
JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イピリムマブ(ipilimumab)と組み合わせられたニボルマブ(nivolumab)を含む黒色腫か
ら生じる癌に罹患しているヒト対象を処置するための医薬組成物であって、
ニボルマブおよびイピリムマブの処置レジメンは：
（ｉ）３週間に１回の投与頻度で、ニボルマブおよびイピリムマブの組合せを４回投与し
、次に、３週間に１回の投与頻度で、ニボルマブを単独で４回投与することを含む誘導投
与スケジュール；次に
（ｉｉ）１２週間に１回の投与頻度で、３ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび１ｍｇ／ｋｇの
イピリムマブの組合せを最大８回投与することを含む維持投与スケジュール
を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　ニボルマブおよびイピリムマブの用量が、誘導投与スケジュールまたは維持投与スケジ
ュール中、一定に保たれる、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　ニボルマブの単独での投与が３ｍｇ／ｋｇの用量で投与される、請求項１または２に記
載の組成物。
【請求項４】
　腫瘍のサイズの減少、腫瘍の増殖の減少、腫瘍の除去、時間とともに転移性病変の数の
減少、完全応答、部分応答、および／または安定な疾患を提供する、請求項１から３のい
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ずれかに記載の組成物。
【請求項５】
　癌が、進行性、再発性、転移性および／または難治性癌である、請求項１から４のいず
れかに記載の組成物。
【請求項６】
　化学療法、放射線療法、外科処置、ホルモン喪失、血管形成インヒビター、および抗－
ＰＤ－Ｌ１抗体またはその抗原結合部分の１つ以上とさらに組み合わせられる、請求項１
から５のいずれかに記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１２年５月１５日出願の米国仮特許出願第６１／６４７，４４２号および
２０１３年３月１５日出願の米国仮特許出願第６１／７９０，７４７号の利益を主張する
ものであり、それらの内容を出典明示によりそれら全体において本明細書に包含させる。
【０００２】
　本願を通じて、種々の他の刊行物は、著者名および日付により、または特許番号または
特許公報番号により、丸括弧内に言及されている。これらの刊行物の完全な引用は、明細
書の最後において見いだされ得る。これらの刊行物の開示は、本出願で記載され、請求さ
れている本発明の日付で当業者に知られている最先端技術をより完全に記載するために、
それらの内容を出典明示により本明細書に包含させる。しかしながら、文献の引用は、か
かる文献が本発明に対する先行技術であるという承認として解釈されるべきでない。
【０００３】
技術分野
　本発明は、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経路を破壊する抗体を患者に投与するこ
とを含む、癌患者の免疫療法のための方法に関する。バイオマーカーは、免疫療法のため
の適当な患者を同定するための、および抗－ＰＤ－１処置の有効性を予測するための、処
置の一部として使用され得る。
【背景技術】
【０００４】
発明の背景
　ヒトの癌は、免疫系によって潜在的に認識可能な新抗原を産生する多数の遺伝子および
エピジェネティック変化を有する（Sjoblomら, 2006）。ＴおよびＢリンパ球で構成され
る適応免疫系は、種々の腫瘍抗原に応答する幅広い能力および優れた特異性を備えた強力
な抗癌の可能性を有する。さらに、免疫系は、かなりの可塑性および記憶要素を証明して
いる。適応免疫系の全てのこれらの特性の成功した利用は、全ての癌処置様式で免疫療法
をユニーク(unique)にさせる。しかしながら、癌に対する内因性免疫応答が前臨床モデル
および患者において観察されるが、この応答は効果的でなく、確立された癌は、免疫系に
よって「自己」と見なし、許容される。この許容の状態によって、腫瘍は、いくつかの異
なるメカニズムを利用し、抗腫瘍免疫を積極的に破壊し得る。これらのメカニズムは、機
能障害のＴ－細胞シグナル伝達（Mizoguchiら, 1992）、抑制調節細胞（Facciabeneら, 2
012）、および免疫破壊を回避するために腫瘍により、適応免疫応答の強度を下方調節し
、正常組織を付随的な損傷から保護するために役立つ内因性「免疫チェックポイント」の
共選択(co-opting)（Topalianら, 2011; Mellmanら, 2011）を含む。
【０００５】
　最近まで、癌免疫療法は、活性化エフェクター細胞の養子免疫伝達、関連抗原に対する
免疫化、または非特異的免疫刺激剤、例えば、サイトカインの提供により、抗腫瘍免疫応
答を増強するアプローチに相当な努力を集中していた。しかしながら、過去１０年間に、
特異的免疫チェックポイント経路インヒビターを開発するための徹底した努力が、進行性
黒色腫を有する患者の処置のための細胞毒性Ｔ－リンパ球抗原－４（ＣＴＬＡ－４）に結
合し、阻害する抗体（Ａｂ）、イピリムマブ(ipilimumab)（ＹＥＲＶＯＹ（登録商標））
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の開発（Hodiら, 2010）、および、本明細書に記載されているとおり、阻害性ＰＤ－１経
路をブロックするＡｂの開発を含む、癌を処置するための新規の免疫治療アプローチを提
供するために開始された。
【０００６】
　プログラム死－１（ＰＤ－１）は、活性化ＴおよびＢ細胞により発現される重要な免疫
チェックポイント受容体であり、免疫抑制を介在する。ＰＤ－１は、ＣＤ２８、ＣＴＬＡ
－４、ＩＣＯＳ、ＰＤ－１およびＢＴＬＡを含む受容体のＣＤ２８ファミリーのメンバー
である。ＰＤ－１に対する２つの細胞表面糖タンパク質リガンドが同定されており、プロ
グラム死リガンド－１（ＰＤ－Ｌ１）およびプログラム死リガンド－２（ＰＤ－Ｌ２）は
、抗原提示細胞および多数のヒトの癌において発現され、ＰＤ－１に結合するとＴ細胞活
性化およびサイトカイン分泌を下方調節することが示されている（Freemanら, 2000; Lat
chmanら, 2001）。ＣＴＬＡ－４とは違って、ＰＤ－１は、活性化Ｔ－細胞が腫瘍および
／または間質細胞により発現される免疫抑制性ＰＤ－Ｌ１（Ｂ７－Ｈ１）およびＰＤ－Ｌ
２（Ｂ７－ＤＣ）リガンドに遭遇し得る末梢組織において主に機能する（Fliesら, 2011;
 Topalianら, 2012a）。ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用の阻害は、前臨床モデルにおいて
強力な抗腫瘍活性を介在し（米国特許第８，００８，４４９および７，９４３，７４３号
）、癌を処置するためのＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用のＡｂインヒビターの使用が臨床
試験に入った（Brahmerら, 2010; Topalianら, 2012b; Brahmerら, 2012; Fliesら, 2011
; Pardoll, 2012; Hamid and Carvajal, 2013）。
【０００７】
　オーダーメイド医療の新しい分野の有望さは、薬理ゲノム学における進歩が、有効性を
増強し、副作用を最小限にするために、定義された亜集団、最終的に個々の患者に治療を
調整するために増加的に使用されることである。最近の成功は、例えば、フィラデルフィ
ア染色体ポジティブの慢性骨髄性白血病（ＣＭＬ）を処置するためにｂｃｒ－ａｂｌチロ
シンキナーゼを阻害するタンパク質チロシンキナーゼインヒビターであるメシル酸イマチ
ニブ（ＧＬＥＥＶＥＣ（登録商標））；変異未分化リンパ腫キナーゼ（ＡＬＫ）遺伝子を
発現する末期の非小細胞性肺癌を有する患者の５％を処置するクリゾチニブ（ＸＡＬＫＯ
ＲＩ（登録商標））；および黒色腫腫瘍の約半分において発現される変異Ｂ－ＲＡＦタン
パク質（Ｖ６００Ｅ－ＢＲＡＦ）のインヒビターであるベムラフェニブ（ＺＥＬＢＯＲＡ
Ｆ（登録商標））の開発を含む。しかしながら、選択された癌集団において見出される別
々の活性化変異を標的とする小分子剤の臨床開発とは違って、癌免疫療法における特定の
課題は、患者の選択を可能にし、処置管理を導くために、メカニズムベースの予測バイオ
マーカーの同定とされている。抗－ＰＤ－１免疫療法のために患者をスクリーニングする
ためのバイオマーカーとしてのＰＤ－Ｌ１発現を確認することにおける進歩が、本明細書
に記載されている。
【発明の概要】
【０００８】
発明の概要
　本願明細書は、癌に罹患している対象の免疫療法のための方法であって、阻害性免疫レ
ギュレーター(immunoregulator)からのシグナル伝達を破壊する、減少させる、または抑
制する治療有効量の薬剤を含む組成物を対象に投与することを含む方法を提供する。好ま
しい態様において、薬剤はＡｂである。他の好ましい態様において、阻害性免疫レギュレ
ーターはＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経路の成分である。さらなる好ましい態様に
おいて、ＡｂはＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊する。１つの態様において
、Ａｂは本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたは本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂである。好ま
しい態様において、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂはニボルマブ(nivolumab)（ＢＭＳ－９
