例えば、治療癌ワクチン；または下記のような、他の形態の細
胞性免疫療法の１以上と組み合わせて使用し得る。
【０４８２】
　よって、ある態様において、本発明は、対象に、ここに開示する組み合わせ治療の治療
有効量を投与することを含む、対象における腫瘍細胞の増殖を阻止する方法を提供する。
ある態様において、方法は、インビボでの癌の処置に適する。ＰＤ－１に対する抗体を１
以上の薬剤と組み合わせて投与するとき、組み合わせをいずれでの順番で投与しても、同
時に投与してもよい。
【０４８３】
　他の面において、対象を処置する、例えば、対象における、増殖性状態または障害(例
えば、癌)、例えば、固形腫瘍、軟組織腫瘍または転移病巣を低減または改善する方法が
提供される。本方法は、対象に、１以上の免疫調節剤、例えば、ここに記載する抗ＰＤ－
１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の薬剤または治療モダリティ(例えば、
表１からの１以上の薬剤)と組み合わせて投与することを含む。
【０４８４】
　ここで使用する用語“癌”は、病理組織学的タイプまたは侵襲性のステージと無関係に
、全タイプの癌性増殖または発癌過程、転移組織または悪性形質転換細胞、組織または臓
器を含む。癌性障害の例は、固形腫瘍、軟組織腫瘍および転移病巣を含むが、これらに限
定されない。固形腫瘍の例は、肝臓、肺、乳房、リンパ系、消化器(例えば、結腸)、泌尿
生殖器(例えば、腎臓、尿路上皮細胞)、前立腺および咽頭に影響するもののような、多様
な臓器系の悪性腫瘍、例えば、肉腫、腺癌および癌腫を含むが、これらに限定されない。
腺癌は、大部分の結腸癌、直腸癌、腎細胞癌、肝臓癌、肺非小細胞癌、小腸癌および食道
癌のような悪性腫瘍を含む。ある態様において、癌は黒色腫、例えば、進行段階黒色腫で
ある。前記癌の転移病巣も、本発明の方法および組成物を使用して処置または予防できる
。
【０４８５】
　ここに開示する抗体分子で増殖を阻止し得る癌の例は、一般に免疫療法に応答性の癌を
含む。処置のための好ましい癌の非限定的例は、黒色腫(例えば、転移悪性黒色腫)、腎臓
癌(例えば、明細胞癌)、前立腺癌(例えば、ホルモン難治性前立腺腺癌)、乳癌、結腸癌お
よび肺癌(例えば、非小細胞性肺癌)を含む。さらに、難治性または再発悪性腫瘍を、ここ
に記載する抗体分子を使用して処置できる。
【０４８６】
　処置し得る他の癌の例は、骨癌、膵臓癌、皮膚癌、頭頸部癌、皮膚または眼内悪性黒色



(125) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

腫、子宮癌、卵巣癌、直腸癌、肛門癌、胃食道、胃癌、精巣癌、子宮癌、ファロピウス管
癌、子宮内膜癌、子宮頸癌、膣癌、外陰癌、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、食道癌、
小腸癌、内分泌系癌、甲状腺癌、副甲状腺癌、副腎癌、軟組織肉腫、尿道癌、陰茎癌、急
性骨髄白血病、慢性骨髄白血病、急性リンパ芽球性白血病、慢性リンパ性白血病を含む慢
性または急性白血病、小児固形腫瘍、リンパ性リンパ腫、膀胱癌、腎臓または輸尿管の癌
、腎盂癌、中枢神経系(ＣＮＳ)新生物、原発ＣＮＳリンパ腫、腫瘍血管形成、脊髄軸腫瘍
、脳幹神経膠腫、下垂体腺腫、カポジ肉腫、類表皮癌、扁平上皮細胞癌、Ｔ細胞リンパ腫
、アスベストにより誘発されるものを含む、環境誘発癌および該癌の組み合わせを含む。
【０４８７】
　転移癌、例えば、ＰＤ－Ｌ１を発現する転移癌(Iwai et al. (2005) Int. Immunol. 17
:133-144)の処置を、ここに記載する抗体分子を使用して行うことができる。ある態様に
おいて、癌は、高レベルのＰＤ－Ｌ１、ＩＦＮγおよび／またはＣＤ８を発現する。
【０４８８】
　血液癌状態は、血液、骨髄およびリンパ系に影響する、白血病および悪性リンパ増殖性
状態のようなタイプの癌である。白血病は、急性白血病および慢性白血病として分類でき
る。急性白血病は、さらに、急性骨髄性白血病(ＡＭＬ)および急性リンパ系白血病(ＡＬ
Ｌ)として分類できる。慢性白血病は、慢性骨髄性白血病(ＣＭＬ)および慢性リンパ系白
血病(ＣＬＬ)を含む。他の関連状態は、骨髄血液細胞の産生不全(または異形成)およびＡ
ＭＬへの形質転換のリスクにより纏められる血液学的状態の多様なコレクションである、
骨髄異形成症候群(ＭＤＳ、以前は“前白血病”として知られた)を含む。
【０４８９】
　他の態様において、癌は、造血器腫瘍または白血病またはリンパ腫を含むが、これらに
限定されない癌である。例えば、組み合わせ治療を使用して、例えば、Ｂ細胞急性リンパ
系白血病(“ＢＡＬＬ”)、Ｔ細胞急性リンパ系白血病(“ＴＡＬＬ”)、急性リンパ系白血
病(ＡＬＬ)を含むが、これらに限定されない、例えば、急性白血病；例えば、慢性骨髄性
白血病(ＣＭＬ)、慢性リンパ性白血病(ＣＬＬ)を含むが、これらに限定されない１以上の
慢性白血病；例えば、Ｂ細胞前リンパ性白血病、芽細胞性形質細胞様樹状細胞新生物、バ
ーキットリンパ腫、汎発性大Ｂ細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫、ヘアリー細胞白血病、小
細胞または大細胞濾胞性リンパ腫、悪性リンパ増殖性状態、ＭＡＬＴリンパ腫、マントル
細胞リンパ腫、周辺帯リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成および骨髄異形成症候群、非
ホジキンリンパ腫、形質芽細胞性リンパ腫、形質細胞様樹状細胞新生物、ワルデンシュト
レームマクログロブリン血症および骨髄血液細胞の産生不全(または異形成)により纏めら
れる血液学的状態の多様なコレクションである“前白血病”を含むが、これらに限定され
ないさらなる血液癌または血液学的状態などを含むが、これらに限定されない癌および悪
性腫瘍を処置できる。ある態様において、リンパ腫(例えば、未分化大細胞リンパ腫また
は非ホジキンリンパ腫)は、ＡＬＫ転座、例えば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するかまた
は有するとして同定される。
【０４９０】
　ある態様において、癌は、肺癌(例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)(例えば、扁平上
皮および／または非扁平上皮組織学を有するＮＳＣＬＣ))、黒色腫(例えば、進行型黒色
腫)、腎臓癌(例えば、腎細胞癌、例えば、明細胞腎細胞癌)、肝臓癌、骨髄腫(例えば、多
発性骨髄腫)、前立腺癌、乳癌(例えば、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体また
はＨｅｒ２／ｎｅｕの１、２または全てを発現しない乳癌、例えば、トリプルネガティブ
乳癌)、結腸直腸癌、膵臓癌、頭頸部癌(例えば、頭頸部扁平上皮細胞癌(ＨＮＳＣＣ)、肛
門癌、胃食道癌、甲状腺癌、子宮頸癌、リンパ増殖性疾患(例えば、移植後リンパ増殖性
疾患)または血液癌、Ｔ細胞リンパ腫、非ホジキンリンパ腫または白血病(例えば、骨髄白
血病)から選択される。
【０４９１】
　他の態様において、癌は、癌(例えば、進行型または転移癌)、黒色腫または肺癌、例え
ば、非小細胞肺癌から選択される。
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【０４９２】
　ある態様において、癌は、肺癌、例えば、非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)である。ある態
様において、肺癌、例えば、非小細胞性肺癌、は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、Ａ
ＬＫ融合、例えば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。
【０４９３】
　他の態様において、癌は、炎症性筋線維芽細胞腫瘍(ＩＭＴ)である。ある態様において
、炎症性筋線維芽細胞腫瘍は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、ＡＬＫ融合、例えば、
ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。
【０４９４】
　他の態様において、癌はＮＳＣＬＣであり、ＮＳＣＬＣは、上皮細胞増殖因子受容体(
ＥＧＦＲ)の異常活性化、増幅または変異の１以上により特徴付けられる。ある態様にお
いて、癌はＮＳＣＬＣであり、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲエクソン２０挿入、ＥＧＦＲエク
ソン１９欠失、ＥＧＦＲ　Ｌ８５８Ｒ変異、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍまたはこれらの任意の
組み合わせを有することにより特徴付けられる。ある態様において、ＮＳＣＬＣは、ＥＧ
ＦＲのＬ８５８ＲおよびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付けられる。ある態様に
おいて、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲのＥＧＦＲエクソン２０挿入およびＴ７９０Ｍ変異を有
することにより特徴付けられる。ある態様において、ＮＳＣＬＣは、ＥＧＦＲのＥＧＦＲ
エクソン１９欠失およびＴ７９０Ｍ変異を有することにより特徴付けられる。ある態様に
おいて、ＮＳＣＬＣは、エクソン２０挿入、エクソン１９欠失、Ｌ８５８Ｒ変異、Ｔ７９
０Ｍ変異およびこれらの任意の組み合わせからなる群から選択されるＥＧＦＲ変異を有す
ることにより特徴付けられる。
【０４９５】
　さらに別の態様において、癌は、神経芽腫である。
【０４９６】
　ある態様において、神経芽腫は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、ＡＬＫ融合、例え
ば、ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。ここに開示する方法
および組成物は、前記癌と関係する転移病巣の処置に有用である。
【０４９７】
　他の態様において、癌は、ウイルス感染、例えば、慢性ウイルス肝炎を伴うまたは伴わ
ない肝細胞癌、例えば、進行型肝細胞癌である。
【０４９８】
　他の態様において、癌は、前立腺癌、例えば、進行型前立腺癌である。
【０４９９】
さらに別の態様において、癌は、骨髄腫、例えば、多発性骨髄腫である。
【０５００】
さらに別の態様において、癌は、腎臓癌、例えば、腎細胞癌(ＲＣＣ)(例えば、転移ＲＣ
Ｃまたは明細胞腎細胞癌)である。
【０５０１】
　ある態様において、癌は、黒色腫、例えば、進行型黒色腫である。ある態様において、
癌は、他の治療に応答しない進行型または切除不能黒色腫である。他の態様において、癌
は、ＢＲＡＦ変異(例えば、ＢＲＡＦ　Ｖ６００変異)を有する黒色腫である。さらに他の
態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、ＢＲＡＦ阻害剤(例えば、ベム
ラフェニブまたはダブラフェニブ)と併用するまたは併用しない抗ＣＴＬＡ－４抗体(例え
ば、イピリムマブ)での処置後に投与する。
【０５０２】
　他の態様において、癌は、炎症性筋線維芽細胞腫瘍(ＩＭＴ)である。ある態様において
、炎症性筋線維芽細胞腫瘍は、ＡＬＫ再配列または転座、例えば、ＡＬＫ融合、例えば、
ＥＭＬ４－ＡＬＫ融合を有するまたは有するとして同定される。
【０５０３】
　ここに開示する方法および組成物は、前記癌と関係する転移病巣の処置に有用である。
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【０５０４】
さらなる組み合わせ治療
　ここに開示する組み合わせ治療を、１以上のさらなる治療剤、例えば、１以上抗癌薬剤
、細胞毒性または細胞増殖抑制剤、ホルモン処置、ワクチンおよび／または他の免疫療法
と、さらに共製剤および／または共投与できる。他の態様において、抗体分子を、手術、
放射線、凍結手術および／または温熱療法を含む他の治療処置モダリティと組み合わせて
投与する。このような組み合わせ治療は、有利に、投与治療剤の低用量を利用でき、そう
して、多様な単剤療法と関係する毒性または合併症の可能性を避ける。
【０５０５】
例えば、ここに開示する組み合わせ治療を、標準癌処置とも組み合わせ得る。例えば、Ｐ
Ｄ－１遮断を、化学療法レジメと効率的に組み合わせ得る。これらの場合、投与する化学
療法剤の用量を減らすことが可能である(Mokyr, M. et al. (1998) Cancer Research 58:
 5301-5304)。ある態様において、ここに記載する方法および組成物を、他の抗体分子、
化学療法、他の抗癌治療(例えば、標的化抗癌治療または腫瘍溶解剤)、細胞毒性剤、免疫
ベースの治療(例えば、サイトカイン)、外科的および／または放射線処置法の１以上と組
み合わせて適用する。組み合わせて投与できる細胞毒性剤の例は、微小管阻害剤、トポイ
ソメラーゼ阻害剤、代謝拮抗剤、有糸分裂阻害剤、アルキル化剤、アントラサイクリン、
ビンカアルカロイド、挿入剤、シグナル伝達経路を妨害できる薬剤、アポトーシスを促進
する薬剤、プロテオソーム阻害剤および放射線(例えば、局所または全身照射)を含む。
【０５０６】
　癌の標準治療との組み合わせの例は、少なくとも次のものを含む。
【０５０７】
　ある態様において、組み合わせ治療を、アナストロゾール(アリミデックス(登録商標))
、ビカルタミド(カソデックス(登録商標))、硫酸ブレオマイシン(Blenoxane(登録商標))
、ブスルファン(マイレラン(登録商標))、ブスルファン注射(ブスルフェクス(登録商標))
、カペシタビン(ゼローダ(登録商標))、Ｎ４－ペントキシカルボニル－５－デオキシ－５
－フルオロシチジン、カルボプラチン(パラプラチン(登録商標))、カルムスチン(BiCNU(
登録商標))、クロラムブシル(リューケラン(登録商標))、シスプラチン(Platinol(登録商
標))、クラドリビン(ロイスタチン(登録商標))、シクロホスファミド(シトキサン(登録商
標)またはNeosar(登録商標))、シタラビン、シトシンアラビノシド(Cytosar-U(登録商標)
)、シタラビンリポソーム注射(DepoCyt(登録商標))、ダカルバジン(DTIC-Dome(登録商標)
)、ダクチノマイシン(アクチノマイシンＤ、Cosmegan)、塩酸ダウノルビシン(Cerubidine
(登録商標))、ダウノルビシンシトレートリポソーム注射(DaunoXome(登録商標))、デキサ