３６５５８）であり、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　ＡｂはＢＭＳ－９３６５５９である。１
つの態様において、対象は、癌に対して前処置されている。他の態様において、癌は進行
性、転移性および／または難治性癌である。好ましい態様において、Ａｂまたはその抗原
結合部分の対象への投与は、対象における持続的な臨床反応を誘導する。
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【０００９】
　本出願はまた、（ａ）（ｉ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織
サンプルを提供すること、ここで、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性
細胞を含む、（ｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割
合を評価すること、および（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発
現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベルを超えるという評価に基づいて、適
当な候補として対象を選択すること、を含む免疫療法のための適当な候補である対象を選
択すること；および（ｂ）ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を破壊する治療
有効量の薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを含む組成物を、選択
された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の免疫療法のための方法を提供
する。
【００１０】
　本出願は、（ａ）（ｉ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サン
プルを提供すること、ここで、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞
を含む；（ｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を
評価すること；および（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現す
る細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満であるという評価に基づいて、免疫
療法に適当でないとして対象を選択すること、を含むＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシ
グナル伝達を破壊する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂでの免疫
療法に適当でない対象を選択すること；および（ｂ）ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシ
グナル伝達を破壊する薬剤以外の標準治療用治療薬を選択された対象に投与することを含
む、癌に罹患している対象の処置のための方法をさらに提供する。
【００１１】
　加えて、本出願は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サ
ンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞
を含む；（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組
織サンプルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を
あらかじめ決定された閾値割合と比較すること；および（ｄ）ＰＤ－Ｌ１が試験組織サン
プルの細胞において発現されるという評価に基づいて、免疫療法のための患者を選択する
ことを含む、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を破壊する薬剤、例えば、抗
－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂでの免疫療法のための癌患者を選択するための方
法を提供する。
【００１２】
　本出願は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サンプルを
提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；
（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組織サンプ
ルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合をあらかじ
め決定された閾値と比較すること；および（ｄ）薬剤の治療効果を予測することを含む、
癌患者を処置するための、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を破壊する薬剤
、例えば、抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの治療効果を予測するための方法で
あって、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合が閾値割合を超えるとき、該薬剤
が患者を処置することにおいて有効であると予測され、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現す
る細胞の割合が閾値割合未満であるとき、該薬剤が患者を処置することにおいて有効でな
いと予測される、方法をさらに提供する。
【００１３】
　本願明細書はまた、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サ
ンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞
を含む；（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組
織サンプルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を
あらかじめ決定された閾値割合と比較すること；および（ｄ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を
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発現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値割合を超えることの決定に基づく、薬剤
を含む免疫治療レジメンを決定することを含む、癌患者を処置するための、ＰＤ－１／Ｐ
Ｄ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を破壊する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ
－Ｌ１　Ａｂを含む免疫治療レジメンを決定するための方法を提供する。
【００１４】
　本明細書に記載されている方法の１つの態様において、試験組織サンプルは、ホルマリ
ン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）サンプルである。１つの他の態様において、試験組織
サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を評価することは、ＦＦＰＥ
サンプルの免疫組織化学的（ＩＨＣ）染色によりなし遂げられる。好ましい態様において
、ｍＡｂ２８－８または５Ｈ１は、自動ＩＨＣアッセイにおいて、試験組織サンプルにお
いて細胞の表面上のＰＤ－Ｌ１に結合させるために使用される。本明細書に記載されてい
る方法のいずれかの好ましい態様において、癌は、黒色腫（ＭＥＬ）、腎細胞癌腫（ＲＣ
Ｃ）、扁平上皮非小細胞性肺癌（ＮＳＣＬＣ）、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、結腸直腸癌（Ｃ
ＲＣ）、去勢抵抗性前立腺癌（ＣＲＰＣ）、肝細胞癌腫（ＨＣＣ）、頭頸部の扁平上皮癌
、食道、卵巣、胃腸管および乳房の癌腫、または血液悪性腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、
Ｂ細胞リンパ腫、Ｔ細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫／原発性縦隔Ｂ細胞リンパ腫、およ
び慢性骨髄性白血病である。
【００１５】
　本発明は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて細胞表面に発現されるヒトＰＤ－Ｌ１抗原に
特異的に結合するｍＡｂまたはその抗原結合部分をさらに提供する。好ましい態様におい
て、ｍＡｂまたはその抗原結合部分は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて細胞質ＰＤ－Ｌ１
抗原に結合しない。他の好ましい態様において、モノクローナルＡｂ（ｍＡｂ）は、２８
－８、２８－１、２８－１２、２９－８または２０－１２と称されるウサギｍＡｂ、また
は５Ｈ１と称されるマウスｍＡｂである。
【００１６】
　本発明の他の特徴および利点は、限定として解釈されるべきではない以下の詳細な説明
および実施例から明らかである。本出願を通して引用された科学論文、新聞レポート、Ｇ
ｅｎＢａｎｋ登録、特許および特許出願を含む全ての引用文献の内容は、出典明示により
本明細書に明確に包含させる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ－１Ｃ】ＣＨＯ細胞上に発現されるヒトＰＤ－１（ｈＰＤ－１）への結合に対す