メサゾン、ドセタキセル(タキソテール(登録商標))、塩酸ドキソルビシン(アドリアマイ
シン(登録商標)、ルベックス(登録商標))、エトポシド(ベプシド(登録商標))、フルダラ
ビンホスフェート(フルダラ(登録商標))、５－フルオロウラシル(Adrucil(登録商標)、エ
フデックス(登録商標))、フルタミド(Eulexin(登録商標))、テザシチビン、ゲムシタビン
(ジフルオロデオキシシチジン)、ヒドロキシ尿素(ハイドレア(登録商標))、イダルビシン
(イダマイシン(登録商標))、イホスファミド(ＩＦＥＸ(登録商標))、イリノテカン(Campt
osar(登録商標))、Ｌ－アスパラギナーゼ(エルスパー(登録商標))、ロイコボリンカルシ
ウム、メルファラン(アルケラン(登録商標))、６－メルカプトプリン(ピュリネソール(登
録商標))、メトトレキサート(Folex(登録商標))、ミトキサントロン(ノバントロン(登録
商標))、マイロターグ、パクリタキセル(タキソール(登録商標))、ｎａｂ－パクリタキセ
ル(アブラキサン(登録商標))、phoenix(イットリウム９０／ＭＸ－ＤＴＰＡ)、ペントス
タチン、カルムスチンインプラントを伴うポリフェプロサン２０(グリアデル(登録商標))
、クエン酸タモキシフェン(ノルバデックス(登録商標))、テニポシド(Vumon(登録商標))
、６－チオグアニン、チオテパ、チラパザミン(Tirazone(登録商標))、注射用塩酸トポテ
カン(ハイカムチン(登録商標))、ビンブラスチン(Velban(登録商標))、ビンクリスチン(
オンコビン(登録商標))およびビノレルビン(ナベルビン(登録商標))を含むが、これらに
限定されない標準癌治療化学療法剤と組み合わせて使用する。
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【０５０８】
　アルキル化剤の例は、窒素マスタード、エチレンイミン誘導体、アルキルスルホネート
、ニトロソウレア類およびトリアゼン類)：ウラシルマスタード(アミノウラシルマスター
ド(登録商標)、Chlorethaminacil(登録商標)、Demethyldopan(登録商標)、デスメチルド
パン(登録商標)、Haemanthamine(登録商標)、Nordopan(登録商標)、ウラシル窒素マスタ
ード(登録商標)、Uracillost(登録商標)、Uracilmostaza(登録商標)、Uramustin(登録商
標)、ウラムスチン(登録商標))、クロルメチン(Mustargen(登録商標))、シクロホスファ
ミド(シトキサン(登録商標)、Neosar(登録商標)、Clafen(登録商標)、エンドキサン(登録
商標)、プロシトックス(登録商標)、RevimmuneＴＭ)、イホスファミド(Mitoxana(登録商
標))、メルファラン(アルケラン(登録商標))、クロラムブシル(リューケラン(登録商標))
、ピポブロマン(Amedel(登録商標)、Vercyte(登録商標))、トリエチレンメラミン(ヘメル
(登録商標)、Hexalen(登録商標)、ヘキサスタット(登録商標))、トリエチレンチオホスホ
ｒアミン、テモゾロミド(テモダール(登録商標))、チオテパ(Thioplex(登録商標))、ブス
ルファン(Busilvex(登録商標)、マイレラン(登録商標))、カルムスチン(BiCNU(登録商標)
)、ロムスチン(CeeNU(登録商標))、ストレプトゾシン(ザノサー(登録商標))およびダカル
バジン(DTIC-Dome(登録商標))を含むが、これらに限定されない。さらなるアルキル化剤
の例は、オキサリプラチン(Eloxatin(登録商標))；テモゾロミド(テモダール(登録商標)
およびTemodal(登録商標))；ダクチノマイシン(アクチノマイシン－Ｄ、Cosmegen(登録商
標)としてｍ既知)；メルファラン(Ｌ－ＰＡＭ、Ｌ－サルコリシンおよびフェニルアラニ
ンマスタード、アルケラン(登録商標)としても既知)；アルトレタミン(ヘキサメチルメラ
ミン(ＨＭＭ)、Hexalen(登録商標)としても既知)；カルムスチン(BiCNU(登録商標))；ベ
ンダムスチン(Treanda(登録商標))；ブスルファン(ブスルフェクス(登録商標)およびマイ
レラン(登録商標))；カルボプラチン(パラプラチン(登録商標))；ロムスチン(CCNU、Ｃee
NU(登録商標)としても既知)；シスプラチン(CDDP、Platinol(登録商標)およびPlatinol(
登録商標)-AQ)；クロラムブシル(リューケラン(登録商標)としても既知)；シクロホスフ
ァミド(シトキサン(登録商標)およびNeosar(登録商標))；ダカルバジン(DTIC、DICおよび
イミダゾールカルボキサミド、DTIC-Dome(登録商標)としても既知)；アルトレタミン(ヘ
キサメチルメラミン(ＨＭＭ)、Hexalen(登録商標)としても既知)；イホスファミド(Ifex(
登録商標))；Prednumustine；プロカルバジン(Matulane(登録商標))；メクロレタミン(窒
素マスタード、ムスチンおよび塩酸メクロロエタミン、Mustargen(登録商標)としても既
知)；ストレプトゾシン(ザノサー(登録商標))；チオテパ(チオホスホアミド、TESPAおよ
びTSPA、Thioplex(登録商標)としても既知)；シクロホスファミド(エンドキサン(登録商
標)、シトキサン(登録商標)、Neosar(登録商標)、プロシトックス(登録商標)、Revimmune
(登録商標))；およびベンダムスチンＨＣｌ(Treanda(登録商標))を含むが、これらに限定
されない。
【０５０９】
　アントラサイクリンの例は、例えば、ドキソルビシン(アドリアマイシン(登録商標)お
よびルベックス(登録商標))；ブレオマイシン(lenoxane(登録商標))；ダウノルビシン(塩
酸ダウノルビシン、ダウノマイシンおよび塩酸ルビドマイシン、Cerubidine(登録商標))
；ダウノルビシンリポソーム(ダウノルビシンシトレートリポソーム、DaunoXome(登録商
標))；ミトキサントロン(ＤＨＡＤ、ノバントロン(登録商標))；エピルビシン(EllenceTM

)；イダルビシン(イダマイシン(登録商標)、イダマイシンＰＦＳ(登録商標))；マイトマ
イシンＣ(Mutamycin(登録商標))；ゲルダナマイシン；ハービマイシン；ラビドマイシン
；およびデスアセチルラビドマイシンを含む。
【０５１０】
　ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子単独ま
たは他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)および表１の化
合物と組み合わせて)と組み合わせて使用できるビンカアルカロイド例は、ビノレルビン
タートレート(ナベルビン(登録商標))、ビンクリスチン(オンコビン(登録商標))およびビ
ンデシン(Eldisine(登録商標)))；ビンブラスチン(硫酸ビンブラスチン、ビンカロイコブ
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ラスチンおよびＶＬＢ、Ａlkaban-AQ(登録商標)およびVelban(登録商標)としても既知)；
およびビノレルビン(ナベルビン(登録商標))を含むが、これらに限定されない。
【０５１１】
　ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子単独ま
たは他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)および表１の化
合物と組み合わせて)と組み合わせて使用できるプロテオソーム阻害剤の例は、ボルテゾ
ミブ(ベルケイド(登録商標))；カルフィルゾミブ(PX-171-007、(Ｓ)－４－メチル－Ｎ－(
(Ｓ)－１－(((Ｓ)－４－メチル－１－((Ｒ)－２－メチルオキシラン－２－イル)－１－オ
キソペンタｎ－２－イル)アミノ)－１－オキソ－３－フェニルプロパン－２－イル)－２
－((Ｓ)－２－(２－モルホリノアセトアミド)－４－フェニルブタンアミド)－ペンタンア
ミド)；マリゾミブ(NPI-0052)；クエン酸イキサゾミブ(MLN-9708)；デランゾミブ(CEP-18
770)；Ｏ－メチル－Ｎ－[(２－メチル－５－チアゾリル)カルボニル]－Ｌ－セリル－Ｏ－
メチル－Ｎ－[(１Ｓ)－２－[(２Ｒ)－２－メチル－２－オキシラニル]－２－オキソ－１
－(フェニルメチル)エチル]－Ｌ－セリンアミド(ONX-0912)；ダノプレビル(RG7227、CAS 
850876-88-9)；イキサゾミブ(MLN2238、CAS 1072833-77-2)；および(Ｓ)－Ｎ－[(フェニ
ルメトキシ)カルボニル]－Ｌ－ロイシル－Ｎ－(１－ホルミル－３－メチルブチル)－Ｌ－
ロイシンアミド(MG-132、CAS 133407-82-6)を含むが、これらに限定されない。
【０５１２】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、受容体
チロシンキナーゼ(ＲＴＫ)阻害剤)と組み合わせる。チロシンキナーゼ阻害剤の例は、上
皮細胞増殖因子(ＥＧＦ)経路阻害剤(例えば、上皮細胞増殖因子受容体(ＥＧＦＲ)阻害剤)
、血管内皮細胞増殖因子(ＶＥＧＦ)経路阻害剤(例えば、血管内皮細胞増殖因子受容体(Ｖ
ＥＧＦＲ)阻害剤(例えば、ＶＥＧＦＲ－１阻害剤、ＶＥＧＦＲ－２阻害剤、ＶＥＧＦＲ－
３阻害剤))、血小板由来増殖因子(ＰＤＧＦ)経路阻害剤(例えば、血小板由来増殖因子受
容体(ＰＤＧＦＲ)阻害剤(例えば、ＰＤＧＦＲ－β阻害剤))、ＲＡＦ－１阻害剤、ＫＩＴ
阻害剤およびＲＥＴ阻害剤を含むが、これらに限定されない。ある態様において、ヘッジ
ホッグ阻害剤と組み合わせて使用する抗癌剤は、アクシチニブ(AG013736)、ボスチニブ(S
KI-606)、セジラニブ(RECENTINTM、AZD2171)、ダサチニブ(SPRYCEL(登録商標)、BMS-3548
25)、エルロチニブ(タルセバ(登録商標))、ゲフィチニブ(イレッサ(登録商標))、イマチ
ニブ(グリベック(登録商標)、CGP57148B、STI-571)、ラパチニブ(タイケルブ(登録商標)
、TYVERB(登録商標))、レスタウルチニブ(CEP-701)、ネラチニブ(HKI-272)、ニロチニブ(
タシグナ(登録商標))、セマクサニブ(セマキシニブ、SU5416)、スニチニブ(スーテント(
登録商標)、SU11248)、トセラニブ(パラディア(登録商標))、バンデタニブ(ZACTIMA(登録
商標)、ZD6474)、バタラニブ(PTK787、PTK/ZK)、トラスツズマブ(ハーセプチン(登録商標
))、ベバシズマブ(アバスチン(登録商標))、リツキシマブ(リツキサン(登録商標))、セツ
キシマブ(アービタックス(登録商標))、パニツムマブ(ベクティビックス(登録商標))、ラ
ニビズマブ(ルセンティス(登録商標))、ニロチニブ(タシグナ(登録商標))、ソラフェニブ
(ネクサバール(登録商標))、アレムツズマブ(キャンパス(登録商標))、ゲムツズマブオゾ
ガマイシン(マイロターグ(登録商標))、ENMD-2076、PCI-32765、AC220、乳酸ドビチニブ(
TKI258、CHIR-258)、BIBW 2992(TOVOKTM)、SGX523、PF-04217903、PF-02341066、PF-2998
04、BMS-777607、ABT-869、MP470、BIBF 1120(VARGATEF(登録商標))、AP24534、JNJ-2648
3327、MGCD265、DCC-2036、BMS-690154、CEP-11981、チボザニブ(AV-951)、OSI-930、MM-
121、XL-184、XL-647、XL228、AEE788、AG-490、AST-6、BMS-599626、CUDC-101、PD15303
5、ペリチニブ(EKB-569)、バンデタニブ(zactima)、WZ3146、WZ4002、WZ8040、ABT-869(
リニファニブ)、AEE788、AP24534(ポナチニブ)、AV-951(チボザニブ)、アクシチニブ、BA
Y 73-4506(レゴラフェニブ)、ブリバニブアラニナート(BMS-582664)、ブリバニブ(BMS-54
0215)、セジラニブ(AZD2171)、CHIR-258(ドビチニブ)、CP 673451、CYC116、E7080、Ki87
51、マシチニブ(AB1010)、MGCD-265、モテサニブ二リン酸塩(AMG-706)、MP-470、OSI-930



(130) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

、塩酸パゾパニブ、PD173074、トシル酸ソラフェニブ(Bay 43-9006)、SU 5402、TSU-68(S
U6668)、バタラニブ、XL880(GSK1363089、EXEL-2880)からなる群から選択される。ヘッジ
ホッグ阻害剤のさらなる例は、ビスモデギブ(２－クロロ－Ｎ－[４－クロロ－３－(２－
ピリジニル)フェニル]－４－(メチルスルホニル)－ベンズアミド、ＧＤＣ－０４４９、Ｐ
ＣＴ公開ＷＯ０６／０２８９５８号に記載)；１－(４－クロロ－３－(トリフルオロメチ
ル)フェニル)－３－((３－(４－フルオロフェニル)－３,４－ジヒドロ－４－オキソ－２
－キナゾリニル)メチル)－尿素(CAS 330796-24-2)；Ｎ－[(２Ｓ,３Ｒ,３’Ｒ,３ａＳ,４
’ａＲ,６Ｓ,６’ａＲ,６’ｂＳ,７ａＲ,１２’ａＳ,１２’ｂＳ)－２’,３’,３ａ,４,
４’,４’ａ,５,５’,６,６’,６’ａ,６’ｂ,７,７’,７ａ,８’,１０’,１２’,１２’
ａ,１２’ｂ－エイコサヒドロ－３,６,１１’,１２’ｂ－テトラメチルスピロ[フロ[３,
２－ｂ]ピリジン－２(３Ｈ),９’(１’Ｈ)－ナフト[２,１－ａ]アズレン]－３’－イル]
－メタンスルホンアミド(IPI926、CAS 1037210-93-7)；および４－フルオロ－Ｎ－メチル
－Ｎ－[１－[４－(１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル)－１－フタラジニル]－４
－ピペリジニル]－２－(トリフルオロメチル)－ベンズアミド(LY2940680、CAS 1258861-2
0-9)；およびエリスモデジブ(ＬＤＥ２２５)を含むが、これらに限定されない。選択チロ
シンキナーゼ阻害剤は、スニチニブ、エルロチニブ、ゲフィチニブ；またはソラフェニブ
エルロチニブヒドロクロライド(タルセバ(登録商標))；リニファニブ(Ｎ－[４－(３－ア
ミノ－１Ｈ－インダゾール－４－イル)フェニル]－Ｎ’－(２－フルオロ－５－メチルフ
ェニル)尿素, ABT 869としても記載、Genentechから入手可能)；スニチニブマレート(ス
ーテント(登録商標))；ボスチニブ(４－[(２,４－ジクロロ－５－メトキシフェニル)アミ
ノ]－６－メトキシ－７－[３－(４－メチルピペラジン－１－イル)プロポキシ]キノリン
－３－カルボニトリル、ＳＫＩ－６０６としても知られる、ＵＳ特許６,７８０,９９６号
に記載)；ダサチニブ(Sprycel(登録商標))；パゾパニブ(ヴォトリエント(登録商標))；ソ
ラフェニブ(ネクサバール(登録商標))；zactima(ZD6474)；およびイマチニブまたはイマ
チニブメシレート(Gilvec(登録商標)およびグリベック(登録商標)から選択される。
【０５１３】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ベバシズマブ(アバスチン(登録商標))、ア
クシチニブ(インライタ(登録商標))；ブリバニブアラニナート(BMS-582664、(Ｓ)－((Ｒ)
－１－(４－(４－フルオロ－２－メチル－１Ｈ－インドール－５－イルオキシ)－５－メ
チルピロロ[２,１－ｆ][１,２,４]トリアジン－６－イルオキシ)プロパン－２－イル)２
－アミノプロパノエート)；ソラフェニブ(ネクサバール(登録商標))；パゾパニブ(ヴォト
リエント(登録商標))；スニチニブマレート(スーテント(登録商標))；セジラニブ(AZD217
1、CAS 288383-20-1)；Vargatef(BIBF1120、CAS 928326-83-4)；フォレチニブ(GSK136308
9)；テラチニブ(BAY57-9352、CAS 332012-40-5)；アパチニブ(YN968D1、CAS 811803-05-1
)；イマチニブ(グリベック(登録商標))；ポナチニブ(AP24534、CAS 943319-70-8)；チボ
ザニブ(AV951、CAS 475108-18-0)；レゴラフェニブ(BAY73-4506、CAS 755037-03-7)；二
塩酸バタラニブ(PTK787、CAS 212141-51-0)；ブリバニブ(BMS-540215、CAS 649735-46-6)
；バンデタニブ(カプレルサ(登録商標)またはAZD6474)；モテサニブ二リン酸塩(AMG706、
CAS 857876-30-3、Ｎ－(２,３－ジヒドロ－３,３－ジメチル－１Ｈ－インドール－６－イ
ル)－２－[(４－ピリジニルメチル)アミノ]－３－ピリジンカルボキサミド、ＰＣＴ公開
ＷＯ０２／０６６４７０)号に記載；二乳酸ドビチニブ(TKI258、CAS 852433-84-2)；リニ
ファニブ(ABT869、CAS 796967-16-3)；カボザンチニブ(XL184、CAS 849217-68-1)；レス
タウルチニブ(CAS 111358-88-4)；Ｎ－[５－[[[５－(１,１－ジメチルエチル)－２－オキ
サゾリル]メチル]チオ]－２－チアゾリル]－４－ピペリジンカルボキサミド(BMS38703、C
AS 345627-80-7)；(３Ｒ,４Ｒ)－４－アミノ－１－((４－((３－メトキシフェニル)アミ
ノ)ピロロ[２,１－ｆ][１,２,４]トリアジン－５－イル)メチル)ピペリジン－３－オール
(ＢＭＳ６９０５１４)；Ｎ－(３,４－ジクロロ－２－フルオロフェニル)－６－メトキシ
－７－[[(３ａα,５β,６ａα)－オクタヒドロ－２－メチルシクロペンタ[ｃ]ピロール－
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５－イル]メトキシ]－４－キナゾリンアミン(XL647、CAS 781613-23-8)；４－メチル－３
－[[１－メチル－６－(３－ピリジニル)－１Ｈ－ピラゾロ[３,４－ｄ]ピリミジン－４－
イル]アミノ]－Ｎ－[３－(トリフルオロメチル)フェニル]－ベンズアミド(BHG712、CAS 9
40310-85-0)；およびアフリベルセプト(Eylea(登録商標))を含むが、これらに限定されな
い血管内皮細胞増殖因子(ＶＥＧＦ)受容体阻害剤と組み合わせる。
【０５１４】
　抗ＶＥＧＦ抗体例は、ハイブリドーマＡＴＣＣ　ＨＢ　１０７０９により産生されるモ
ノクローナル抗ＶＥＧＦ抗体Ａ４.６.１と同じエピトープに結合するモノクローナル抗体
；Presta et al. (1997) Cancer Res. 57:4593-4599により産生される組み換えヒト化抗
ＶＥＧＦモノクローナル抗体を含むが、これらに限定されない。ある態様において、抗Ｖ
ＥＧＦ抗体は、ｒｈｕＭＡｂ　ＶＥＧＦまたはアバスチン(登録商標)としても知られるベ
バシズマブ(ＢＶ)である。これは、ヒトＶＥＧＦのその受容体への結合を遮断する、マウ
ス抗ｈＶＥＧＦモノクローナル抗体Ａ.４.６.１由来の変異ヒトＩｇＧｌフレームワーク
領域および抗原結合相補性決定領域を含む。ベバシズマブおよび他のヒト化抗ＶＥＧＦ抗
体は、さらに、２００５年２月２６日公開の米国特許６,８８４,８７９号に記載されてい
る。さらなる抗体は、ＰＣＴ公開ＷＯ２００５／０１２３５９号、ＰＣＴ公開ＷＯ２００
５／０４４８５３号に開示のようなＧ６またはＢ２０シリーズ抗体(例えば、Ｇ６－３１
、Ｂ２０－４.１)を含み、これらの特許出願の内容を、引用により本明細書に包含させる
。さらなる抗体について、米国特許７,０６０,２６９号、６,５８２,９５９号、６,７０
３,０２０号、６,０５４,２９７号、Ｗ０９８／４５３３２号、ＷＯ９６／３００４６号
、ＷＯ９４／１０２０２号、ＥＰ０６６６８６８Ｂ１号、米国特許出願公開２００６００
９３６０号、２００５０１８６２０８号、２００３０２０６８９９号、２００３０１９０
３１７号、２００３０２０３４０９号および２００５０１１２１２６号；およびPopkov e
t al, Journal of Immunological Methods 288: 149-164 (2004)参照のこと。他の抗体は
、残基Ｆ１７、Ｍｌ　８、Ｄ１９、Ｙ２１、Ｙ２５、Ｑ８９、１９１、Ｋｌ　０１、Ｅｌ
　０３およびＣ１０４を含む、あるいは、残基Ｆ１７、Ｙ２１、Ｑ２２、Ｙ２５、Ｄ６３
、１８３およびＱ８９を含むヒトＶＥＧＦの機能的エピトープに結合するものを含む。
【０５１５】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ＰＩ３Ｋ阻害剤と組み合わせる。ある態様
において、ＰＩ３Ｋ阻害剤は、ＰＩ３Ｋのデルタおよびガンマアイソフォームの阻害剤で
ある。組み合わせて使用できるＰＩ３Ｋ阻害剤の例は、例えば、ＷＯ２０１０／０３６３
８０号、ＷＯ２０１０／００６０８６号、ＷＯ０９／１１４８７０号、ＷＯ０５／１１３
５５６号に開示され、GSK 2126458、GDC-0980、GDC-0941、Sanofi XL147、XL756、XL147
、PF-46915032、BKM 120、CAL-101、CAL 263、SF1126、PX-886およびデュアルＰＩ３Ｋ阻
害剤(例えば、Novartis BEZ235)である。ＰＩ３Ｋ阻害剤のさらなる例は、４－[２－(１
Ｈ－インダゾール－４－イル)－６－[[４－(メチルスルホニル)ピペラジン－１－イル]メ
チル]チエノ[３,２－ｄ]ピリミジン－４－イル]モルホリン(GDC 0941としても既知、ＰＣ
Ｔ公開ＷＯ０９／０３６０８２号およびＷＯ０９／０５５７３０号に記載)；２－メチル
－２－[４－[３－メチル－２－オキソ－８－(キノリン－３－イル)－２,３－ジヒドロイ
ミダゾ[４,５－ｃ]キノリン－１－イル]フェニル]プロピオニトリル(BEZ235またはNVP-BE
Z 235としても既知、ＰＣＴ公開ＷＯ０６／１２２８０６号に記載)；４－(トリフルオロ
メチル)－５－(２,６－ジモルホリノピリミジン－４－イル)ピリジン－２－アミン(ＢＫ
Ｍ１２０またはＮＶＰ－ＢＫＭ１２０としても既知、ＰＣＴ公開ＷＯ２００７／０８４７
８６に記載)；トザセルチブ(VX680またはMK-0457、CAS 639089-54-6)；(５Ｚ)－５－[[４
－(４－ピリジニル)－６－キノリニル]メチレン]－２,４－チアゾリジンジオン(GSK10596
15、CAS 958852-01-2)；(１Ｅ,４Ｓ,４ａＲ,５Ｒ,６ａＳ,９ａＲ)－５－(アセチルオキシ
)－１－[(ジ－２－プロペニルアミノ)メチレン]－４,４ａ,５,６,６ａ,８,９,９ａ－オク
タヒドロ－１１－ヒドロキシ－４－(メトキシメチル)－４ａ,６ａ－ジメチル－シクロペ
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ンタ[５,６]ナフト[１,２－ｃ]ピラン－２,７,１０(１Ｈ)－トリオン(PX866、CAS 502632
-66-8)；８－フェニル－２－(モルホリン－４－イル)－クロメン－４－オン(LY294002、C
AS 154447-36-6)；２－アミノ－８－エチル－４－メチル－６－(１Ｈ－ピラゾール－５－
イル)ピリド[２,３－ｄ]ピリミジン－７(８Ｈ)－オン(SAR 245409またはXL 765)；１,３
－ジヒドロ－８－(６－メトキシ－３－ピリジニル)－３－メチル－１－[４－(１－ピペラ
ジニル)－３－(トリフルオロメチル)フェニル]－２Ｈ－イミダゾ[４,５－ｃ]キノリン－
２－オン,、(２Ｚ)－２－ブテンジオエート(１：１)(BGT 226)；５－フルオロ－３－フェ
ニル－２－[(１Ｓ)－１－(９Ｈ－プリン－６－イルアミノ)エチル]－４(３Ｈ)－キナゾリ
ノン(ＣＡＬ１０１)；２－アミノ－Ｎ－[３－[Ｎ－[３－[(２－クロロ－５－メトキシフ
ェニル)アミノ]キノキサリン－２－イル]スルファモイル]フェニル]－２－メチルプロパ
ンアミド(SAR 245408またはXL 147)；および(Ｓ)－ピロリジン－１,２－ジカルボン酸２
－アミド１－({４－メチル－５－[２－(２,２,２－トリフルオロ－１,１－ジメチル－エ
チル)－ピリジン－４－イル]－チアゾール－２－イル}－アミド)(BYL719)を含むが、これ
らに限定されない。
【０５１６】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ｍＴＯＲ阻害剤、例えば、ラパマイシン、
テムシロリムス(トーリセル(登録商標))、AZD8055、BEZ235、BGT226、XL765、PF-4691502
、GDC0980、SF1126、OSI-027、GSK1059615、KU-0063794、WYE-354、Palomid 529 (P529)
、PF-04691502またはPKI-587、リダフォロリムス(以前はデフォロリムスとして知られ、(
１Ｒ,２Ｒ,４Ｓ)－４－[(２Ｒ)－２－[(１Ｒ,９Ｓ,１２Ｓ,１５Ｒ,１６Ｅ,１８Ｒ,１９Ｒ
,２１Ｒ、２３Ｓ,２４Ｅ,２６Ｅ,２８Ｚ,３０Ｓ,３２Ｓ,３５Ｒ)－１,１８－ジヒドロキ
シ－１９,３０－ジメトキシ－１５,１７,２１,２３、２９,３５－ヘキサメチル－２,３,
１０,１４,２０－ペンタｏｘｏ－１１,３６－ジオキサ－４－アザトリシクロ[３０.３.１
.０４,９]ヘキサトリアコンタ－１６,２４,２６,２８－テトラエン－１２－イル]プロピ
ル]－２－メトキシシクロヘキシルジメチルホスフィネート、AP23573およびMK8669として
も知られ、ＰＣＴ公開ＷＯ０３／０６４３８３号に記載)；エベロリムス(アフィニトール
(登録商標)またはRAD001)；ラパマイシン(AY22989、シロリムス(登録商標))；セマピモド
(CAS 164301-51-3)；エメシロリムス、(５－{２,４－ビス[(３Ｓ)－３－メチルモルホリ
ン－４－イル]ピリド[２,３－ｄ]ピリミジン－７－イル}－２－メトキシフェニル)メタノ
ール(AZD8055)；２－アミノ－８－[ｔｒａｎｓ－４－(２－ヒドロキシエトキシ)シクロヘ
キシル]－６－(６－メトキシ－３－ピリジニル)－４－メチル－ピリド[２,３－ｄ]ピリミ
ジン－７(８Ｈ)－オン(PF04691502、CAS 1013101-36-4)；およびＮ２－[１,４－ジオキソ
－４－[[４－(４－オキソ－８－フェニル－４Ｈ－１－ベンゾピラン－２－イル)モルホリ
ニウム－４－イル]メトキシ]ブチル]－Ｌ－アルギニルグリシル－Ｌ－α－アスパルチル
Ｌ－セリン－、分子内塩(SF1126、CAS 936487-67-1)、(１ｒ,４ｒ)－４－(４－アミノ－
５－(７－メトキシ－１Ｈ－インドール－２－イル)イミダゾ[１,５－ｆ][１,２,４]トリ
アジン－７－イル)シクロヘキサンカルボン酸(OSI-027)；およびXL765の１以上から選択
される１以上のｍＴＯＲ阻害剤と組み合わせる。
【０５１７】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ＢＲＡＦ阻害剤、例えば、GSK2118436、RG
7204、PLX4032、GDC-0879、PLX4720およびトシル酸ソラフェニブ(Bay 43-9006)と組み合
わせる。さらなる態様において、ＢＲＡＦ阻害剤は、レゴラフェニブ(BAY73-4506, CAS 7
55037-03-7)；チボザニブ(AV951、CAS 475108-18-0)；ベムラフェニブ(Zelboraf(登録商
標)、PLX-4032、CAS 918504-65-1)；エンコラフェニブ(LGX818としても知られる)；１－
メチル－５－[[２－[５－(トリフルオロメチル)－１Ｈ－イミダゾール－２－イル]－４－
ピリジニル]オキシ]－Ｎ－[４－(トリフルオロメチル)フェニル－１Ｈ－ベンズイミダゾ
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ール－２－アミン(RAF265、CAS 927880-90-8)；５－[１－(２－ヒドロキシエチル)－３－
(ピリジン－４－イル)－１Ｈ－ピラゾール－４－イル]－２,３－ジヒドロインデン－１－
オンオキシム(GDC-0879、CAS 905281-76-7)；５－[２－[４－[２－(ジメチルアミノ)エト
キシ]フェニル]－５－(４－ピリジニル)－１Ｈ－イミダゾール－４－イル]－２,３－ジヒ
ドロ－１Ｈ－インデン－１－オンオキシム(GSK2118436またはSB590885)；(＋／－)－メチ
ル(５－(２－(５－クロロ－２－メチルフェニル)－１－ヒドロキシ－３－オキソ－２,３
－ジヒドロ－１Ｈ－イソインドール－１－イル)－１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル)
カルバメート(XL-281およびBMS908662としても知られる)およびＮ－(３－(５－クロロ－
１Ｈ－ピロロ[２,３－ｂ]ピリジン－３－カルボニル)－２,４－ジフルオロフェニル)プロ
パン－１－スルホンアミド(PLX4720としても知られる)を含むが、これらに限定されない
。
【０５１８】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ＭＥＫ阻害剤と組み合わせる。ある態様に
おいて、抗ＰＤ－１抗体とＭＥＫ阻害剤の組み合わせを、使用して、癌(例えば、ここに