る、５Ｃ４および他のＨｕＭａｂの抗－ＰＤ－１　ｍＡｂ間の交差競合。Ａ、５Ｃ４　Ｆ
ａｂフラグメントは、ｍＡｂ　５Ｃ４それ自体の結合、ならびに２Ｄ３および７Ｄ３の結
合を実質的にブロックした；Ｂ、５Ｃ４　Ｆａｂフラグメントは、ｍＡｂ　４Ｈ１の結合
を実質的にブロックした；Ｃ、５Ｃ４　ｍＡｂは、ｍＡｂ　１７Ｄ８の結合を実質的にブ
ロックした。
【００１８】
【図２Ａ－２Ｆ】ＣＨＯ細胞上に発現されるヒトＰＤＦ－Ｌ１（ｈＰＤ－Ｌ１）への結合
に対する、ＦＩＴＣにコンジュゲートされたヒト抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂの交差競合。
Ａ、標識化１０Ｈ１０の結合は、１０Ａ５、１１Ｅ６および１３Ｇ４により部分的にブロ
ックされ、それ自体により有意にブロックされた；Ｂ、標識化３Ｇ１０の結合は、１０Ｈ
１０を除くそれぞれの試験された抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂにより有意にブロックされた；Ｃ
、標識化１０Ａ５の結合は、１０Ｈ１０を除くそれぞれの試験された抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂにより有意にブロックされた；Ｄ、標識化１１Ｅ６の結合は、１０Ｈ１０を除くそれぞ
れの試験された抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂにより有意にブロックされた；およびＥ、標識化１
２Ａ４の結合は、１０Ｈ１０を除くそれぞれの試験された抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂにより有
意にブロックされた；およびＦ、標識化１３Ｇ４の結合は、１０Ｈ１０を除くそれぞれの
試験された抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂにより有意にブロックされた。
【００１９】
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【図３】ヒト抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂによるＥＳ－２細胞へのビオチン化ｍＡｂ　１２
Ａ４の結合の交差競合阻害。結合したビオチン－１２Ａ４の蛍光は、非標識化ｈＰＤ－Ｌ
１　ＨｕＭａｂの濃度に対してプロットされている。
【００２０】
【図４】処置難治性黒色腫（ＭＥＬ）を有する患者における抗－ＰＤ－１　ｍＡｂの活性
を示すクモ状プロット。時間による腫瘍組織量の変化の典型的なプロットは、１．０ｍｇ
／ｋｇの用量での５Ｃ４で処置された２７人のＭＥＬ患者において、ベースラインと比較
して、標的病変の最長直径の合計における変化の時間経過を証明する。客観的応答（ＯＲ
）をなし遂げた大多数の患者において、応答は処置のサイクル３の終わり（６月）（垂直
破線）までに持続的であり、明らかであった。腫瘍退縮、例えば、新規病変の存在下での
腫瘍組織量の長期減少が、慣用の、および応答の「免疫関連」パターンに続いた。
【００２１】
【図５】転移性ＲＣＣを有する患者における抗－ＰＤ－１　ｍＡｂの活性。１ｍｇ／ｋｇ
での５Ｃ４で処置された５７歳の患者における転移性ＲＣＣの部分再生を説明する。該患
者は、以前に根治手術を受け、スニチニブ、テムシロリムス、ソラフェニブおよびパゾパ
ニブを受けた後に進行性疾患を発症した。矢印は、術野における再発性腫瘍の退縮を示す
。
【００２２】
【図６】転移性ＭＥＬを有する患者における抗－ＰＤ－１　ｍＡｂの活性。転移性ＭＥＬ
の完全応答が、白斑と関連した３ｍｇ／ｋｇでの５Ｃ４で処置された６２歳の患者におい
て説明される。（ｉ）前処置ＣＴスキャン、鼠径リンパ節転移（矢印）；（ｉｉ）処置の
１３月後。皮下組織および後腹膜における多数の転移もまた、完全に退縮した（示されて
いない）。白斑が処置の６月後に発生した；可視光（ｉｉｉ）および紫外線（ｉｖ）下で
９月で、写真を撮った。小眼球症関連転写因子（ＭＩＴＦ）に対する免疫組織化学での皮
膚生検は、正常な皮膚（ｖ）における表皮真皮境界部でのメラニン細胞（矢印）、および
白斑により部分的にまたは完全に影響される皮膚における少ない（ｖｉ）または存在しな
い（ｖｉｉ）メラニン細胞を示す。
【００２３】
【図７】転移性ＮＳＣＬＣを有する患者における抗－ＰＤ－１　ｍＡｂの活性。部分応答
が、１０ｍｇ／ｋｇでの５Ｃ４で処置された転移性ＮＳＣＬＣ（非扁平上皮組織）を有す
る患者において説明される。矢印は、肺病変における初期の進行、次に退縮（応答の「免
疫関連」パターン）を示す。
【００２４】
【図８Ａ－８Ｂ】腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現および抗－ＰＤ－１臨床反応間の相関関係。ＰＤ－
Ｌ１の前処置腫瘍細胞表面発現は、ホルマリン固定パラフィン包埋標本に対するＩＨＣに
より決定されるとき、ＰＤ－１遮断に対するＯＲと相関する。黒色腫、非小細胞性肺癌、
結腸直腸癌、腎細胞癌および去勢抵抗性前立腺癌（それぞれ、ｎ＝１８、１０、７、５お
よび２）を含む進行性癌を有する４２人の対象を試験した。Ａ、客観的臨床反応と腫瘍細
胞表面ＰＤ－Ｌ１発現との有意な相関関係があった。ＰＤ－Ｌ１ネガティブ腫瘍を有する
患者は、ＯＲを経験しなかった。Ｂ、抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ　５Ｈ１でのＩＨＣ分析の
例は、黒色腫のリンパ節転移（上段）、腎細胞癌の腎摘出標本（中段）、および肺腺癌の
脳転移（下段）において示される。全て４００Ｘオリジナル倍率。矢印は、ＰＤ－Ｌ１に
対する表面膜染色を有するそれぞれの標本における多数の腫瘍細胞の１つを示す。アステ
リスクは、ＰＤ－Ｌ１染色に対してネガティブである腎摘出標本における正常糸球体を示
す。
【００２５】
【図９】ヒストスコア(histoscore)分析による腫瘍組織におけるＰＤ－Ｌ１抗原へのｍＡ
ｂ２８－８および５Ｈ１の結合のグラフ比較。ウサギｍＡｂ２８－８は、試験された１０
個のサンプルのうちの７個においてより高いヒストスコアを示した。
【００２６】
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【図１０Ａ－１０Ｄ】処置難治性ＭＥＬおよびＮＳＣＬＣを有する患者における抗－ＰＤ
－Ｌ１　ｍＡｂの活性を示すクモ状プロット。典型的なプロットは、１（Ａ）、３（Ｂ）
、１０ｍｇ／ｋｇ（Ｃ）の用量でのＢＭＳ－９３６５５９で処置されたＭＥＬを有する患
者、および１０ｍｇ／ｋｇ（Ｄ）で処置されたＮＳＣＬＣを有する患者における標的病変
腫瘍組織量の時間経過を証明する。ＯＲをなし遂げた大多数の患者において、応答は、用
量または腫瘍型にかかわりなく、処置のサイクル２の終わり（３月）までに持続的であり
、明らかであった。腫瘍退縮が、慣用の、および応答の「免疫関連」パターンに続いた。
【００２７】
【図１１】３ｍｇ／ｋｇでのＢＭＳ－９３６５５９で処置された黒色腫を有する患者にお
ける完全応答。円は、６週および３月で肺結節のサイズの初期の増加、次に、１０月で完
全退縮（応答の「免疫関連」パターン）を示す。
【００２８】
【図１２】１ｍｇ／ｋｇでのＢＭＳ－９３６５５９で処置された黒色腫を有する患者にお
ける完全応答。該患者は、定位的放射線治療で成功裏に処置された処置の開始３月後に孤
立性脳転移を発症した。腹部疾患における部分応答（円で囲まれている）が８月で示され
、１５月で疾患の徴候がなかった。
【００２９】
【図１３】１０ｍｇ／ｋｇでのＢＭＳ－９３６５５９で処置されたＮＳＣＬＣ（非扁平上
皮組織）を有する患者における部分応答。右肺胸膜および肝臓における疾患における応答
を示す。
【００３０】
【図１４Ａ－１４Ｂ】ニボルマブおよびイピリムマブの同時レジメンを受けたＭＥＬ患者
の臨床活性。Ａ、典型的なクモ状プロットは、ＭＴＤで１ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍ
ｇ／ｋｇ　イピリムマブの同時レジメンを受けた患者において、全ての標的病変の垂直直
径の積の合計として測定される腫瘍組織量におけるベースラインからの変化を示す。三角
は、新規病変の最初の発生を示す。Ｂ、典型的な滝型プロットは、同時レジメンを受けた
患者におけるベースライン標的病変における最大応答率を示す。
【００３１】
【図１５】１ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリムマブの同時レジメンを受
けた５２歳のＭＥＬ患者の腫瘍退縮。該患者は、広範囲の首、縦隔、腋窩、腹部および骨
盤のリンパ節症、両側肺結節、小腸転移、腹膜インプラントおよび広範性皮下結節を示し
た。ベースラインの乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）は２．２５ｘ正常の上限であり、ヘ
モグロビンは９．７ｇ／ｄＬであり、症状は吐き気や嘔吐を含んだ。処置の４週以内に、
ＬＤＨは正常化し、症状は改善し（食欲の増加、嘔吐の減少）、皮膚損傷は退行した。１
２週スキャンで、疾患の全ての領域において顕著な減少があった。矢印は、転移性疾患の
位置を示す。
【００３２】
【図１６Ａ－１６Ｃ】。ニボルマブおよびイピリムマブの種々の同時レジメンを受けたＭ
ＥＬ患者の臨床活性。典型的なクモ状プロットは、０．３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍ
ｇ／ｋｇ　イピリムマブ（Ａ）、３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋１ｍｇ／ｋｇ　イピリムマ
ブ（Ｂ）、または３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリムマブ（Ｃ）の同時
レジメンを受けた患者において、全ての標的病変の垂直直径の積の合計として測定される
腫瘍組織量におけるベースラインからの変化を示す。三角は、新規病変の最初の発生を示