記載する癌)を処置する。ある態様において、組み合わせで処置する癌は、黒色腫、結腸
直腸癌、非小細胞性肺癌、卵巣癌、乳癌、前立腺癌、膵臓癌、造血器腫瘍または腎細胞癌
から選択される。ある態様において、癌は、ＢＲＡＦ変異(例えば、ＢＲＡＦ　Ｖ６００
Ｅ変異)、ＢＲＡＦ野生型、ＫＲＡＳ野生型または活性化ＫＲＡＳ変異を含む。癌は、初
期、中期または後期であり得る。セルメチニブ(５－[(４－ブロモ－２－クロロフェニル)
アミノ]－４－フルオロ－Ｎ－(２－ヒドロキシエトキシ)－１－メチル－１Ｈ－ベンゾイ
ミダゾール－６－カルボキサミド、AZD6244またはARRY 142886としても知られ、ＰＣＴ公
開ＷＯ２００３０７７９１４号に記載)；ARRY-142886トラメチニブジメチルスルホキシド
(GSK-1120212、CAS 1204531-25-80)；G02442104(GSK1120212としても知られる)、RDEA436
；Ｎ－[３,４－ジフルオロ－２－[(２－フルオロ－４－ヨードフェニル)アミノ]－６－メ
トキシフェニル]－１－[(２Ｒ)－２,３－ジヒドロキシプロピル]－シクロプロパンスルホ
ンアミド(RDEA119またはBAY869766としても知られ、ＰＣＴ公開ＷＯ２００７０１４０１
１号に記載)；RDEA119/BAY 869766、AS703026；G00039805(AZD-6244またはセルメチニブ
としても知られる)、BIX 02188；BIX 02189；２－[(２－クロロ－４－ヨードフェニル)ア
ミノ]－Ｎ－(シクロプロピルメトキシ)－３,４－ジフルオロ－ベンズアミド(CI-1040また
はPD184352としても知られ、ＰＣＴ公開ＷＯ２００００３５４３６号に記載)；CI-1040(P
D-184352)、Ｎ－[(２Ｒ)－２,３－ジヒドロキシプロポキシ]－３,４－ジフルオロ－２－[
(２－フルオロ－４－ヨードフェニル)アミノ]－ベンズアミド(PD0325901としても知られ
、ＰＣＴ公開ＷＯ２００２００６２１３号に記載)；ＰＤ０３２５９０１２’－アミノ－
３’－メトキシフラボン(Biaffin GmbH & Co.、KG、Germanyから入手可能なPD98059とし
て知られる)；PD98059、２,３－ビス[アミノ[(２－アミノフェニル)チオ]メチレン]－ブ
タンジニトリル(U0126としても知られ、ＵＳ特許２,７７９,７８０号に記載)；U0126、XL
-518(GDC-0973、CasNo. 1029872-29-4として知られ、ACC Corp.から入手可能)；GDC-0973
(メタノン、[３,４－ジフルオロ－２－[(２－フルオロ－４－ヨードフェニル)アミノ]フ
ェニル][３－ヒドロキシ－３－(２５)－２－ピペリジニル－ｌ－アゼチジニル]－)、G-38
963；およびG02443714(AS703206としても知られる)またはその薬学的に許容される塩もし
くは溶媒和物を含むが、これらに限定されないあらゆるＭＥＫ阻害剤を、組み合わせて使
用できる。さらなるＭＥＫ阻害剤の例は、ＷＯ２０１３／０１９９０６号、ＷＯ０３／０
７７９１４号、ＷＯ２００５／１２１１４２号、ＷＯ２００７／０４４１５号、ＷＯ２０
０８／０２４７２５号およびＷＯ２００９／０８５９８３号に開示され、これらの内容を
、引用により本明細書に包含させる。ＭＥＫ阻害剤のさらなる例は、ビニメチニブ(６－(
４－ブロモ－２－フルオロフェニルアミノ)－７－フルオロ－３－メチル－３Ｈ－ベンゾ
イミダゾール－５－カルボン酸(２－ヒドロキシエトキシ)－アミド、MEK162、CAS 107366
6-70-2としても知られ、ＰＣＴ公開ＷＯ２００３０７７９１４号に記載)；２,３－ビス[
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アミノ[(２－アミノフェニル)チオ]メチレン]－ブタンジニトリル(U0126としても知られ
、ＵＳ特許２,７７９,７８０号に記載)；(３Ｓ,４Ｒ,５Ｚ,８Ｓ,９Ｓ,１１Ｅ)－１４－(
エチルアミノ)－８,９,１６－トリヒドロキシ－３,４－ジメチル－３,４,９、１９－テト
ラヒドロ－１Ｈ－２－ベンズオキサシクロテトラデシン－１,７(８Ｈ)－ジオン](E6201と
しても知られ、ＰＣＴ公開ＷＯ２００３０７６４２４号に記載)；ベムラフェニブ(PLX-40
32、CAS 918504-65-1)；(Ｒ)－３－(２,３－ジヒドロキシプロピル)－６－フルオロ－５
－(２－フルオロ－４－ヨードフェニルアミノ)－８－メチルピリド[２,３－ｄ]ピリミジ
ン－４,７(３Ｈ,８Ｈ)－ジオン(TAK-733、CAS 1035555-63-5)；ピマセルチブ(AS-703026
、CAS 1204531-26-9)；２－(２－フルオロ－４－ヨードフェニルアミノ)－Ｎ－(２－ヒド
ロキシエトキシ)－１,５－ジメチル－６－オキソ－１,６－ジヒドロピリジン－３－カル
ボキサミド(AZD 8330)；および３,４－ジフルオロ－２－[(２－フルオロ－４－ヨードフ
ェニル)アミノ]－Ｎ－(２－ヒドロキシエトキシ)－５－[(３－オキソ－[１,２]オキサジ
ンアン－２－イル)メチル]ベンズアミド(CH 4987655またはRo 4987655)を含むが、これら
に限定されない。
【０５１９】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療(例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－
Ｌ１抗体分子単独または他の免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体
分子)および表１の化合物と組み合わせて)は、ＪＡＫ２阻害剤、例えば、CEP-701、INCB1
8424、CP-690550(タソシチニブ)と組み合わせる。ＪＡＫ阻害剤の例は、ルキソリチニブ(
Jakafi(登録商標))；トファシチニブ(CP690550)；アクシチニブ(AG013736, CAS 319460-8
5-0)；５－クロロ－Ｎ２－[(１Ｓ)－１－(５－フルオロ－２－ピリミジニル)エチル]－Ｎ
４－(５－メチル－１Ｈ－ピラゾール－３－イル)－ｌ２,４－ピリミジンジアミン(AZD148
0, CAS 935666-88-9)；(９Ｅ)－１５－[２－(１－ピロリジニル)エトキシ]－７,１２,２
６－トリオキサ－１９,２１,２４－トリアザテトラシクロ[１８.３.１.１２,５.１１４,
１８]－ヘキサコサ－１(２４),２,４,９,１４,１６,１８(２５),２０,２２－ノナエン(SB
-1578, CAS 937273-04-6)；モメロチニブ(CYT 387)；バリシチニブ(INCB-028050またはLY
-3009104)；パクリチニブ(SB1518)；(１６Ｅ)－１４－メチル－２０－オキサ－５,７,１
４,２７－テトラアザテトラシクロ[１９.３.１.１２,６.１８,１２]ヘプタコサ－１(２５
),２,４,６(２７),８,１０,１２(２６),１６,２１,２３－デカエン(SB 1317)；ガンドチ
ニブ(LY 2784544)；およびＮ,Ｎ－ジシクロプロピル－４－[(１,５－ジメチル－１Ｈ－ピ
ラゾール－３－イル)アミノ]－６－エチル－１,６－ジヒドロ－１－メチル－イミダゾ[４
,５－ｄ]ピロロ[２,３－ｂ]ピリジン－７－カルボキサミド(BMS 911543)を含むが、これ
らに限定されない。
【０５２０】
　ある態様において、ここに開示する組み合わせ治療は、パクリタキセルまたはパクリタ
キセル剤、例えば、タキソール(登録商標)、タンパク質結合パクリタキセル(例えば、ア
ブラキサン(登録商標))を含む。パクリタキセル剤の例は、ナノ粒子アルブミン結合パク
リタキセル(アブラキサン、Abraxis Bioscienceから販売)、ドコサヘキサエン酸結合パク
リタキセル(ＤＨＡ－パクリタキセル、Taxoprexin、Protargaから販売)、ポリグルタメー
ト結合パクリタキセル(ＰＧ－パクリタキセル、パクリタキセル・ポリグルメックス、CT-
2103、XYOTAX、Cell Therapeuticから販売)、腫瘍活性化プロドラッグ(ＴＡＰ)、ＡＮＧ
１０５(パクリタキセル３分子に結合したＡｎｇｉｏｐｅｐ－２、ImmunoGenから販売)、
パクリタキセル－ＥＣ－１(ｅｒｂＢ２認識ペプチドＥＣ－１に結合したパクリタキセル
；Li et al., Biopolymers (2007) 87:225-230参照)およびグルコース－コンジュゲート
パクリタキセル(例えば、２’－パクリタキセルメチル２－グルコピラノシルスクシネー
ト、Liu et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2007) 17:617-620参照)
を含むが、これらに限定されない。
【０５２１】
　ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の免疫調
節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて、キラー細胞免
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疫グロブリン様受容体に対する抗体(ここでは“抗ＫＩＲ抗体”とも証する)と組み合わせ
て投与する。ある態様において、ここに記載する抗ＰＤ－１抗体分子と抗ＫＩＲ抗体の組
み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記載するような癌(例えば、固形腫瘍、例えば
、進行型固形腫瘍)を処置する。
【０５２２】
　ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の免疫調
節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて、細胞性免疫療
法(例えば、プロベンジ(例えば、シプリューセル))および所望によりシクロホスファミド
と組み合わせて組み合わせて投与する。ある態様において、抗ＰＤ－１抗体分子、プロベ
ンジおよび／またはシクロホスファミドの組み合わせを使用して、癌、例えば、ここに記
載するような癌(例えば、前立腺癌、例えば、進行型前立腺癌)を処置する。
【０５２３】
　他の態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の免疫調
節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて、ワクチン、例
えば、樹状細胞腎臓癌(ＤＣ－ＲＣＣ)ワクチンと組み合わせて投与する。ある態様におい
て、抗ＰＤ－１抗体分子とＤＣ－ＲＣＣワクチンの組み合わせを使用して、癌、例えば、
ここに記載するような癌(例えば、腎臓癌、例えば、転移腎細胞癌(ＲＣＣ)または明細胞
腎細胞癌(ＣＣＲＣＣ))を処置する。
【０５２４】
　さらに別の態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の
免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて、化学療
法および／または免疫療法と組み合わせて投与する。例えば、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ
１抗体分子を使用して、単独で、または化学療法または他の抗癌薬剤(例えば、サリドマ
イドアナログ、例えば、レナリドマイド)、抗ＴＩＭ－３抗体、腫瘍抗原パルス樹状細胞
、腫瘍細胞と樹状細胞の融合(例えば、電気融合)または悪性形質細胞により産生される免
疫グロブリンイディオタイプでのワクチン接種の１以上と組み合わせて、骨髄腫を処置す
る。ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、抗ＴＩＭ－３抗体と組
み合わせて使用して、骨髄腫、例えば、多発性骨髄腫を処置する。
【０５２５】
　ある態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の免疫調
節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて、化学療法と組
み合わせて使用して、肺癌、例えば、非小細胞性肺癌を処置する。ある態様において、抗
ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、肺癌処置のための白金ダブレット治療と組み合わ
せる。
【０５２６】
　さらに別の態様において、抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、単独でまたは他の
免疫調節剤(例えば、抗ＬＡＧ－３または抗ＴＩＭ－３抗体分子)と組み合わせて使用して
、腎臓癌、例えば、腎細胞癌(ＲＣＣ)(例えば、明細胞腎細胞癌(ＣＣＲＣＣ)または転移
ＲＣＣを処置する。抗ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１抗体分子を、免疫ベース戦略(例えば、
インターロイキン－２またはインターフェロン－α)、標的化剤(例えば、ＶＥＧＦへのモ
ノクローナル抗体のようなＶＥＧＦ阻害剤)；スニチニブ、ソラフェニブ、アクシチニブ
およびパゾパニブのようなＶＥＧＦチロシンキナーゼ阻害剤；ＲＮＡｉ阻害剤)またはＶ
ＥＧＦシグナル伝達の下流メディエーターの阻害剤、例えば、ラパマイシンの哺乳動物標
的(ｍＴＯＲ)阻害剤、例えば、エベロリムスおよびテムシロリムスの１以上と組み合わせ
て投与できる。
【０５２７】
　膵臓癌の処置のための組み合わせに使用する適当な治療の例は、化学療法剤、例えば、
パクリタキセルまたはパクリタキセル剤(例えば、タキソール、アルブミン安定化ナノ粒
子パクリタキセル製剤(例えば、アブラキサン)またはリポソームパクリタキセル製剤のよ
うなパクリタキセル製剤)；ゲムシタビン(例えば、ゲムシタビン単独またはAXP107-11と
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の組み合わせ)；オキサリプラチン、５－フルオロウラシル、カペシタビン、ルビテカン
、塩酸エピルビシン、NC-6004、シスプラチン、ドセタキセル(例えば、タキソテール)、
マイトマイシンＣ、イホスファミドのような他の化学療法剤；インターフェロン；チロシ
ンキナーゼ阻害剤(例えば、ＥＧＦＲ阻害剤(例えば、エルロチニブ、パニツムマブ、セツ
キシマブ、ニモツズマブ)；ＨＥＲ２／ｎｅｕ受容体阻害剤(例えば、トラスツズマブ)；
デュアルキナーゼ阻害剤(例えば、ボスチニブ、サラカチニブ、ラパチニブ、バンデタニ
ブ)；多キナーゼ阻害剤(例えば、ソラフェニブ、スニチニブ、XL184、パゾパニブ)；ＶＥ