す。
【００３３】
【図１７】０．３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリムマブの同時レジメン
を受けた６１歳のＭＥＬ患者の腫瘍退縮。該患者は、未知の原発部位のステージＩＶ（Ｍ
１ｃ）ＭＥＬで、胃および腸間膜への転移を示した。最近の輸血後に、乳酸デヒドロゲナ
ーゼは２２５であり、ヘモグロビンは９．６ｇ／ｄＬであった。試験処置の開始１２週間
後、ＣＴスキャンは、大きい疾患の負担において８６％の減少を示した。
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【００３４】
【図１８Ａ－１８Ｃ】ニボルマブおよびイピリムマブの連続レジメンを受けたＭＥＬ患者
の臨床活性。典型的なクモ状プロットは、イピリムマブ治療の前後に、１ｍｇ／ｋｇ　ニ
ボルマブ（Ａ）または３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ（Ｂ）の連続レジメンを受けた患者にお
いて、全ての標的病変の垂直直径の積の合計として測定される腫瘍組織量におけるベース
ラインからの変化を示す。三角は、新規病変の最初の発生を示す。Ｃ、典型的な滝型プロ
ットは、連続レジメンを受けた患者においてベースライン標的病変における最大応答率を
示す。「＊」は、以前のイピリムマブ処置で放射線進行を有した患者を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
発明の詳細な説明
　本発明は、内因性応答の活性化を刺激するか、または内因性応答の抑制を阻害する、内
因性免疫応答を増強する治療有効量の化合物または薬剤を含む組成物を対象に投与するこ
とを含む、疾患、例えば、癌または感染病に罹患している対象の免疫療法のための方法に
関する。さらに具体的には、本出願は、阻害性免疫レギュレーターからのシグナル伝達を
破壊するか、または阻害する治療有効量の薬剤、例えば、Ａｂまたはその抗原結合部分を
対象に投与することを含む、癌に罹患している対象における内因性免疫応答を増強し、そ
れにより患者を処置するための方法を提供する。１つの態様において、阻害性免疫レギュ
レーターはＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経路の成分である。したがって、本発明の
１つの態様は、ＰＤ－１受容体およびそのリガンドであるＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊
する治療有効量のＡｂまたはその抗原結合部分を対象に投与することを含む、癌に罹患し
ている対象の免疫療法のための方法を提供する。１つの好ましい態様において、Ａｂまた
はその抗原結合部分はＰＤ－１に特異的に結合する。他の好ましい態様において、Ａｂま
たはその抗原結合部分はＰＤ－Ｌ１に特異的に結合する。１つの態様は、癌を処置するた
めに、別の抗癌剤、好ましくは抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂと組み合わせての抗－ＰＤ－１　
Ａｂの使用を含む。１つの他の態様において、対象は、組織の癌を有する患者から得られ
る試験組織サンプルにおけるＰＤ－Ｌ１の表面発現を測定すること、例えば、試験組織サ
ンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定すること、および、ＰＤ
－Ｌ１が試験組織サンプルにおける細胞の表面上に発現される評価に基づく免疫療法のた
めの患者を選択することを含む方法において、免疫療法のために適当であるとして選択さ
れる。
【００３６】
用語
　本願明細書がより容易に理解され得るために、特定の用語を最初に定義する。本願にお
いて使用されるとき、本明細書において明示的に別段提供される場合を除き、以下の用語
のそれぞれは、以下に説明されている意味を有する。さらなる定義は、本願中に説明され
ている。
【００３７】
　「投与」は、当業者に知られている種々の方法および送達系のいずれかを使用する、治
療剤を含む組成物の対象への物理的導入を示す。本発明のＡｂのための好ましい投与経路
は、例えば注射または注入による、静脈内、筋肉内、皮下、腹腔内、脊髄内または他の非
経口投与経路を含む。本明細書において使用される「非経口投与」なるフレーズは、通常
注射による腸内および局所投与以外の投与様式を意味し、限定はしないが、静脈内、筋肉
内、動脈内、髄腔内、リンパ管内、病巣内、嚢内、眼窩内、心臓内、皮内、腹腔内、経気
管、皮下、表皮下、関節内、被膜下、くも膜下、髄腔内、硬膜外および胸骨内注射および
注入、ならびにインビボエレクトロポレーションを含む。あるいは、本発明のＡｂは、例
えば、鼻腔内に、経口に、膣内に、経直腸的に、舌下的に、または局所的に、非経口でな
い経路、例えば、局所、表皮または粘膜投与経路を介して投与することができる。投与は
また、例えば、１回、複数回および／または長期間にわたって１回以上で行われ得る。
【００３８】
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　本明細書において使用される「有害事象」（ＡＥ）は、医学的処置の使用と関連する、
あらゆる好ましくない、および一般的に意図されない、または望ましくない徴候（検査所
見異常を含む）、症状、または疾患である。例えば、有害事象は、処置に対する応答にお
ける免疫系の活性化または免疫系細胞（例えば、Ｔ細胞）の拡張と関連し得る。医学的処
置は１つ以上の関連したＡＥを有し得、それぞれのＡＥは同じか、または異なっているレ
ベルの重症度を有し得る。「有害事象を変化する」ことができる方法の言及は、異なる処
置レジメンの使用と関連する１つ以上のＡＥの発生率および／または重症度を減少させる
処置レジメンを意味する。
【００３９】
　「抗体」（Ａｂ）は、限定はしないが、抗原に特異的に結合する糖タンパク質免疫グロ
ブリンを含み、ジスルフィド結合により相互連結された少なくとも２つの重（Ｈ）鎖およ
び２つの軽（Ｌ）鎖、またはその抗原結合部分を含む。それぞれのＨ鎖は、重鎖可変領域
（本明細書においてＶＨと省略される）および重鎖定常領域を含む。重鎖定常領域は、３
つの定常ドメイン、ＣＨ１、ＣＨ２およびＣＨ３を含む。それぞれの軽鎖は、軽鎖可変領
域（本明細書においてＶＬと省略される）および軽鎖定常領域を含む。軽鎖定常領域は１
つの定常ドメイン、ＣＬを含む。ＶＨおよびＶＬ領域は、フレームワーク領域（ＦＲ）と
称されるより保存されている領域が組み入れられている相補性決定領域（ＣＤＲ）と称さ
れる超可変領域にさらに分類することができる。それぞれのＶＨおよびＶＬは、以下の順
番でアミノ末端からカルボキシ末端に配置されている、３つのＣＤＲおよび４つのＦＲを
含む：ＦＲ１、ＣＤＲ１、ＦＲ２、ＣＤＲ２、ＦＲ３、ＣＤＲ３、ＦＲ４。重鎖および軽
鎖の可変領域は、抗原と相互作用する結合ドメインを含む。Ａｂの定常領域は、宿主組織
または因子、例えば、免疫系の種々の細胞（例えば、エフェクター細胞）および古典的補
体系の第１の成分（Ｃ１ｑ）への免疫グロブリンの結合を介在し得る。
【００４０】
　抗体は、一般的に、１０－５から１０－１１Ｍ－１以下の解離定数（ＫＤ）により反映
される高親和性でその同種抗原に特異的に結合する。約１０－４Ｍ－１以上の任意のＫＤ

が、一般的に、非特異的結合を示すと考えられる。本明細書において使用されるとき、抗
原に「特異的に結合する」Ａｂは、１０－７Ｍ以下、好ましくは１０－８Ｍ以下、よりさ
らに好ましくは５ｘ１０－９Ｍ以下、およびより好ましくは１０－８Ｍから１０－１０Ｍ
以下のＫＤを有することを意味する高親和性で、抗原および実質的に同一の抗原に結合す
るが、高親和性で関連しない抗原に結合しないＡｂを示す。抗原は、所定の抗原と高度の
配列同一性を示すとき、例えば、所定の抗原の配列と少なくとも８０％、少なくとも９０
％、好ましくは少なくとも９５％、さらに好ましくは少なくとも９７％、またはよりさら
に好ましくは少なくとも９９％配列同一性を示すとき、所定の抗原と「実質的に同一」で
ある。一例として、ヒトＰＤ－１に特異的に結合するＡｂはまた、特定の霊長類種由来の
ＰＤ－１抗原と交差反応性を有し得るが、特定の齧歯動物種由来のＰＤ－１抗原またはＰ
Ｄ－１以外の抗原、例えば、ヒトＰＤ－Ｌ１抗原と交差反応し得ない。
【００４１】
　免疫グロブリンは、一般的に知られているアイソタイプのいずれか由来であってよく、
限定はしないが、ＩｇＡ、分泌型ＩｇＡ、ＩｇＧおよびＩｇＭを含む。ＩｇＧサブクラス
はまた、当業者によく知られており、限定はしないが、ヒトＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ
３およびＩｇＧ４を含む。「アイソタイプ」は、重鎖定常領域遺伝子によってコードされ
るＡｂクラスまたはサブクラス（例えば、ＩｇＭまたはＩｇＧ１）を示す。「抗体」なる
用語は、一例として、天然および非天然Ａｂの両方；モノクローナルおよびポリクローナ
ルＡｂ；キメラおよびヒト化Ａｂ；ヒトまたは非ヒトＡｂ；完全合成Ａｂ；および一本鎖
Ａｂを含む。非ヒトＡｂは、ヒトにおけるその免疫原性を減少させるために、組換え方法
によりヒト化され得る。明示的に記載されている場合を除き、文脈上他の意味を示す場合
を除き、「抗体」なる用語はまた、前記免疫グロブリンのいずれかの抗原結合フラグメン
トまたは抗原結合部分を含み、一価および二価のフラグメントまたは部分、および一本鎖
Ａｂを含む。
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【００４２】
　「単離された抗体」は、異なる抗原特異性を有する他のＡｂを実質的に含まないＡｂを
示す（例えば、ＰＤ－１に特異的に結合する単離されたＡｂは、ＰＤ－１以外の抗原に特
異的に結合するＡｂを実質的に含まない）。しかしながら、ＰＤ－１に特異的に結合する
単離されたＡｂは、他の抗原、例えば、異なる種由来のＰＤ－１分子に対する交差反応性
を有し得る。さらに、単離されたＡｂは、他の細胞物質および／または化学物質を実質的
に含まなくてもよい。比較すると、「単離された」核酸は、天然に存在するときの核酸と
著しく異なる、すなわち、独特の化学的同一性、性質および有用性を有する物質の核酸組
成物を示す。例えば、単離されたＤＮＡは、天然ＤＮＡとは違って、天然ＤＮＡの自立部
分であり、自然界に見られるより大きな構造的複合体、染色体の不可欠な部分ではない。
さらに、単離されたＤＮＡは、天然ゲノムＤＮＡとは違って、天然ゲノムＤＮＡが不適当
である適用または方法において、例えば、とりわけ、疾患を診断するか、または治療の有
効性を評価するために、遺伝子発現を測定する、およびバイオマーカー遺伝子または突然
変異を検出するための、ＰＣＲプライマーまたはハイブリダイゼーションプローブとして
、一般的に使用され得る。単離された核酸は、当分野でよく知られている標準技術を使用
して、他の細胞成分または他の汚染物質、例えば、他の細胞核酸またはタンパク質を実質
的に含まないように精製され得る。単離された核酸の例は、ゲノムＤＮＡ、ＰＣＲ－増幅
されたＤＮＡ、ｃＤＮＡおよびＲＮＡのフラグメントを含む。
【００４３】
　「モノクローナル抗体」（「ｍＡｂ」）なる用語は、単一の分子組成のＡｂ分子、すな
わち、一次配列が本質的に同一であるＡｂ分子の調製物を示し、特定のエピトープに対す
る単一の結合特異性および親和性を示す。ｍＡｂは単離されたＡｂの例である。ＭＡｂは
、ハイブリドーマ、組換え、トランスジェニックまたは当業者に知られている他の技術に
より生産され得る。
【００４４】
　「ヒト」抗体（ＨｕＭＡｂ）は、フレームワークおよびＣＤＲ領域の両方がヒト生殖細
胞系列免疫グロブリン配列由来である可変領域を有するＡｂを示す。さらに、Ａｂが定常
領域を含むとき、定常領域もまた、ヒト生殖細胞系列免疫グロブリン配列に由来する。本
発明のヒトＡｂは、ヒト生殖細胞系列免疫グロブリン配列によってコードされないアミノ
酸残基（例えば、インビトロでのランダムまたは部位特異的突然変異誘発またはインビボ
での体細胞突然変異により導入される突然変異）を含み得る。しかしながら、本明細書に
おいて使用される「ヒト抗体」なる用語は、別の哺乳動物種、例えば、マウスの生殖細胞
系列由来のＣＤＲ配列が、ヒトフレームワーク配列上にグラフトされているＡｂを含むこ
とを意図しない。「ヒト」Ａｂおよび「完全ヒト」Ａｂなる用語は同義的に使用される。
【００４５】
　「ヒト化」抗体は、非ヒトＡｂのＣＤＲドメイン外のいくつか、ほとんど、または全て
のアミノ酸がヒト免疫グロブリン由来の対応するアミノ酸で置換されているＡｂを示す。
Ａｂのヒト化形態の１つの態様において、ＣＤＲドメイン外のいくつか、ほとんど、また
は全てのアミノ酸は、ヒト免疫グロブリン由来のアミノ酸で置換されているが、１つ以上
のＣＤＲ領域内のいくつか、ほとんど、または全てのアミノ酸は変化していない。Ａｂが
特定の抗原に結合する能力を破棄しない限り、アミノ酸のいくつかの付加、欠失、挿入、
置換または修飾は許容される。「ヒト化」Ａｂは、元のＡｂと同様の抗原特異性を保持す
る。
【００４６】
　「キメラ抗体」は、可変領域がある種に由来であり、定常領域が別の種に由来であるＡ
ｂ、例えば、可変領域がマウスＡｂに由来であり、定常領域がヒトＡｂに由来であるＡｂ
を示す。
【００４７】
　Ａｂの「抗原結合部分」（「抗原結合フラグメント」とも称される）は、完全Ａｂによ
り結合される抗原に特異的に結合する能力を保持するＡｂの１つ以上のフラグメントを示



(11) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

す。
【００４８】
　「癌」は、身体における異常細胞のコントロールされない増殖により特徴付けられる種
々の疾患の広範なグループを示す。制御されていない細胞分裂および増殖分裂および増殖
は、隣接組織に浸潤し、リンパ系または血流を介して身体の遠隔部分に転移さえし得る悪
性腫瘍の形成を引き起こす。
【００４９】
　「免疫応答」は、侵入性病原体、病原体に感染した細胞または組織、癌性もしくは他の
異常細胞、または、自己免疫もしくは病的炎症の場合において、正常ヒト細胞もしくは組
織に対する選択的標的化、結合、損傷、破壊および／または脊椎動物の体からの除去を引
き起こす、免疫系の細胞（例えば、Ｔリンパ球、Ｂリンパ球、ナチュラルキラー（ＮＫ）
細胞、マクロファージ、好酸球、肥満細胞、樹状細胞および好中球）および肝臓の任意の
これらの細胞により生産される可溶性高分子（Ａｂ、サイトカイン、および補体を含む）
の作用を示す。
【００５０】
　「免疫レギュレーター」は、免疫応答を調節する物質、薬剤、シグナル伝達経路または
それらの成分を示す。免疫応答を「制御」、「修飾」または「調節」は、免疫系の細胞ま
たはかかる細胞の活性におけるあらゆる変化を示す。このような制御は、種々の細胞型の
数における増加または減少、これらの細胞の活性における増加または減少、または免疫系
内で生じることができるあらゆる他の変化により現れ得る免疫系の促進または抑制を含む
。阻害性および促進性免疫レギュレーターの両方が同定されており、そのうちのいくつか
は、癌微小環境において増強された機能を有し得る。
【００５１】
　「免疫療法」なる用語は、免疫応答を誘導、増強、抑制または修飾することを含む方法
による、疾患に罹患している、または疾患に罹患する危険性を有する、または疾患の再発
を有する対象の処置を示す。対象の「処置」または「療法」は、疾患と関連する症状、合
併症、状態または生化学的徴候の発症、進行、発達、重症度または再発を逆転、緩和、改
善、阻害、遅延または予防する目的を有する対象に対して実施されるあらゆる型の介入ま
たはプロセス、または、該対象への活性剤の投与を示す。
【００５２】
　「内因性免疫応答を増強」は、対象において存在する免疫応答の有効性または効力を増
加させることを意味する。この有効性および効力における増加は、例えば、内因性宿主免
疫応答を抑制するメカニズムを克服することにより、または内因性宿主免疫応答を増強す
るメカニズムを刺激することにより、なし遂げられ得る。
【００５３】
　細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現に関する「あらかじめ決定された閾値」は、サンプルが細胞表
面ＰＤ－Ｌ１発現に対してポジティブであるとスコア化される腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎
症性細胞を含む試験組織サンプルにおける細胞の割合を示す。ｍＡｂ２８－８でＩＨＣに
よりアッセイされた細胞表面発現において、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞に対
するあらかじめ決定された閾値は、細胞の総数の少なくとも約０．０１％から少なくとも
約２０％の範囲である。好ましい態様において、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞
に対するあらかじめ決定された閾値は、細胞の総数の少なくとも約０．１％から少なくと
も約１０％の範囲である。さらに好ましくは、あらかじめ決定された閾値は少なくとも約
５％である。よりさらに好ましくは、あらかじめ決定された閾値は少なくとも約１％、ま
たは１－５％の範囲である。
【００５４】
　「プログラム死－１（ＰＤ－１）」受容体は、ＣＤ２８ファミリーに属する免疫抑制性
受容体を示す。ＰＤ－１は、インビボで以前に活性化されたＴ細胞上で主に発現され、Ｐ
Ｄ－Ｌ１およびＰＤ－Ｌ２の２つのリガンドに結合する。本明細書において使用される「
ＰＤ－１」なる用語は、ヒトＰＤ－１（ｈＰＤ－１）、変異体、アイソフォームおよびｈ
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ＰＤ－１の種ホモログ、およびｈＰＤ－１と少なくとも１つの共通のエピトープを有する
アナログを含む。完全なｈＰＤ－１配列は、ＧｅｎＢａｎｋ受入番号Ｕ６４８６３の下に
見いだすことができる。
【００５５】
　「プログラム死リガンド－１（ＰＤ－Ｌ１）」は、ＰＤ－１に結合したときＴ細胞活性
化およびサイトカイン分泌を下方調節するＰＤ－１に対する２つの細胞表面糖タンパク質
リガンドの１つである（他のものはＰＤ－Ｌ２である）。本明細書において使用される「
ＰＤ－Ｌ１」なる用語は、ヒトＰＤ－Ｌ１（ｈＰＤ－Ｌ１）、変異体、アイソフォームお
よびｈＰＤ－Ｌ１の種ホモログ、およびｈＰＤ－Ｌ１と少なくとも１つの共通のエピトー
プを有するアナログを含む。完全なｈＰＤ－Ｌ１配列は、ＧｅｎＢａｎｋ受入番号Ｑ９Ｎ
ＺＱ７の下に見いだすことができる。
【００５６】
　「シグナル変換経路」または「シグナル伝達経路」は、細胞のある部分から細胞の別の
部分へのシグナルの伝達における役割を果たす種々のシグナル変換分子間の生化学的関係
を示す。「細胞表面受容体」は、例えば、細胞の表面に位置し、シグナルを受け、細胞の
細胞膜を通してかかるシグナルを伝達することができる分子および分子の複合体を含む。
本発明の細胞表面受容体の例は、活性化Ｔ細胞、活性化Ｂ細胞および骨髄細胞の表面に位
置し、腫瘍浸潤リンパ球における減少およびＴ細胞増殖における減少を引き起こすシグナ
ルを伝達するＰＤ－１受容体である。シグナル伝達の「インヒビター」は、シグナル伝達
経路の任意の構成要素、例えば、受容体またはそのリガンドによって促進性または阻害性
に伝達するシグナルの開始、受入または伝達を拮抗または低下する化合物または薬剤を示
す。
【００５７】
　「対象」は、あらゆるヒトまたは非ヒト動物を含む。「非ヒト動物」なる用語は、限定
はしないが、脊椎動物、例えば、非ヒト霊長類、ヒツジ、イヌ、ネコ、ウサギおよびフェ
レット、齧歯動物、例えば、マウス、ラットおよびモルモット、鳥類、例えば、ニワトリ
、両生動物、およびは虫類を含む。好ましい態様において、対象は、哺乳動物、例えば、
非ヒト霊長類、ヒツジ、イヌ、ネコ、ウサギ、フェレットまたは齧歯動物である。より好
ましい態様において、対象はヒトである。「対象」、「患者」および「個体」なる用語は