ＧＦ阻害剤(例えば、ベバシズマブ、AV-951、ブリバニブ)；放射免疫療法(例えば、ＸＲ
３０３)；癌ワクチン(例えば、GVAX、サバイビンペプチド)；ＣＯＸ－２阻害剤(例えば、
セレコキシブ)；ＩＧＦ－１受容体阻害剤(例えば、AMG 479、MK-0646)；ｍＴＯＲ阻害剤(
例えば、エベロリムス、テムシロリムス)；ＩＬ－６阻害剤(例えば、CNTO 328)；サイク
リン依存性キナーゼ阻害剤(例えば、P276-00、UCN-01)；改変されたエネルギー代謝指向(
ＡＥＭＤ)化合物(例えば、CPI-613)；ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、ボリノスタット)；ＴＲＡ
ＩＬ受容体２(ＴＲ－２)アゴニスト(例えば、コナツムマブ)；ＭＥＫ阻害剤(例えば、AS7
03026、セルメチニブ、GSK1120212)；Ｒａｆ／ＭＥＫデュアルキナーゼ阻害剤(例えば、R
O5126766)；ノッチシグナル伝達阻害剤(例えば、MK0752)；モノクローナル抗体－抗体融
合タンパク質(例えば、L19IL2)；クルクミン；ＨＳＰ９０阻害剤(例えば、タネスピマイ
シン、STA-9090)；ｒＩＬ－２；、デニロイキンジフチトクス；トポイソメラーゼ１阻害
剤(例えば、イリノテカン、PEP02)；スタチン(例えば、シンバスタチン)；因子VIIａ阻害
剤(例えば、PCI-27483)；ＡＫＴ阻害剤(例えば、RX-0201)；低酸素症活性化プロドラッグ
(例えば、TH-302)；塩酸メトホルミン、ガンマ－セクレターゼ阻害剤(例えば、RO4929097
)；リボヌクレオチドレダクターゼ阻害剤(例えば、３－ＡＰ)；免疫毒素(例えば、HuC242
-DM4)；ＰＡＲＰ阻害剤(例えば、KU-0059436、ベリパリブ)；ＣＴＬＡ－４阻害剤(例えば
、CP-675,206、イピリムマブ)；ＡｄＶ－ｔｋ治療；プロテアソーム阻害剤(例えば、ボル
テゾミブ(ベルケイド)、NPI-0052)；チアゾリジンジオン(例えば、ピオグリタゾン)；Ｎ
ＰＣ－１Ｃ；オーロラキナーゼ阻害剤(例えば、R763/AS703569)、ＣＴＧＦ阻害剤(例えば
、FG-3019)；siG12D LODER；および放射線療法(例えば、トモセラピー、定位的放射線、
プロトン治療)、手術およびこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。ある
態様において、パクリタキセルまたはパクリタキセル剤とゲムシタビンの組み合わせを、
ここに記載する抗ＰＤ－１抗体分子と使用できる。
【０５２８】
　小細胞肺癌の処置のための組み合わせに使用する適当な治療の例は、化学療法剤、例え
ば、エトポシド、カルボプラチン、シスプラチン、イリノテカン、トポテカン、ゲムシタ
ビン、リポソームＳＮ－３８、ベンダムスチン、テモゾロミド、ベロテカン、NK012、FR9
01228、フラボピリドール)；チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、ＥＧＦＲ阻害剤(例えば、
エルロチニブ、ゲフィチニブ、セツキシマブ、パニツムマブ)；多キナーゼ阻害剤(例えば
、ソラフェニブ、スニチニブ)；ＶＥＧＦ阻害剤(例えば、ベバシズマブ、バンデタニブ)
；癌ワクチン(例えば、GVAX)；Ｂｃｌ－２阻害剤(例えば、オブリメルセンナトリウム、A
BT-263)；プロテアソーム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ(ベルケイド)、NPI-0052)、パク
リタキセルまたはパクリタキセル剤；ドセタキセル；ＩＧＦ－１受容体阻害剤(例えば、A
MG 479)；ＨＧＦ／ＳＦ阻害剤(例えば、AMG 102、MK-0646)；クロロキン；オーロラキナ
ーゼ阻害剤(例えば、MLN8237)；放射免疫療法(例えば、ＴＦ２)；ＨＳＰ９０阻害剤(例え
ば、タネスピマイシン、ＳＴＡ－９０９０)；ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス)；
Ｅｐ－ＣＡＭ－／ＣＤ３－二特異的抗体(例えば、ＭＴ１１０)；ＣＫ－２阻害剤(例えば
、CX-4945)；ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、ベリノスタット)；ＳＭＯアンタゴニスト(例えば
、BMS 833923)；ペプチド癌ワクチンおよび放射線療法(例えば、強度調節放射線療法(Ｉ
ＭＲＴ)、少分割放射線療法、低酸素症ガイド放射線療法)、手術およびこれらの組み合わ
せ。
【０５２９】
　非小細胞性肺癌の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、化学療法剤、
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例えば、ビノレルビン、シスプラチン、ドセタキセル、ペメトレキセドジナトリウム、エ
トポシド、ゲムシタビン、カルボプラチン、リポソームSN-38、TLK286、テモゾロミド、
トポテカン、ペメトレキセドジナトリウム、アザシチジン、イリノテカン、テガフール－
ギメラシル－オテラシルカリウム、サパシタビン)；チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、Ｅ
ＧＦＲ阻害剤(例えば、エルロチニブ、ゲフィチニブ、セツキシマブ、パニツムマブ、ネ
シツムマブ、PF-00299804、ニモツズマブ、RO5083945)、ＭＥＴ阻害剤(例えば、PF-02341
066、ARQ 197)、ＰＩ３Ｋキナーゼ阻害剤(例えば、XL147、GDC-0941)、Ｒａｆ／ＭＥＫデ
ュアルキナーゼ阻害剤(例えば、RO5126766)、ＰＩ３Ｋ／ｍＴＯＲデュアルキナーゼ阻害
剤(例えば、XL765)、ＳＲＣ阻害剤(例えば、ダサチニブ)、デュアル阻害剤(例えば、BIBW
 2992、GSK1363089、ZD6474、AZD0530、AG-013736、ラパチニブ、MEHD7945A、リニファニ
ブ)、多キナーゼ阻害剤(例えば、ソラフェニブ、スニチニブ、パゾパニブ、ＡMG 706、XL
184、MGCD265、BMS-690514、R935788)、ＶＥＧＦ阻害剤(例えば、endostar、エンドスタ
チン、ベバシズマブ、セジラニブ、BIBF 1120、アクシチニブ、チボザニブ、AZD2171)、
癌ワクチン(例えば、BLP25リポソームワクチン、ＧＶＡＸ、組み換えＤＮＡおよびＬ５２
３Ｓタンパク質を発現するアデノウイルス)、Ｂｃｌ－２阻害剤(例えば、オブリメルセン
ナトリウム)、プロテアソーム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ、カルフィルゾミブ、NPI-00
52、MLN9708)、パクリタキセルまたはパクリタキセル剤、ドセタキセル、ＩＧＦ－１受容
体阻害剤(例えば、シクスツムマブ、MK-0646、OSI 906、CP-751,871、BIIB022)、ヒドロ
キシクロロキン、ＨＳＰ９０阻害剤(例えば、タネスピマイシン、STA-9090、AUY922、XL8
88)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス、テムシロリムス、リダフォロリムス)、Ｅ
ｐ－ＣＡＭ－／ＣＤ３－二特異的抗体(例えば、MT110)、ＣＫ－２阻害剤(例えば、CX-494
5)、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、MS 275、LBH589、ボリノスタット、バルプロ酸、FR901228)
、ＤＨＦＲ阻害剤(例えば、プララトレキサート)、レチノイド(例えば、ベキサロテン、
トレチノイン)、抗体－薬物コンジュゲート(例えば、SGN-15)、ビスホスホネート(例えば
、ゾレドロン酸)、癌ワクチン(例えば、ベラゲンプマツセル－Ｌ)、低分子量ヘパリン(Ｌ
ＭＷＨ)(例えば、チンザパリン、エノキサパリン)、GSK1572932A、メラトニン、タラクト
フェリン、ジメスナ、トポイソメラーゼ阻害剤(例えば、アムルビシン、エトポシド、カ
レニテシン)、ネルフィナビル、シレンギチド、ＥｒｂＢ３阻害剤(例えば、MM-121、U3-1
287)、サバイビン阻害剤(例えば、YM155、LY2181308)、エリブリンメシレート、ＣＯＸ－
２阻害剤(例えば、セレコキシブ)、ペグフィルグラスチム、ポロ様キナーゼ１阻害剤(例
えば、BI 6727)、ＴＲＡＩＬ受容体２(ＴＲ－２)アゴニスト(例えば、CS-1008)、ＣＮＧ
ＲＣペプチド－ＴＮＦアルファコンジュゲート、ジクロロアセテート(ＤＣＡ)、ＨＧＦ阻
害剤(例えば、SCH 900105)、SAR240550、ＰＰＡＲ－ガンマアゴニスト(例えば、ＣＳ－７
０１７)、ガンマ－セクレターゼ阻害剤(例えば、RO4929097)、ｅｐｉ遺伝子治療(例えば
、５－アザシチジン)、ニトログリセリン、ＭＥＫ阻害剤(例えば、AZD6244)、サイクリン
依存性キナーゼ阻害剤(例えば、UCN-01)、コレステロール－Fus1、抗チューブリン剤(例
えば、E7389)、ファルネシル－ＯＨ－トランスフェラーゼ阻害剤(例えば、ロナファルニ
ブ)、免疫毒素(例えば、BB-10901、SS1(dsFv)PE38)、フォンダパリヌクス、血管破壊剤(
例えば、AVE8062)、ＰＤ－Ｌ１阻害剤(例えば、MDX-1105、MDX-1106)、ベータ－グルカン
、ＮＧＲ－ｈＴＮＦ、EMD 521873、ＭＥＫ阻害剤(例えば、GSK1120212)、エポチロンアナ
ログ(例えば、イクサベピロン)、キネシン紡錘阻害剤(例えば、４ＳＣ－２０５)、テロメ
アを標的化する薬剤(例えば、KML-001)、Ｐ７０経路阻害剤(例えば、LY2584702)、ＡＫＴ
阻害剤(例えば、MK-2206)、血管形成阻害剤(例えば、レナリドマイド)、ノッチシグナル
伝達阻害剤(例えば、OMP-21M18)、放射線療法、手術およびこれらの組み合わせを含むが
、これらに限定されない。
【０５３０】
　卵巣癌の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、化学療法剤(例えば、
パクリタキセルまたはパクリタキセル剤；ドセタキセル；カルボプラチン；ゲムシタビン
；ドキソルビシン；トポテカン；シスプラチン；イリノテカン、TLK286、イホスファミド
、オラパリブ、オキサリプラチン、メルファラン、ペメトレキセドジナトリウム、SJG-13
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6、シクロホスファミド、エトポシド、デシタビン)；グレリンアンタゴニスト(例えば、A
EZS-130)、免疫療法(例えば、APC8024、オレゴボマブ、OPT-821)、チロシンキナーゼ阻害
剤(例えば、ＥＧＦＲ阻害剤(例えば、エルロチニブ)、デュアル阻害剤(例えば、Ｅ７０８
０)、多キナーゼ阻害剤(例えば、AZD0530、JI-101、ソラフェニブ、スニチニブ、パゾパ
ニブ)、ON 01910.Na)、ＶＥＧＦ阻害剤(例えば、ベバシズマブ、BIBF 1120、セジラニブ
、ＡＺＤ２１７１)、ＰＤＧＦＲ阻害剤(例えば、IMC-3G3)、パクリタキセル、トポイソメ
ラーゼ阻害剤(例えば、カレニテシン、イリノテカン)、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、バロプ
ロエート、ボリノスタット)、葉酸受容体阻害剤(例えば、ファーレツズマブ)、アンギオ
ポエチン阻害剤(例えば、AMG 386)、エポチロンアナログ(例えば、イクサベピロン)、プ
ロテアソーム阻害剤(例えば、カルフィルゾミブ)、ＩＧＦ－１受容体阻害剤(例えば、OSI
 906、AMG 479)、ＰＡＲＰ阻害剤(例えば、ベリパリブ、AG014699、イニパリブ、ＭＫ－
４８２７)、オーロラキナーゼ阻害剤(例えば、MLN8237、ENMD-2076)、血管形成阻害剤(例
えば、レナリドマイド)、ＤＨＦＲ阻害剤(例えば、プララトレキサート)、放射線療法剤(
例えば、Hu3S193)、スタチン(例えば、ロバスタチン)、トポイソメラーゼ１阻害剤(例え
ば、NKTR-102)、癌ワクチン(例えば、ｐ５３合成長ペプチドワクチン、自己ＯＣ－ＤＣワ
クチン)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、テムシロリムス、エベロリムス)、ＢＣＲ／ＡＢＬ阻
害剤(例えば、イマチニブ)、ＥＴ－Ａ受容体アンタゴニスト(例えば、ZD4054)、ＴＲＡＩ
Ｌ受容体２(ＴＲ－２)アゴニスト(例えば、ＣＳ－１００８)、ＨＧＦ／ＳＦ阻害剤(例え
ば、AMG 102)、EGEN-001、ポロ様キナーゼ１阻害剤(例えば、BI 6727)、ガンマ－セクレ
ターゼ阻害剤(例えば、RO4929097)、Ｗｅｅ－１阻害剤(例えば、ＭＫ－１７７５)、抗チ
ューブリン剤(例えば、ビノレルビン、E7389)、免疫毒素(例えば、デニロイキンジフチト
クス)、ＳＢ－４８５２３２、血管破壊剤(例えば、AVE8062)、インテグリン阻害剤(例え
ば、EMD 525797)、キネシン紡錘阻害剤(例えば、4SC-20５)、レブリミド、ＨＥＲ２阻害
剤(例えば、MGAH22)、ＥｒｒＢ３阻害剤(例えば、MM-121)、放射線療法；およびこれらの
組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【０５３１】
　骨髄腫の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、単独でまたは化学療法
または他の抗癌薬剤(例えば、サリドマイドアナログ、例えば、レナリドマイド)、ＨＳＣ
Ｔ(Cook, R. (2008) J Manag Care Pharm. 14(7 Suppl):19-25)、抗ＴＩＭ－３抗体(Hall
ett, WHD et al. (2011) J of American Society for Blood and Marrow Transplantatio
n 17(8):1133-145)、腫瘍抗原パルス樹状細胞、腫瘍細胞と樹状細胞の融合(例えば、電気
融合)または悪性形質細胞により産生される免疫グロブリンイディオタイプでのワクチン
接種(Yi, Q. (2009) Cancer J. 15(6):502-10にれぎゅー)の１以上の組み合わせである。
【０５３２】
　腎臓癌、例えば、腎細胞癌(ＲＣＣ)または転移ＲＣＣの処置の組み合わせに使用するた
めの適当な治療の例。抗ＰＤ－１抗体分子を、免疫ベース戦略(例えば、インターロイキ
ン－２またはインターフェロン－α)、標的化剤(例えば、ＶＥＧＦへのモノクローナル抗
体のようなＶＥＧＦ阻害剤、例えば、ベバシズマブ(Rini, B.I. et al. (2010) J. Clin.