、本明細書において互換的に使用される。
【００５８】
　薬物または治療剤、例えば、本発明のＡｂの「治療有効量」または「治療有効用量」は
、単独で、または別の治療剤と組み合わせて使用されるとき、疾患症状の重症度における
減少、疾患症状のない期間の頻度および期間における増加、または疾患苦痛による損傷ま
たは能力障害の予防により証明される、疾患の発症に対して対象を保護するか、または疾
患の退縮を促進する、薬物のあらゆる量である。治療剤が疾患の退縮を促進する能力は、
例えば、臨床試験中でヒト対象において、ヒトにおける有効性を予測する動物モデルシス
テムにおいて、当業者に知られた種々の方法を使用して、または、インビトロアッセイに
おいて薬剤の活性をアッセイすることにより評価することができる。
【００５９】
　一例として、抗癌剤は対象における癌の退縮を促進する。好ましい態様において、治療
有効量の薬物は、癌を排除する時点への癌の退縮を促進する。「癌の退縮を促進」は、有
効量の薬物の投与が、単独で、または抗腫瘍剤と組み合わせて、腫瘍増殖または腫瘍サイ
ズにおける減少、腫瘍の壊死、少なくとも１つの疾患症状の重症度における減少、疾患症
状のない期間の頻度および期間における増加、または疾患苦痛による損傷または能力障害
の予防を引き起こすことを意味する。加えて、処置に関して「有効」および「有効性」な
る用語は、薬理学的有効性および生理学的安全性の両方を含む。薬理学的有効性は、薬物
が患者における癌の退縮を促進する能力を示す。生理学的安全性は、薬物の投与による細
胞、臓器および／または生物体レベルでの、毒性または他の有害な生理学的効果（副作用
）のレベルを示す。
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【００６０】
　腫瘍の処置のための一例として、治療有効量の薬物は、好ましくは、未処置対象と比較
して、少なくとも約２０％、さらに好ましくは少なくとも約４０％、よりさらに好ましく
は少なくとも約６０％、なおさらさらに好ましくは少なくとも約８０％、細胞増殖または
腫瘍増殖を阻害する。本発明の他の好ましい態様において、腫瘍退縮は、少なくとも約２
０日間、さらに好ましくは少なくとも約４０日間、よりさらに好ましくは少なくとも約６
０日間、観察および持続され得る。治療効果のこれらの最終的な測定にもかかわらず、免
疫治療薬物の評価はまた、「免疫関連」応答パターンを考慮に入れなければならない。
【００６１】
　「免疫関連」応答パターンは、癌特異的免疫応答を誘導すること、または天然の免疫プ
ロセスを修飾することによる抗腫瘍効果を生じる免疫療法剤で処置された癌患者において
しばしば観察される臨床反応パターンを示す。この応答パターンは、従来の化学療法剤の
評価において、疾患進行に分類され、薬物障害と同義である、腫瘍組織量における初期増
加または新規の病変の出現に続く、有益な治療効果により特徴付けられる。したがって、
免疫療法剤の適切な評価は、標的疾患に対するこれらの薬剤の効果の長期モニタリングを
必要とし得る。
【００６２】
　薬物の治療有効量は、癌を発症する危険性がある対象（例えば、前悪性状態を有する対
象）または癌の再発を有する対象に、単独で、または抗腫瘍剤と組み合わせて、投与され
たとき、癌の発生または再発を阻害する、薬物のあらゆる量である「予防有効量」を含む
。好ましい態様において、予防有効量は、完全に癌の発生または再発を予防する。癌の発
生または再発を「阻害」は、癌の発生または再発の可能性を減少させる、または完全に癌
の発生または再発を予防するのいずれかを意味する。
【００６３】
　「腫瘍浸潤炎症性細胞」は、一般的に対象における炎症応答に参加し、腫瘍組織に浸潤
するあらゆる型の細胞である。このような細胞は、腫瘍浸潤リンパ球（ＴＩＬ）、マクロ
ファージ、単球、好酸球、組織球および樹状細胞を含む。
【００６４】
　代替（例えば、「または」）の使用は、代替の１つ、両方またはそれらの組合せのいず
れかを意味すると理解されるべきである。本明細書において使用されるとき、不定冠詞「
ａ」または「ａｎ」は、「１つ以上の」の任意の記載または列挙された成分を示すと理解
されるべきである。
【００６５】
　「約」または「本質的に含む」なる用語は、当業者により決定されるとき、特定の値ま
たは組成に対して許容される誤差の範囲内であり、値または組成の測定または決定される
方法、すなわち、測定システムの限界に部分的に依存する値または組成を示す。例えば、
「約」または「本質的に含む」は、当分野での実施を通じて１以内または１以上の標準偏
差を意味することができる。あるいは、「約」または「本質的に含む」は、最大２０％の
範囲を意味することができる。さらに、特に生物学的システムまたはプロセスに対して、
該用語は、値の最大一桁違いまたは最大５倍を意味することができる。特定の値または組
成が本出願および特許請求の範囲において提供されるとき、特に明記されていない限り、
「約」または「本質的に含む」の意味は、特定の値または組成に対して許容される誤差の
範囲内であると考えるべきである。
【００６６】
　本明細書に記載されているとき、あらゆる濃度範囲、パーセンテージ範囲、比率範囲ま
たは整数範囲は、他に記載のない限り、記載の範囲内のあらゆる整数の値、および、適当
なとき、その分数（例えば、整数の十分の一および百分の一）を含むと理解すべきである
。
【００６７】
　本発明の様々な局面は、以下のサブセクションでさらに記載されている。
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【００６８】
本発明の抗体
　本発明のＡｂは、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１それぞれへの高アフィニティー結合を含む
、本明細書に記載されている構造および機能特性を有する種々のＡｂを含む。これらのＡ
ｂは、例えば、疾患に罹患している対象を処置するための治療用Ａｂとして、またはそれ
らの同種抗原を検出するための診断アッセイにおける試薬として使用され得る。高親和性
でＰＤ－１に特異的に結合する（例えば、ヒトＰＤ－１に結合し、他の種、例えば、カニ
クイザル由来のＰＤ－１と交差反応し得る）ヒトｍＡｂ（ＨｕＭＡｂ）は、米国特許第８
，００８，４４９号に記載されており、高親和性でＰＤ－Ｌ１に特異的に結合するＨｕＭ
Ａｂは、米国特許第７，９４３，７４３号に記載されている。本発明のＡｂは、限定はし
ないが、米国特許第８，００８，４４９および７，９４３，７４３号のそれぞれに記載さ
れている抗－ＰＤ－１および抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの全てを含む。他の抗－ＰＤ－１　ｍ
Ａｂは、例えば、米国特許第６，８０８，７１０、７，４８８，８０２および８，１６８
，７５７号、およびＰＣＴ公開第ＷＯ　２０１２／１４５４９３号に記載されており、抗
－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂは、例えば、米国特許第７，６３５，７５７および８，２１７，１
４９号、米国公開第２００９／０３１７３６８号、およびＰＣＴ公開第ＷＯ　２０１１／
０６６３８９およびＷＯ　２０１２／１４５４９３号に記載されている。これらの抗－Ｐ
Ｄ－１および抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂが本発明の抗体に対して本明細書に記載されている
構造および機能特性を示す範囲において、それらもまた本発明の抗体として含まれる。
【００６９】
本発明の抗－ＰＤ－１抗体
　米国特許第８，００８，４４９号に記載されているそれぞれの抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡ
ｂは、１つ以上の以下の特性：（ａ）Ｂｉａｃｏｒｅバイオセンサーシステムを使用する
表面プラズモン共鳴により決定されるとき、１ｘ１０－７Ｍ以下のＫＤでヒトＰＤ－１に
結合する；（ｂ）ヒトＣＤ２８、ＣＴＬＡ－４またはＩＣＯＳに実質的に結合しない；（
ｃ）混合リンパ球反応（ＭＬＲ）アッセイにおいてＴ－細胞増殖を増加させる；（ｄ）Ｍ
ＬＲアッセイにおいてインターフェロン－γ生産を増加させる；（ｅ）ＭＬＲアッセイに
おいてＩＬ－２分泌を増加させる；（ｆ）ヒトＰＤ－１およびカニクイザルＰＤ－１に結
合する；（ｇ）ＰＤ－１へのＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２の結合を阻害する；（
ｈ）抗原特異的メモリー応答を刺激する；（ｉ）Ａｂ応答を刺激する；および（ｊ）イン
ビボでの腫瘍細胞増殖を阻害する、を示すことが証明されている。本発明の抗－ＰＤ－１
　Ａｂは、ヒトＰＤ－１に特異的に結合し、少なくとも１つ、好ましくは少なくとも５つ
の前記特性を示すｍＡｂを含む。
【００７０】
　米国特許第８，００８，４４９号は、７つの抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡｂ：１７Ｄ８、２
Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４（本明細書においてニボルマブまたはＢＭＳ－９３６５５８とも称
される）、４Ａ１１、７Ｄ３および５Ｆ４を例示する。これらのＡｂの重鎖および軽鎖可
変領域をコードする単離されたＤＮＡ分子は配列決定されており、可変領域のアミノ酸配
列が推定された。１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３および５Ｆ４の
ＶＨアミノ酸配列はそれぞれ、本明細書において配列番号１、２、３、４、５、６および
７として提供される。１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３および５Ｆ
４のＶＬアミノ酸配列はそれぞれ、本明細書において配列番号８、９、１０、１１、１２
、１３および１４として提供される。
【００７１】
　本発明の好ましい抗－ＰＤ－１　Ａｂは、抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡｂ　１７Ｄ８、２Ｄ