 Oncol. 28(13):2137-2143))；スニチニブ、ソラフェニブ、アクシチニブおよびパゾパニ
ブのようなＶＥＧＦチロシンキナーゼ阻害剤(Pal. S.K. et al. (2014) Clin. Advances 
in Hematology & Oncology 12(2):90-99)にレビュー)；ＲＮＡｉ阻害剤)またはＶＥＧＦ
シグナル伝達の下流メディエーターの阻害剤、例えば、ラパマイシンの哺乳動物標的(ｍ
ＴＯＲ)阻害剤、例えば、エベロリムスおよびテムシロリムス(Hudes, G. et al. (2007) 
N. Engl. J. Med. 356(22):2271-2281, Motzer, R.J. et al. (2008) Lancet 372: 449-4
56)の１以上と組み合わせて投与できる。
【０５３３】
　本発明により慢性骨髄性白血病(ＡＭＬ)の処置の組み合わせに使用するための適当な治
療の例は、化学療法(例えば、シタラビン、ヒドロキシ尿素、クロファラビン、メルファ
ラン、チオテパ、フルダラビン、ブスルファン、エトポシド、コルジセピン、ペントスタ
チン、カペシタビン、アザシチジン、シクロホスファミド、クラドリビン、トポテカン)
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、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、ＢＣＲ／ＡＢＬ阻害剤(例えば、イマチニブ、ニロチ
ニブ)、ON 01910.Na、デュアル阻害剤(例えば、ダサチニブ、ボスチニブ)、多キナーゼ阻
害剤(例えば、DCC-2036、ポナチニブ、ソラフェニブ、スニチニブ、RGB-286638))、イン
ターフェロンアルファ、ステロイド、アポトーシス剤(例えば、オマセタキシンメペスク
シナート)、免疫療法(例えば、同種ＣＤ４＋記憶Ｔｈ１様Ｔ細胞／微粒子結合抗ＣＤ３／
抗ＣＤ２８、自己サイトカイ誘発キラー細胞(ＣＩＫ)、ＡＨＮ－１２)、ＣＤ５２をター
ゲティングする薬剤(例えば、アレムツズマブ)、ＨＳＰ９０阻害剤(例えば、タネスピマ
イシン、STA-9090、AUY922、XL888)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス)、ＳＭＯア
ンタゴニスト(例えば、BMS 833923)、リボヌクレオチドレダクターゼ阻害剤(例えば、3-A
P)、ＪＡＫ－２阻害剤(例えば、INCB018424)、ヒドロキシクロロキン、レチノイド(例え
ば、フェンレチニド)、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤(例えば、UCN-01)、ＨＤＡＣ阻
害剤(例えば、ベリノスタット、ボリノスタット、JNJ-26481585)、ＰＡＲＰ阻害剤(例え
ば、ベリパリブ)、ＭＤＭ２アンタゴニスト(例えば、RO5045337)、オーロラＢキナーゼ阻
害剤(例えば、ＴＡＫ－９０１)、放射免疫療法(例えば、アクチニウム－２２５標識抗Ｃ
Ｄ３３抗体ＨｕＭ１９５)、ヘッジホッグ阻害剤(例えば、PF-04449913)、ＳＴＡＴ３阻害
剤(例えば、OPB-31121)、KB004、癌ワクチン(例えば、AG858)、骨髄移植、幹細胞移植、
放射線療法およびこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【０５３４】
　慢性リンパ性白血病(ＣＬＬ)の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、
化学療法剤(例えば、フルダラビン、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリス
チン、クロラムブシル、ベンダムスチン、クロラムブシル、ブスルファン、ゲムシタビン
、メルファラン、ペントスタチン、ミトキサントロン、５－アザシチジン、ペメトレキセ
ドジナトリウム)、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、ＥＧＦＲ阻害剤(例えば、エルロチ
ニブ)、ＢＴＫ阻害剤(例えば、PCI-32765)、多キナーゼ阻害剤(例えば、MGCD265、RGB-28
6638)、ＣＤ－２０標的化剤(例えば、リツキシマブ、オファツムマブ、RO5072759、LFB-R
603)、ＣＤ５２をターゲティングする薬剤(例えば、アレムツズマブ)、プレドニゾロン、
ダルベポエチンアルファ、レナリドマイド、Ｂｃｌ－２阻害剤(例えば、ABT-263)、免疫
療法(例えば、同種ＣＤ４＋記憶Ｔｈ１様Ｔ細胞／微粒子結合抗ＣＤ３／抗ＣＤ２８、自
己サイトカイ誘発キラー細胞(ＣＩＫ))、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、ボリノスタット、バル
プロ酸、LBH589、JNJ-26481585、AR-42)、ＸＩＡＰ阻害剤(例えば、ＡＥＧ３５１５６)、
ＣＤ－７４標的化剤(例えば、ミラツズマブ)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス)、
ＡＴ－１０１、免疫毒素(例えば、CAT-8015、抗Ｔａｃ(Ｆｖ)－ＰＥ３８(LMB-2))、ＣＤ
３７標的化剤(例えば、TRU-016)、放射免疫療法(例えば、１３１－トシツモマブ)、ヒド
ロキシクロロキン、ペリホシン、ＳＲＣ阻害剤(例えば、ダサチニブ)、サリドマイド、Ｐ
Ｉ３Ｋデルタ阻害剤(例えば、CAL-101)、レチノイド(例えば、フェンレチニド)、ＭＤＭ
２アンタゴニスト(例えば、RO5045337)、プレリキサホル、オーロラキナーゼ阻害剤(例え
ば、MLN8237、TAK-901)、プロテアソーム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ)、ＣＤ－１９標
的化剤(例えば、MEDI-551、MOR208)、ＭＥＫ阻害剤(例えば、ABT-348)、ＪＡＫ－２阻害
剤(例えば、INCB018424)、低酸素症活性化プロドラッグ(例えば、TH-302)、パクリタキセ
ルまたはパクリタキセル剤、ＨＳＰ９０阻害剤、ＡＫＴ阻害剤(例えば、MK2206)、ＨＭＧ
－ＣｏＡ阻害剤(例えば、シンバスタチン)、GNKG186、放射線療法、骨髄移植、幹細胞移
植およびこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。
【０５３５】
　急性リンパ性白血病(ＡＬＬ)の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、
化学療法剤(例えば、プレドニゾロン、デキサメサゾン、ビンクリスチン、アスパラギナ
ーゼ、ダウノルビシン、シクロホスファミド、シタラビン、エトポシド、チオグアニン、
メルカプトプリン、クロファラビン、リポソームアナマイシン、ブスルファン、エトポシ
ド、カペシタビン、デシタビン、アザシチジン、トポテカン、テモゾロミド)、チロシン
キナーゼ阻害剤(例えば、ＢＣＲ／ＡＢＬ阻害剤(例えば、イマチニブ、ニロチニブ)、ON 
01910.Na、多キナーゼ阻害剤(例えば、ソラフェニブ))、ＣＤ－２０標的化剤(例えば、リ
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ツキシマブ)、ＣＤ５２をターゲティングする薬剤(例えば、アレムツズマブ)、ＨＳＰ９
０阻害剤(例えば、STA-9090)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス、ラパマイシン)、
ＪＡＫ－２阻害剤(例えば、INCB018424)、ＨＥＲ２／ｎｅｕ受容体阻害剤(例えば、トラ
スツズマブ)、プロテアソーム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ)、メトトレキサート、アス
パラギナーゼ、ＣＤ－２２標的化剤(例えば、エピラツズマブ、イノツズマブ)、免疫療法
(例えば、自己サイトカイ誘発キラー細胞(ＣＩＫ)、AHN-12)、ブリナツモマブ、サイクリ
ン依存性キナーゼ阻害剤(例えば、ＵＣＮ－０１)、ＣＤ４５標的化剤(例えば、ＢＣ８)、
ＭＤＭ２アンタゴニスト(例えば、RO5045337)、免疫毒素(例えば、CAT-8015、DT2219ARL)
、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、JNJ-26481585)、JVRS-100、パクリタキセルまたはパクリタキ
セル剤、ＳＴＡＴ３阻害剤(例えば、OPB-31121)、ＰＡＲＰ阻害剤(例えば、ベリパリブ)
、EZN-2285、放射線療法、ステロイド、骨髄移植、幹細胞移植またはこれらの組み合わせ
を含むが、これらに限定されない。
【０５３６】
　急性骨髄白血病(ＡＭＬ)の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、化学
療法剤(例えば、シタラビン、ダウノルビシン、イダルビシン、クロファラビン、デシタ
ビン、ボサロキシン、アザシチジン、クロファラビン、リバビリン、CPX-351、トレオス
ルファン、エラシタラビン、アザシチジン)、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、ＢＣＲ／
ＡＢＬ阻害剤(例えば、イマチニブ、ニロチニブ)、ON 01910.Na、多キナーゼ阻害剤(例え
ば、ミドスタウリン、SU 11248、キザルチニブ、ソラフェニブ))、免疫毒素(例えば、ゲ
ムツズマブオゾガマイシン)、ＤＴ３８８ＩＬ３融合タンパク質、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば
、ボリノスタット、LBH589)、プレリキサホル、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス)
、ＳＲＣ阻害剤(例えば、ダサチニブ)、ＨＳＰ９０阻害剤(例えば、STA-9090)、レチノイ
ド(例えば、ベキサロテン、オーロラキナーゼ阻害剤(例えば、BI 811283)、ＪＡＫ－２阻
害剤(例えば、INCB018424)、ポロ様キナーゼ阻害剤(例えば、BI 6727)、セネルセン、Ｃ
Ｄ４５標的化剤(例えば、ＢＣ８)、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤(例えば、ＵＣＮ－
０１)、ＭＤＭ２アンタゴニスト(例えば、RO5045337)、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロ
リムス)、LY573636－ナトリウム、ZRx-101、MLN4924、レナリドマイド、免疫療法(例えば
、AHN-12)、二塩酸ヒスタミン、放射線療法、骨髄移植、幹細胞移植およびこれらの組み
合わせを含むが、これらに限定されない。
【０５３７】
　多発性骨髄腫(ＭＭ)の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、化学療法
剤(例えば、メルファラン、アミホスチン、シクロホスファミド、ドキソルビシン、クロ
ファラビン、ベンダムスチン、フルダラビン、アドリアマイシン、SyB L-0501)、サリド
マイド、レナリドマイド、デキサメサゾン、プレドニゾン、ポマリドミド、プロテアソー
ム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ、カルフィルゾミブ、MLN9708)、癌ワクチン(例えば、GV
AX)、ＣＤ－４０標的化剤(例えば、SGN-40、CHIR-12.12)、ペリホシン、ゾレドロン酸、
免疫療法(例えば、MAGE-A3、NY-ESO-1、HuMax-CD3８)、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、ボリノ
スタット、LBH589、AR-42)、アプリジン、サイクリン依存性キナーゼ阻害剤(例えば、PD-
0332991、ディナシクリブ)、三酸化ヒ素、CB3304、ＨＳＰ９０阻害剤(例えば、ＫＷ－２
４７８)、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、ＥＧＦＲ阻害剤(例えば、セツキシマブ)、多
キナーゼ阻害剤(例えば、AT9283))、ＶＥＧＦ阻害剤(例えば、ベバシズマブ)、プレリキ
サホル、ＭＥＫ阻害剤(例えば、AZD6244)、IPH2101、アトルバスタチン、免疫毒素(例え
ば、BB-10901)、NPI-0052、放射免疫治療(例えば、イットリウムＹ９０イブリツモマブチ
ウキセタン)、ＳＴＡＴ３阻害剤(例えば、OPB-31121)、MLN4924、オーロラキナーゼ阻害
剤(例えば、ENMD-2076)、IMGN901、ACE-041、ＣＫ－２阻害剤(例えば、CX-4945)、放射線
療法、骨髄移植、幹細胞移植およびこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない
。
【０５３８】
　前立腺癌の処置の組み合わせに使用するための適当な治療の例は、化学療法剤(例えば
、ドセタキセル、カルボプラチン、フルダラビン)、アビラテロン、ホルモン療法(例えば
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、フルタミド、ビカルタミド、ニルタミド、酢酸シプロテロン、ケトコナゾール、アミノ
グルテチミド、アバレリクス、デガレリクス、リュープロリド、ゴセレリン、トリプトレ
リン、ブセレリン)、チロシンキナーゼ阻害剤(例えば、デュアルキナーゼ阻害剤(例えば
、ラパチニブ)、多キナーゼ阻害剤(例えば、ソラフェニブ、スニチニブ))、ＶＥＧＦ阻害
剤(例えば、ベバシズマブ)、TAK-700、癌ワクチン(例えば、BPX-101、PEP223)、レナリド
マイド、TOK-00１、ＩＧＦ－１受容体阻害剤(例えば、シクスツムマブ)、TRC105、オーロ
ラＡキナーゼ阻害剤(例えば、MLN8237)、プロテアソーム阻害剤(例えば、ボルテゾミブ)
、OGX-011、放射免疫療法(例えば、HuJ591-GS)、ＨＤＡＣ阻害剤(例えば、バルプロ酸、S
B939、LBH589)、ヒドロキシクロロキン、ｍＴＯＲ阻害剤(例えば、エベロリムス)、乳酸
ドビチニブ、ジインドリルメタン、エファビレンツ、OGX-427、ゲニステイン、IMC-3G3、
バフェチニブ、CP-675,206、放射線療法、手術またはこれらの組み合わせを含むが、これ
らに限定されない。
【０５３９】
　組み合わせ治療を、手術；放射線療法(例えば、放射線場が設計されている三次元、等
角放射線療法を含む、外部ビーム治療、局所放射線(例えば、予定標的または臓器への直
接照射)または集中的放射線)を含むが、これらに限定されない癌の処置のための既存のモ
ダリティの１以上と組み合わせて髭右できる。集中的放射線は、定位的放射線手術、分割
定位的放射線手術および強度調節放射線療法からなる群から選択される。集中的放射線は
、例えば、ＷＯ２０１２／１７７６２４号に記載のような、粒子ビーム(プロトン)、コバ
ルト－６０(光子)および線状アクセレレーター(ｘ線)からなる群から選択される放射線源
を有する。
【０５４０】
　放射線療法を、外部ビーム治療、内部放射線療法、インプラント放射線、定位的放射線
手術、全身放射線療法、放射線療法および持続性または一過性間質性短頭治療を含むが、
これらに限定されない、数方法の一つまたは組み合わせにより投与できる。本用語“短頭
治療”は、腫瘍または他の増殖性組織疾患部位にまたはその近辺に挿入された空間的に限
局された放射性物質から送達される放射線療法をいう。本用語は、放射性同位体(例えば
Ａｔ－２１１、Ｉ－１３１、Ｉ－１２５、Ｙ－９０、Ｒｅ－１８６、Ｒｅ－１８８、Ｓｍ