３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３および５Ｆ４を含む。これらの好ましいＡｂは、
ヒトＰＤ－１に特異的に結合し、（ａ）配列番号：１に記載されている配列を有する連続
的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：８に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列番号：２に
記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および
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配列番号：９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖
可変領域；（ｃ）配列番号：３に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１０に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：４に記載されている配列
を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１１に記
載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｅ）
配列番号：５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖
可変領域および配列番号：１２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：６に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１３に記載されている配列
を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（ｇ）配列番号：
７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域お
よび配列番号：１４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒ
ト軽鎖可変領域を含む。
【００７２】
　これらのＡｂのそれぞれがＰＤ－１に結合することができるとき、ＶＨおよびＶＬ配列
は、本発明の他の抗－ＰＤ－１　Ａｂを調製するように「混合および適合(matched)」さ
れ得る。このような「混合および適合」されたＡｂのＰＤ－１結合は、当分野でよく知ら
れている結合アッセイ、例えば、酵素免疫吸着法アッセイ（ＥＬＩＳＡ）、ウェスタンブ
ロット、放射免疫測定法およびＢｉａｃｏｒｅ分析（例えば、米国特許第８，００８，４
４９号参照）を使用して試験することができる。好ましくは、ＶＨおよびＶＬ鎖が混合お
よび適合されるとき、特定のＶＨ／ＶＬ対からのＶＨ配列は構造的に類似のＶＨ配列と置
き換えられる。同様に、好ましくは、特定のＶＨ／ＶＬ対からのＶＬ配列は構造的に類似
のＶＬ配列と置き換えられる。したがって、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂは、（ａ）配列
番号１、２、３、４、５、６および７からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む重鎖
可変領域、および（ｂ）配列番号８、９、１０、１１、１２、１３および１４からなる群
から選択されるアミノ酸配列を含む軽鎖可変領域を含む単離されたｍＡｂまたはその抗原
結合部分であって、該ＡｂはＰＤ－１、好ましくはヒトＰＤ－１に特異的に結合するｍＡ
ｂまたはその抗原結合部分を含む。
【００７３】
　上記ＡｂのＣＤＲドメインは、Ｋａｂａｔシステムを使用して現されており、これらの
Ａｂはまた、それらの３つの重鎖および３つの軽鎖ＣＤＲの組合せにより定義され得る（
米国特許第８，００８，４４９号参照）。これらのＡｂのそれぞれがＰＤ－１に結合する
ことができ、抗原結合特異性がＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３領域により主に提供さ
れるため、ＶＨ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３配列およびＶκ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ
２およびＣＤＲ３配列は、本発明のＡｂもまた構成する他の抗－ＰＤ－１　Ａｂを調製す
るように、「混合および適合」され得る（すなわち、異なるＡｂからのＣＤＲは混合およ
び適合され得るが、それぞれのＡｂはＶＨ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３およびＶ

κ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３を含まなければならない）。このような「混合お
よび適合」されたＡｂのＰＤ－１結合は、上記結合アッセイ（例えば、ＥＬＩＳＡ、ウェ
スタンブロット、放射免疫測定法およびＢｉａｃｏｒｅ分析）を使用して試験され得る。
【００７４】
　本発明のＡｂはまた、ＰＤ－１に特異的に結合し、特定の生殖細胞系列重鎖免疫グロブ
リン由来の重鎖可変領域および／または特定の生殖細胞系列軽鎖免疫グロブリン由来の軽
鎖可変領域を含む単離されたＡｂを含む。具体的には、１つの態様において、本発明のＡ
ｂは、（ａ）ヒトＶＨ３－３３または４－３９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続
的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、および／またはヒトＶκＬ６またはＬ１５
生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を
含む単離されたＡｂを含む。ＶＨ３－３３、ＶＨ４－３９、ＶκＬ６およびＶκＬ１５生
殖細胞系列遺伝子によってコードされるＶＨおよびＶκ領域のアミノ酸配列は、米国特許



(16) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

第８，００８，４４９号に提供される。
【００７５】
　本明細書において使用されるとき、Ａｂは、ヒトＡｂのアミノ酸配列とヒト生殖細胞系
列免疫グロブリン遺伝子によってコードされるアミノ酸配列を比較すること、およびヒト
Ａｂの配列と配列において最も近い（すなわち、配列同一性の最も良いパーセント）ヒト
生殖細胞系列免疫グロブリン配列を選択することにより、特定のヒト生殖細胞系列免疫グ
ロブリン「由来の」重または軽鎖可変領域を含むとして同定することができる。特定のヒ
ト生殖細胞系列免疫グロブリン「由来の」ヒトＡｂは、例えば、天然に起こる体細胞突然
変異または部位特異的突然変異の意図的導入によって、生殖細胞系列配列と比較して、ア
ミノ酸の違いを含み得る。しかしながら、選択されたヒトＡｂは、一般的に、ヒト生殖細
胞系列免疫グロブリン遺伝子によってコードされるアミノ酸配列とアミノ酸配列において
少なくとも９０％同一であり、他の種の生殖細胞系列免疫グロブリンアミノ酸配列（例え
ば、マウス生殖細胞系列配列）と比較したとき、ヒトであるとヒトＡｂを同定するアミノ
酸残基を含む。ある場合において、ヒトＡｂは、生殖細胞系列免疫グロブリン遺伝子によ
ってコードされるアミノ酸配列と、アミノ酸配列において少なくとも９５％、またはさら
に少なくとも９６％、９７％、９８％または９９％同一であり得る。
【００７６】
　１つの態様において、特定のヒト生殖細胞系列配列由来のヒトＡｂの配列は、ヒト生殖
細胞系列免疫グロブリン遺伝子によってコードされるアミノ酸配列と最大１０個のアミノ
酸の違いを示す。他の態様において、ヒトＡｂは、生殖細胞系列免疫グロブリン遺伝子に
よってコードされるアミノ酸配列と最大５、またはさらに最大４、３、２または１個のア
ミノ酸の違いを示し得る。
【００７７】
　本発明の好ましいＡｂはまた、（ａ）ヒトＶＨ３－３３生殖細胞系列配列由来の配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系
列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；または（ｂ
）ヒトＶＨ４－３９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を含む、単離されたＡｂまたはその抗原結合部分
を含む。ＶＨ３－３３およびＶκＬ６生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶκを
有するＡｂの例は、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４および７Ｄ３を含む。ＶＨ４－３
９およびＶκＬ１５生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶκ領域を有するＡｂの
例は、４Ａ１１および５Ｆ４を含む。
【００７８】
　さらに他の態様において、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂは、本明細書に記載されている
好ましい抗－ＰＤ－１Ａｂのアミノ酸配列と高度に類似または相同であるアミノ酸配列を
有する重鎖および軽鎖可変領域を含み、ここで、該Ａｂは本発明の好ましい抗－ＰＤ－１
　Ａｂの機能特性を保持する。例えば、本発明のＡｂは、重鎖可変領域および軽鎖可変領
域を含むｍＡｂであって、該重鎖可変領域が配列番号１、２、３、４、５、６および７か
らなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも８０％同一である配列を有する連続的