－１５３、Ｂｉ－２１２、Ｐ－３２およびＬｕの放射性同位体)への暴露を含むことを意
図するが、これらに限定されない。本発明の細胞コンディショナーとして使用する適当な
放射線源は、固体および液体の両方を含む。非限定的例として、放射線源は、放射性核種
、例えば、固体源としてのＩ－１２５、Ｉ－１３１、Ｙｂ－１６９、Ｉｒ－１９２、固体
源としてのＩ－１２５または光子、ベータ粒子、ガンマ放射線または他の治療線を放出す
る他の放射性核種であり得る。放射性物質はまた放射性核種の何らかの溶液から製造され
た流体、例えば、Ｉ－１２５またはＩ－１３１の溶液てあってよくまたは放射性流体は、
Ａｕ－１９８、Ｙ－９０のような固体放射性核種の小粒子を含む適当な流体のスラリーを
使用して製造できる。さらに、放射性核種を、ゲルまたは放射性マイクロスフェアで使用
できる。
【０５４１】
核酸
　本発明はまた、ここに記載するような、抗体分子の重鎖および軽鎖可変領域およびＣＤ
Ｒまたは超可変ループをコードするヌクレオチド配列を含む核酸にも関する。核酸は、こ
こに示すヌクレオチド配列またはそれと実質的に同一の配列(例えば、それと少なくとも
約８５％、９０％、９５％、９９％以上同一またはここに挙げる配列と３、６、１５、３
０または４５ヌクレオチドを超えて異ならない配列)を含む。
【０５４２】
ベクター
　ここでさらに提供されるのは、ここに記載する抗体分子をコードするヌクレオチド配列
を含む、ベクターである。ある態様において、ベクターは、ここに記載する抗体分子をコ
ードするヌクレオチドを含む。ある態様において、ベクターは、ここに記載するヌクレオ
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チド配列を含む。ベクターは、ウイルス、プラスミド、コスミド、ラムダファージまたは
酵母人工染色体(ＹＡＣ)を含むが、これらに限定されない。
【０５４３】
　多数のベクター系を使用できる。例えば、あるクラスのベクターは、例えば、ウシ乳頭
腫ウイルス、ポリオーマウイルス、アデノウイルス、ワクシニアウイルス、バキュロウイ
ルス、レトロウイルス(ラウス肉腫ウイルス、ＭＭＴＶまたはＭＯＭＬＶ)またはＳＶ４０
ウイルスのような、動物ウイルス由来のＤＮＡ要素を利用する。他のクラスのベクターは
、セムリキ森林ウイルス、東部ウマ脳炎脳炎ウイルスおよびフラビウイルスのようなＲＮ
Ａウイルス由来のＲＮＡ配列を利用する。
【０５４４】
　さらに、染色体に安定に統合されたＤＮＡを有する細胞を、遺伝子導入宿主細胞の選択
を可能にする１以上のマーカーの導入により選択し得る。マーカーは、例えば、栄養要求
性宿主への原栄養性、殺生物剤耐性(例えば、抗生物質)または銅のような重金属への耐性
などを提供し得る。選択可能マーカー遺伝子は、発現するＤＮＡ配列に直接連結しても、
共形質転換により同じ細胞に導入してもよい。さらなる要素も、ｍＲＮＡの最適合成に必
要であるかもしれない。これらの要素は、スプライスシグナル、ならびに転写プロモータ
ー、エンハンサーおよび停止シグナルを含み得る。
【０５４５】
　構築物を含む発現ベクターまたはＤＮＡ配列が発現のために調製されたら、発現ベクタ
ーを、適切な宿主細胞に遺伝子導入または導入する。例えば、原形質融合、リン酸カルシ
ウム沈殿、エレクトロポレーション、レトロウイルス形質導入、ウイルス伝子導入、遺伝
子銃、脂質ベースの遺伝子導入または他の慣用技術のような、種々の技術を用いて、これ
を達成し得る。原形質融合の場合、細胞を培地で増殖させ、適切な活性について、スクリ
ーニングする。
【０５４６】
　得られた遺伝子導入細胞を培養するおよび産生された抗体分子を回収する方法および条
件は当業者に知られ、本明細書の記載に基づき、用いる具体的発現ベクターおよび哺乳動
物宿主細胞により、変更または最適化し得る。
【０５４７】
細胞
　本発明はまた、ここに記載するような抗体分子をコードする核酸を含む、宿主細胞も提
供する。
【０５４８】
　ある態様において、宿主細胞は、抗体分子をコードする核酸を含むように、遺伝的に改
変されている。
【０５４９】
　ある態様において、宿主細胞を、発現カセットを使用して、遺伝的に改変する。用語“
発現カセット”は、ヌクレオチド配列をいい、これは、このような配列と適合性の宿主に
おける遺伝子の発現に影響することができる。このようなカセットは、プロモーター、イ
ントロン含有または不含有のオープンリーディングフレームおよび停止シグナルを含む。
例えば、誘導性プロモーターのような、発現させるのに必要なまたは助けとなるさらなる
因子も使用してよい。
【０５５０】
　本発明はまた、ここに記載するベクターを含む、宿主細胞も提供する。
【０５５１】
　細胞は、真核細胞、細菌細胞、昆虫細胞またはヒト細胞であり得るが、これらに限定さ
れない。適当な真核細胞は、Ｖｅｒｏ細胞、ＨｅＬａ細胞、ＣＯＳ細胞、ＣＨＯ細胞、Ｈ
ＥＫ２９３細胞、ＢＨＫ細胞およびＭＤＣＫII細胞を含むが、これらに限定されない。適
当な昆虫細胞は、Ｓｆ９細胞を含むが、これらに限定されない。
【０５５２】
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　次の実施例は、本開示を説明し、特定の態様を提供するが、しかしながら、本開示の範
囲を限定しない。
【実施例】
【０５５３】
実施例１：ＰＤ－Ｌ１調節における標的化薬剤の効果
　本実施例は、ＰＤ－Ｌ１(ＣＤ２７４)調節に対する選択治療剤(例えば、ＩＮＣ２８０
、ＭＥＫ１６２、ＬＧＸ８１８およびＬＤＫ３７８)の効果を評価する。選択治療剤を、
ＰＤ－Ｌ１レベルについて実時間ＰＣＲおよびフローサイトメトリーで評価した。腫瘍細
胞におけるＩＮＣ２８０、ＩＮＣ４２４、ＭＥＫ１６２、ＬＧＸ８１８およびＬＤＫ３７
８によるＰＤ－Ｌ１の有意な阻害が観察された。
【０５５４】
ＰＤ－Ｌ１タンパク質のＩＮＣ２８０下方制御
　ＰＤ－Ｌ１(ＣＤ２７４)発現を、ＩＮＣ２８０で処理した癌細胞株で分析した。細胞を
ＡＴＣＣから得て、ＡＴＣＣ指示に従いインビトロで培養した。使用した細胞株は、先に
、Cancer Cell Line Encyclopedia Projectにより特徴付けられていた(www.broadinstitu
te.org/ccle/home)。
　６ウェル培養プレートに播種した細胞を、ＩＮＣ２８０で、種々の濃度(１０nM、１０
０nMおよび１０００nM)で、２４時間、４８時間および７２時間処理した。等量の媒体(Ｄ
ＭＳＯ)を対照として使用した。細胞をＰＢＳで洗浄し、次いで細胞スクレーパーを使用
して採取した。
　各反応について、０.５～１×１０６細胞を、２０μLの抗ヒトモノクローナルＰＤ－Ｌ
１－ＰＥ抗体、クローンＭ１Ｈ１(ＢＤ)で、３０～６０分、４℃で染色した。細胞を２回
洗浄し、ＦＡＣＳＤivａソフトウェア(BD Bioscience)を用いるCanto IIを使用して、獲
得した。データ分析を、ＦｌｏｗＪｏソフトウェア(Tree Star)を使用して実施した。平
均蛍光強度(ＭＦＩ)を、単一細胞のゲーティングにより決定した。未染色細胞をゲーティ
ング対照として使用した。
　ＥＢＣ－１細胞(ｃＭＥＴ増幅を有する非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ))のＩＮＣ２８０で
のインビトロ処理は、フローサイトメトリーにより観察して、ＰＤ－Ｌ１の表面発現の顕
著な下方制御にいたった(図１)。ここに提供する結果は、ＩＮＣ２８０がＰＤ－Ｌ１／Ｐ
Ｄ－１阻害剤として機能することを示唆する。
【０５５５】
ＩＮＣ２８０、ＭＥＫ１６２、ＩＮＣ４２４、ＬＧＸ８１８およびＬＤＫ　３７８は、Ｐ
Ｄ－Ｌ１　ｍＲＮＡを下方制御する
　ＴａｑＭａｎ　ＲＴ　ＰＣＲアッセイを、細胞株および異種移植腫瘍におけるＰＤ－Ｌ
１(ＣＤ２７４)発現レベルの変化の検出のために開発した。ｍＲＮＡを、Qiagen RNeasy 
Miniキットを使用して、凍結細胞ペレットまたは腫瘍フラグメントから単離した。単離Ｒ
ＮＡを－８０℃で凍結させた。ＲＮＡ品質を確認し、ＲＮＡを、Agilent RNA 6000Nano K
itのプロトコールに従い、2100 Agilent Bioanalyzerを使用して、定量した。ｃＤＮＡを
、High Capacity RNA-to cDNA Kit(Applied Biosystems)を使用して調製した。
　実時間ＰＣＲ反応を、１０μlのUniversal PCR master mix(Applied Biosystems)、１
μlのヒトＰＤ－Ｌ１(ＣＤ２７４)プローブ／プライマーセット(Applied Biosystems)お
よび８μlのｃＤＮＡを含む、２０μl総量で実施した。各サンプルをトリプリケートで流
した。逆転写反応において２５～５０ngのＲＮＡから産生されたｃＤＮＡの量をＰＣＲ反
応に使用した。ＰＤ－Ｌ１とＧＡＰＤＨのｍＲＮＡレベルの差により、２実時間ＰＣＲ反
応を、別のチューブで、同量のｃＤＮＡを使用して実施した。実時間ＰＣＲ反応を、次の
プログラムのC1000 Thermal Cycle(BioRad)で流した：９５℃で１０分インキュベーショ
ン、続いて４０サイクルの９５℃で１５秒および６０℃で１分。反応完了後、ＰＤ－Ｌ１
平均Ｃｔを、ＧＡＰＤＨ対照反応からの各Ｃｔ値に対して標準化した。各標準化対数値を
、次いで、直線状値に変換した。
【０５５６】



(144) JP 2017-535528 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

　ＩＮＣ２８０によるＰＤ－Ｌ１発現(ｍＲＮＡ)阻害が、Ｈｓ.７４６.Ｔ腫瘍(ｃＭＥＴ
増幅および変異を有する胃癌細胞)異種移植で観察された(図２)。ＬＤＫ３７８によるＰ
Ｄ－Ｌ１　ｍＲＮＡの阻害が、Ｈ３１２２(ＡＬＫ転座を有する非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬ
Ｃ))でインビトロで観察された(図３)。ＬＧＸ８１８およびＭＥＫ１６２によるＰＤ－Ｌ
１　ｍＲＮＡの下方制御が、それぞれＬＯＸＩＭＶ１(ＢＲＡＦ変異体黒色腫、図４)およ
びＨＥＹＡ８(ＫＲＡＦ変異体卵巣癌、図５)腫瘍を担持する腫瘍異種移植モデルで観察さ
れた。ＩＮＣ４２４によるＰＤ－Ｌ１　ｍＲＮＡの下方制御が、ＵＫＥ－１(ＪＡＫ２Ｖ
６１７Ｆ変異を有する骨髄増殖性新生物(ＭＰＮ)株、図６)を担持する腫瘍異種移植モデ
ルで観察された。
　ここに提供する結果は、癌の免疫チェックポイント分子の制御における、ＩＮＣ２８０
、ＭＥＫ１６２、ＩＮＣ４２４、ＬＧＸ８１８およびＬＤＫ　３７８の役割を示す。これ
らの薬剤でのＰＤ－Ｌ１発現の観察された阻害は、これらの標的化薬剤が、癌シグナル伝
達におけるそれらの効果に加えて、免疫調節活性を有し得ることを示す。それゆえに、こ
こに提供する結果は、ＰＤ－１、ＰＤ－Ｌ１、ＬＡＧ－３および／またはＴＩＭ－３のよ
うな免疫チェックポイント阻害剤の阻害剤と標的化薬剤の投与が、より強力な免疫チェッ
クポイント介在免疫抑制の反転を達成することを示唆する。
【０５５７】
実施例２：免疫刺激に対するＬＣＬ１６１の効果
　本実施例は、インビトロで免疫刺激に対するＬＣＬ１６１の効果を評価する。
　血液を、正常健常ドナーから得た。末梢血単核細胞(ＰＢＭＣ)を、血液をＣＰＴTMチュ
ーブで１８分、１８００×ｇで遠心分離することにより単離した。細胞を冷ＰＢＳで２回
洗浄し、計数し、次いで９６ウェル丸底組織培養プレート(５００,０００細胞／ウェル)
で５日、３７℃、５％ＣＯ２で刺激した。細胞を未処理(ＤＭＳＯ対照)のままにするか、
種々の濃度のＬＣＬ１６１(１nM、５０nM、１００nMまたは１０００nM)で刺激した。サイ
トカイン分析のために、細胞を、最適以下の抗ＣＤ３刺激(０.００５μg／mlの可溶性ク
ローンＵＣＨＴ１)で刺激した。刺激５日後、上清を採取し、サイトカインを分析した(Lu
minex)。
　図７Ａ～７Ｂに示すように、ＬＣＬ１６１処置は、インビトロで免疫活性性サイトカイ
ン、ＩＦＮ－ガンの増加と、免疫抑制性サイトカインＩＬ－１０の対応する低下をもたら
した。
　増殖分析のために、細胞を５μM　カルボキシフルオレセインジアセテートスクシンイ
ミジルエステル(ＣＦＳＥ)で標識し、その後刺激し、１μg／ml　可溶性抗ＣＤ３で処理
した。共有結合により結合したＣＦＳＥは、娘細胞に等しく分けられ、細胞分裂の成功し
た回の識別と増殖細胞の追跡を可能にする(Lyons et al., Curr Protoc Cytom. 2013;Cha
pter 9: Unit 9.11)。ＰＢＭＣを、５日間、漸増濃度のＬＣＬ１６１(またはＤＭＳＯ対
照)存在下、刺激した。刺激５日後、細胞を回収し、抗ＣＤ４、抗ＣＤ８、抗ＰＤ－１ま
たは抗ＣＤ１２７で染色し、続いてＦＡＣＳ分析した。１ドナーからの結果を示す。他の
４ドナーからのＰＢＭＣでも類似する結果が得られた。
　図８Ａ～８Ｂに示すように、ＬＣＬ１６１は、インビトロでヒトＣＤ４＋およびＣＤ８
＋Ｔ細胞の増殖を増強した。これらの結果は、ＬＣＬ１６１存在下のリンパ球増殖増加の
指標である、ＬＣＬ１６１によるＣＦＳＥ希釈の増強を示す。
【０５５８】
実施例３：免疫チェックポイント調節に対するＬＣＬ１６１の効果
　本実施例は、インビトロでの免疫チェックポイント調節に対するＬＣＬ１６１の効果を
評価する。
　ＰＢＭＣを、ＢＤ　ＣＰＴTMバキュテナーチューブを用い健常ドナーから単離した。１
００万細胞／mLを、ＲＰＭＩ＋１０％ＦＢＳ±１００ng／mLの抗ＣＤ３抗体±ＤＭＳＯま
たは１００nM　ＬＣＬ１６１中、４日間培養した。細胞を回収し、洗浄し、下の表２に挙
げる一団の金属コンジュゲート抗体でＣｙＴＯＦマスサイトメトリーによる分析のために
染色した。データを、Cytobank webwareを使用するＳＰＡＤＥにより可視化した。ＳＰＡ
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ＤＥおよびその使用は、例えば、Peng et al., Nature Biotechnology, 29, 886-891 (20
11);Sean et al, Science, 332 (6030): 687-696 (2011)に開示されている。
【表８】

　図９は、単球、ナイーブ、記憶および活性化Ｔキラー細胞ならびに記憶Ｔヘルパー細胞
を含む、数細胞型における数ノードでのＴＩＭ－３発現増加を示す。これは、ＬＣＬ１６
１介在免疫チェックポイントＴＩＭ－３誘導の直接の証拠である。これは、少なくとも一
部、癌治療において、ＬＣＬ１６１と免疫チェックポイントモジュレーター、例えば、抗
ＴＩＭ－３抗体を組み合わせる、科学的根拠を提供する。
【０５５９】
実施例４：免疫調節に対するＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－１組み合わせの効果
　本実施例は、インビボでの免疫チェックポイント調節に対するＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－
１組み合わせの効果を示す。
　Ｃ５７Ｂｌ／６マウスに、１×１０６　ＭＣ３８マウス結腸癌細胞／マウスをインプラ
ントし、５日目の腫瘍測定に基づき無作為化した。マウスは、ＬＣＬ１６１(５０mg／kg
、ｐｏ)、抗マウスＰＤ－１(１０mg／kg、ｉ.ｖ.)または両者を、無作為化の日に投与さ
れた。対照群において、マウスは、媒体(ｐ.ｏ.)およびアイソタイプ(ｍＩｇＧ１、１０m
g／kg、ｉ.ｖ.)を投与された。処置７日後、動物を屠殺し、腫瘍を分子分析のために採取
した。
　ゲノム発現分析のために、総ＲＮＡを前記サンプルから抽出した。ｍＲＮＡ発現を、Na
nostringプラットフォーム(NanoString Technologies)の約１０５０遺伝子の特製パネル
で分析した。
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　遺伝子署名はThe Cancer Genome Atlas(ＴＣＧＡ)の一部として入手可能な、２７の別
の徴候を現す、ｍＲＮＡシークエンシングデータに由来した。各徴候について、５,００
０遺伝子を、サンプル間で極めて高い相関を有するセットにクラスター化した。クラスタ
ー化を、遺伝子－遺伝子ピアソン相関マトリックスの親和性伝播アルゴリズム(Frey and 
Dueck (2007) Science 315: 972-976)を使用して実施した。各徴候にクラスター化された
５,０００遺伝子は、１,０００細胞系譜マーカーおよび免疫過程と関係する遺伝子、なら
びにその徴候において４,０００の最も多様に発現される遺伝子のクラスター化セットか
らなった。
【０５６０】
　クラスターを、特異的細胞型または免疫過程を表す共発現遺伝子の同定のためにアノテ
ートした。アノテーションは、免疫細胞型による平均ログ発現レベル( Immgen consortiu
m expression data, immgen.org使用)、正常組織タイプによる平均ログ発現レベル(GTEx 
data, www.gtexportal.org使用)およびＭＳｉｇＤＢコレクションを使用する遺伝子セッ
ト濃縮(クラスター遺伝子セットとＭＳｉｇＤＢ遺伝子セットの間の無作為重複のヌル仮
説を試験する、フィッシャーの直接検定ｐ値として計算)を含んだ。これらのアノテーシ
ョンに基づき、免疫過程に関与する遺伝子に対して濃縮されなかったクラスターを除いた
。
　遺伝子特性を、全徴候からのクラスターをプールし、これらを一貫性アノテーション(
例えば、共通細胞型または共通ＭＳｉｇＤＢ経路濃縮において濃縮された発現)として同
定することにより産生した。これらのプールしたクラスターからの遺伝子を、次いで、徴
候毎に相関について評価した。８０％(２２／２７)以上の徴候にわたりその高レベルの相
関が維持されている遺伝子のみを、最終署名に包含させた。
　Nanostring遺伝子署名分析は、ＬＣＬ１６１および抗ＰＤ－１を使用する組み合わせ処
置が、Ｔ細胞、樹状細胞、マクロファージおよびケモカイン発現と関連する発現特性を増
加させたことを示す(図１０Ａ－１０Ｄ)。組み合わせでの署名スコアは、単剤療法の各々
より高い。これらのデータは、ＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－１組み合わせが免疫刺激性であり
、ＬＣＬ１６１と免疫チェックポイント治療の組み合わせが、抗腫瘍免疫をさらに増強す
ることを示す。
【０５６１】
実施例５：ＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－１組み合わせの効力
　本実施例は、インビボでのＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－１組み合わせの効力を評価した。
　Ｃ５７Ｂｌ／６マウスに、１×１０６　ＭＣ３８細胞／マウスをインプラントし、４日
目に腫瘍測定に基づき無作為化した。媒体およびＬＣＬ１６１を、経口投与で、１日２回
、毎週与えた。アイソタイプおよび抗マウスＰＤ－１を、静脈内投与により、週に１回与
えた。２処置スケジュールを試験した：１)抗マウスＰＤ－１を、ＬＣＬ１６１投与３日
後投与；または２)ＬＣＬ１６１と抗マウスＰＤ－１を同時投与。試験の設計を下に要約
する。
　腫瘍サイズおよび体重を、週に２回集め、記録した。図１１Ａ～１１Ｂに示すように、
ＬＣＬ１６１／抗ＰＤ－１組み合わせは、抗腫瘍効力を示した。
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【表９】

【表１０】

要約：
　インビトロ作用機序のデータは、ＬＣＬ１６１の免疫刺激的役割を支持する。ＣｙＴＯ
Ｆによる包括的免疫プロファイリングは、免疫チェックポイント(ＴＩＭ－３)とＬＣＬ１
６１の間の関連を示す。さらに、インビボ実験は、広い免疫刺激および抗腫瘍効力におけ
るＬＣＬ１６１とＰＤ－１の相乗的効果を示す。まとめて、実施例２～５に示すデータは
、癌におけるＬＣＬ１６１と免疫チェックポイント治療の組み合わせ利益を示す。
【０５６２】
実施例６：ＬＤＫ(セリチニブ)およびニボルマブ組み合わせの用量漸増および拡大治験
　セリチニブ(ＬＤＫ３７８)およびニボルマブ組み合わせの効力および安全性を、オープ
ンラベル、多施設用量漸増および拡大治験で評価できる。安全性および効力に加えて、転
移、ＡＬＫ陽性非小細胞肺癌(ＮＳＣＬＣ)を有する患者の処置のためのセリチニブとニボ
ルマブの組み合わせの耐容性およびＰＫ／ＰＤも評価できる。治験を、適格性を評価する
ために、第一用量の治験薬の前２８日(２８日を含む)のスクリーニング期から開始できる
。処置期は、第一サイクルの第一日から開始し得る。サイクルは２８日長である。
　セリチニブとニボルマブでの処置は、例えば、患者がさらなる処置を阻む許容されない
毒性を経験するおよび／または疾患進行まで続けてよい。
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　孤立性の脳進行または他の局所進行の場合、患者は、さらに対症的放射線療法を受けて
よい。
　治験は、用量漸増相および用量拡大相を含み得る。
【０５６３】
１. 用量漸増相
　治験の用量漸増相は、ベイズロジスティック退縮モデル(ＢＬＲＭ)を使用する、用量規
制毒性(ＤＬＴ)に基づく、連日低脂肪食と共にセリチニブの経口投与と２週間毎(Ｑ２Ｗ)
の静脈内ニボルマブ投与の組み合わせの最大耐量(ＭＴＤ)／拡大用推奨用量(ＲＤＥ)を評
価できる。例えば、１２患者を、治験のこの相に登録する。セリチニブの初期用量レベル
は、４５０mg連日であり、ニボルマブを３mg／kg　Ｑ２Ｗ用量で投与する。暫定的用量レ
ベルは、次のとおりである。
－　[－１用量コホート]セリチニブ３００mg＋ニボルマブ(３mg／kg)
－　[第一用量コホート]セリチニブ４５０mg＋ニボルマブ(３mg／kg)
－　[第二用量コホート]セリチニブ６００mg＋ニボルマブ(３mg／kg)
　ＭＴＤは、処置の最初の６週間で処置患者の３５％を超えてＤＬＴを引き起こさないと
予測される、両薬剤の最高薬物用量である。組み合わせセリチニブおよびニボルマブのた
めの最終推奨ＭＴＤ／ＲＤＥは、試験用量での引き続くサイクルからの耐容性および薬物
動態データを考慮に入れて、ＢＬＲＭからの推奨および安全性の全体的評価に基づく。組
み合わせセリチニブおよびニボルマブのＭＴＤが、標的用量のセリチニブ(低脂肪食と共
に６００mg)およびニボルマブ(３mg／kg)を含む、全計画用量レベルの評価後に確立され
ないならば、ＲＤＥを、全ての利用可能な安全性、ＰＫおよび効力データの評価後に決定
する。
【０５６４】
２. 用量拡大相
　組み合わせのＭＴＤが確認されかつ／またはＲＤＥが決定されたら、さらなる患者を、
ＲＤＥ組み合わせ用量で治験の拡大相で評価する。例えば、６０患者を、治験の拡大相に
登録する。拡大相は、ＲＤＥでのセリチニブおよびニボルマブ組み合わせの安全性および
予備的効力を評価し、２アーム(各アーム約３０患者)からなる：
－　アーム１：ＡＬＫ阻害剤処置(セリチニブ以外のＡＬＫ阻害剤のいずれかでの先の処
置が許容される。)
－　アーム２：ＡＬＫ阻害剤ナイーブ
　一次臨床試験報告のためのデータカットオフは、拡大相の全患者が少なくとも６サイク
ル(２４週間)の処置を完了するかまたは早期に離脱したら、生じ得る。
【０５６５】
実施例７：ヒトにおけるＬＤＫ３７８およびニボルマブ組み合わせの効果
　８患者を、直前の実施例６に概説した治験における第一用量コホートに登録しており、
下は、有効な腫瘍評価を有する患者のみのデータである。部分応答が、この患者で観察さ
れた。第二の評価は、この応答を十分に確認するために必要である。
　評価した患者は、６４歳白人男性であり、ステージIV　ＮＳＣＬＣと診断されている。
罹患部位は、肺、副腎および腹部リンパ節を含む。患者は、先に１回、シスプラチンとペ
メトレキセドの化学療法レジメンを受けており、部分応答を達成した。さらなる医学的状
態は、副腎機能不全、僧帽弁逸脱、高コレステロール血症および尿路結石症を含む。
　患者は、低脂肪食と共に投与するＬＤＫ３７８　４５０mg　ＱＤ(経口)と２週間毎ニボ
ルマブ３mg／kg(静脈内)の組み合わせの治験処置で開始した。治験薬(ＬＤＫ３７８＋ニ
ボルマブの組み合わせ)の最初の用量２９日後、患者は発熱、腹痛、悪心および嘔吐を示
した。腹部超音波は陰性であったが、腹部コンピュータ断層撮影像(ＣＴ)は急性膵炎を示
した。さらに、リパーゼ、アミラーゼ、ＡＬＴ、ＡＳＴ、ビリルビン、ＡＬＰおよびＧＧ
Ｔの上昇があった。患者を入院させ、治験薬ＬＤＫ３７８での処置を一時的に中止した。
静脈内溶液、パラセタモール、Contramal(塩酸トラマドール)およびLitican(アリザプリ
ド)での処置を投与した。翌日、患者の検査結果は改善し、患者の状態は改善した；疼痛
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、発熱、悪心および嘔吐の愁訴はなかった。全ての支持的投薬を停止し、患者を退院させ
た。
　診療所での後の評価で、愁訴はなかった(発熱、嘔吐、悪心または腹痛なし)。患者が退
院後、患者は鎮痛剤または制吐薬を使用しなかった。血液検査は、次のことを示した。
リパーゼおよびアミラーゼ正常範囲内、グレード１：ビリルビン、ＡＳＴおよびＡＬＴ　
グレード２：アルカリホスファターゼ　グレード３：ＧＧＴ
　クリニックでの診察１日後、ＬＤＫ３７８を３００mg連日に減量して再開した。ニボル
マブ処置を約１週間後再開した。
　患者は嘔吐したが、悪心または腹痛はなかった。１度３８℃の発熱があった以外、発熱
はなかった。患者は、身体的愁訴を有しなかった。
　ニボルマブ再開時の検査値：ＡＳＴ：１２０Ｕ／Ｌ、ＡＬＴ：１３９Ｕ／Ｌ、総ビリル
ビン３３Umol／Ｌ、アルカリホスファターゼ５５１Ｕ／Ｌ。アミラーゼおよびリパーゼは
正常であった。
　ＬＤＫ３７８を中止し、３００mg用量で再開した。
【０５６６】
腫瘍評価：
　最初の腫瘍評価時のＣＴスキャンは、ベースラインＣＴスキャンからの、右副腎および
腹部リンパ節における標的病巣全体の６２.９％減少を示した。肺の左下葉も非標的病巣
があったが、それも存在するとして評価した。
【表１１】
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【表１２】

【０５６７】
実施例８：ＥＧＦＲ変異非小細胞性肺癌を有する成人患者のＥＧＦ８１６とニボルマブの
組み合わせの、フェーズII、多施設、オープンラベル治験
　現在承認されているＥＧＦＲ　ＴＫＩは、活性化ＥＧＦＲ変異体ＮＳＣＬＣに有効であ
るが、しかしながらほぼ全ての患者が耐性を獲得する。非小細胞性肺癌(ＮＳＣＬＣ)を有
する患者の処置に免疫系を利用することは、斬新かつ大胆な新規処置アプローチである。
　標的化治療と共に免疫チェックポイント阻害剤での同時処置は、安全であると考えられ
、耐久かつ持続性の応答をもたらすと期待される。ニボルマブを、ＥＧＦＲ　ＴＫＩ処置
に耐性を獲得しているＥＧＦＲ　Ｔ７９０ＭＮＳＣＬＣ患者に、第三世代ＥＧＦＲ　ＴＫ
Ｉ、ＥＧＦ８１６と組み合わせる。ニボルマブとＥＧＦＲ阻害剤、ＥＧＦ８１６の組み合
わせは、腫瘍がＴ７９０Ｍ変異獲得によりＥＧＦＲ　ＴＫＩ処置に耐性となっているＮＳ
ＣＬＣ患者に、宿主免疫系を刺激し、ＥＧＦＲ　Ｔ７９０Ｍを阻止することにより、持続
性の臨床的利点を提供することが予測される。
　本治験は、ＥＧＦＲ変異非小細胞性肺癌を有する成人患者、例えば、標準治療(すなわ
ち、ＥＧＦＲ変異体ＮＳＣＬＣに対するエルロチニブまたはゲフィチニブ)で進行したＮ
ＳＣＬＣを有する患者のＥＧＦ８１６とニボルマブの組み合わせの、フェーズII、多施設
、オープンラベル治験である。
　ＥＧＦ８１６の用量例は、連続的連日ＥＧＦ８１６(カプセル製剤)投与で、１５０mg　
ｑｄである。種々のＥＧＦ８１６用量も使用してよい。ＥＧＦ８１６を、ニボルマブの前
に投与する。最小で１時間が、ＥＧＦ８１６投与時とＥＧＦ８１６投与時の間にあけなけ
ればならない。
　ニボルマブの用量およびスケジュールは、２週間毎３mg／kgである。この用量およびス
ケジュール選択は、治験から得た、安全性、効力および曝露応答分析の結果に基づく。ニ
ボルマブのこの用量およびスケジュールは、登録用量での他のＥＧＦＲ阻害剤(例えば、
エルロチニブ)ならびに他の標準治療治療と安全に組み合わせられている。
　これは、進行型ＮＳＣＬＣの患者のフェーズII、多施設、オープンラベル治験である。
　患者は、ＥＧＦＲ状態、例えば、ＥＧＦＲ－Ｔ７９０ＭＮＳＣＬＣに基づき割り当てら
れる。
　適当な患者は、標準治療(すなわち、エルロチニブ、ゲフィチニブまたは他の承認ＥＧ
ＦＲ　ＴＫＩ)で進行している進行型、再発性または転移／切除不能ＥＧＦＲＴ７９０Ｍ
ＮＳＣＬＣの患者である。
　ＥＧＦＲ変異状態は、当分野で利用可能な試験、例えば、QIAGEN therascreen(登録商
標)ＥＧＦＲ試験により決定し得る。therascreen EGFR RGQ PCR Kitは、ＦＤＡが承認し
た、ＥＧＦＲ癌遺伝子における特異的変異の検出のための定性的実時間ＰＣＲアッセイで
ある。ＥＧＦＲ変異の証拠を、既存の局所データおよび腫瘍サンプル試験から得られる。
ＥＧＦＲ変異状態を、任意の利用可能な腫瘍組織から決定し得る。
【０５６８】
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　患者を次のように処置される。
ＥＧＦ８１６をニボルマブ前に投与＋ニボルマブ
サイクルは２８日と規定する。
　各群の少なくとも６患者が、該群の安全性モニタリングコホートを構成する。
　各コホートについて、患者は、２週間毎のニボルマブ３mg／kgおよび１５０mg　ｑｄ　
ＥＧＦ８１６(１日１回)で処置される。
　安全性モニタリングコホートの一部として、ＥＧＦ８１６の定常状態ＰＫプロファイル
を、サイクル１、１５日目に集める；そしてニボルマブのトラフサンプルをサイクル１、
１５日目に集める。
　処置期間は、サイクル１、１日目から開始する。治験処置を、２８日サイクルの間に投
与する。患者を、許容されない毒性、疾患進行、治験医の指示による処置中断または同意
撤回まで続ける。
　ＥＧＦ８１６およびニボルマブで処置するフェーズII治験に登録した患者の薬物投与順
序を図１２に示す。
【０５６９】
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【表１３】

【０５７０】
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【表１４】

【０５７１】
引用による取り込み
　ここに記載する全ての刊行物、特許および受託番号は、その個々の刊行物または特許が
、具体的かつ個別に引用により本明細書に包含させると記載されているように、その全体
を、引用により本明細書に包含させる。
【０５７２】
均等物
　本発明の特定の態様が検討されているが、上記明細書は説明的であり、制限的ではない
。本発明の多くのバリエーションが、本明細書および付属する特許請求の範囲を通読した
当業者には明らかである。本発明の完全な範囲は、このようなバリエーションと共に、均
等の全範囲を伴う特許請求の範囲および明細書を考慮して、決定されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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