に連結されたアミノ酸を含み、該軽鎖可変領域が配列番号８、９、１０、１１、１２、１
３および１４からなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも８０％同一である配列
を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むｍＡｂを含む。他の態様において、ＶＨおよ
び／またはＶＬアミノ酸配列は、上記の配列と少なくとも８５％、９０％、９５％、９６
％、９７％、９８％または９９％同一性を示し得る。
【００７９】
　本明細書において使用されるとき、２つの配列（アミノ酸またはヌクレオチド配列）間
のパーセント配列同一性（パーセント配列相同性としても称される）は、ギャップの数お
よび各ギャップの長さを考慮して、２つの配列間の配列同一性の程度を最大化するように
導入される、比較される配列の長さに対する配列で共有される同一位置の数の関数（すな
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わち、％同一性＝同一位置の数／比較される位置の総数ｘ１００）である。配列の比較お
よび２つの配列間の同一性パーセントの決定は、当業者によく知られている数学アルゴリ
ズムを使用して成し遂げることができる（例えば、米国特許第８，００８，４４９号参照
）。
【００８０】
　非常に類似のアミノ酸配列を有する抗体は、配列の違いが保存的修飾である場合、本質
的に同じ機能特性を有する可能性がある。本明細書において使用されるとき、「保存的配
列修飾」は、アミノ酸配列を含む抗体の結合特性に有意に影響しないアミノ酸修飾を示す
。このような保存的修飾は、アミノ酸置換、付加および欠失を含む。保存的アミノ酸置換
は、アミノ酸残基が類似の側鎖を有するアミノ酸残基で置き換えられる置換である。した
がって、例えば、本発明のＡｂのＣＤＲ領域内の１つ以上のアミノ酸残基は、同じ側鎖フ
ァミリーからの他のアミノ酸残基で置き換えることができ、改変されたＡｂは、当分野で
よく知られている機能アッセイを使用して保持された機能について試験することができる
。したがって、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂの１つの態様は、ＣＤＲ１、ＣＤＲ２および
ＣＤＲ３ドメインをそれぞれ含む重鎖および軽鎖可変領域を含み、１つ以上のこれらのＣ
ＤＲドメインは、本明細書に記載されている好ましい抗－ＰＤ－１　Ａｂ（例えば、１７
Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４）のＣＤＲ配列と同じ配
列またはその保存的修飾を有する連続的に連結されたアミノ酸を含み、該Ａｂは本発明の
好ましい抗－ＰＤ－１　Ａｂの所望の機能特性を保持する。
【００８１】
　さらに、重鎖ＣＤＲ３がＡｂの結合特異性およびアフィニティーの主な決定因子である
こと、および共通のＣＤＲ３配列に基づく同じ結合特性を有する複数のＡｂが予想通りに
作製され得ることが当分野でよく知られている（例えば、Klimkaら, 2000; Beiboerら, 2
000; Raderら, 1998; Barbasら, 1994; Barbasら, 1995; Ditzelら, 1996; Berezovら, 2
001; Igarashiら, 1995; Bourgeoisら, 1998; Leviら, 1993; Polymenis and Stoller, 1
994;およびXu and Davis, 2000参照）。前記文献は、一般的に、所定のＡｂの重鎖ＣＤＲ
３配列が定義されるとき、他の５つのＣＤＲ配列における可変がＡｂの結合特異性に大き
く影響しないことを証明している。したがって、６つのＣＤＲを含む本発明のＡｂは、重
鎖ＣＤＲ３ドメインの配列を特定することにより定義することができる。
【００８２】
　本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂはまた、ヒトＰＤ－１に特異的に結合し、ヒトＰＤ－１へ
の結合に対して、ＨｕＭＡｂ　１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３お
よび５Ｆ４のいずれかと交差競合する単離されたＡｂを含む。したがって、本発明の抗－
ＰＤ－１　Ａｂは、ＰＤ－１への結合に対して、（ａ）配列番号：１に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：８に記
載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）
配列番号：２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖
可変領域および配列番号：９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸
を含むヒト軽鎖可変領域；（ｃ）配列番号：３に記載されている配列を有する連続的に連
結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１０に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：４に記載
されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列
番号：１１に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可
変領域；（ｅ）配列番号：５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸
を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１２に記載されている配列を有する連続的に連
結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：６に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１３に記載
されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（
ｇ）配列番号：７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト
重鎖可変領域および配列番号：１４に記載されている配列を有する連続的に連結されたア
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ミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む、参照Ａｂまたはその参照抗原結合部分と交差競合
する単離されたＡｂまたはその抗原結合部分を含む。
【００８３】
　Ａｂが抗原への結合に対して交差競合する能力は、これらのＡｂが抗原の同じエピトー
プ領域（すなわち、同じまたは重複または隣接エピトープ）に結合し、特定のエピトープ
領域への他の交差競合するＡｂの結合を立体的に妨害することを示す。したがって、試験
ＡｂがヒトＰＤ－１への、例えば、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ
３または５Ｆ４の結合を競合的に阻害する能力は、試験Ａｂが１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１
、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４のそれぞれとヒトＰＤ－１の同じエピトープ領
域に結合することを証明する。ＨｕＭＡｂ　１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４、４Ａ１
１、７Ｄ３または５Ｆ４とヒトＰＤ－１の同じエピトープ領域に結合する全ての単離され
たＡｂは、本発明のＡｂに含まれる。これらの交差競合するＡｂは、同じエピトープ領域
へのＰＤ－１の結合の理由によって、非常に類似の機能特性を有すると予期される。例え
ば、交差競合する抗－ＰＤ－１　ｍＡｂ　５Ｃ４、２Ｄ３、７Ｄ３、４Ｈ１および１７Ｄ
８は、類似の機能特性を有することが示されている（米国特許第８，００８，４４９号、
実施例３－７参照）。交差競合の程度が高いほど、より類似の機能特性である。さらに、
交差競合するＡｂは、標準ＰＤ－１結合アッセイにおいて１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５
Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４と交差競合するそれらの能力に基づいて、容易に同
定することができる。例えば、Ｂｉａｃｏｒｅ分析、ＥＬＩＳＡアッセイまたはフローサ
イトメトリーは、本発明のＡｂとの交差競合を証明するために使用され得る（例えば、実
施例１および２参照）。
【００８４】
　１つの態様において、ヒトＰＤ－１への結合に対して１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ
４、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４と交差競合するか、または１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１
、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４とヒトＰＤ－１の同じエピトープ領域に結合す
るＡｂは、ｍＡｂである。ヒト患者への投与において、これらの交差競合するＡｂは、好
ましくはキメラＡｂ、またはさらに好ましくはヒト化またはヒトＡｂである。このような
ヒトｍＡｂは、米国特許第８，００８，４４９号に記載されているとおりに、調製および
単離することができる。実施例１において提供されたデータは、５Ｃ４またはそのＦａｂ
フラグメントが、細胞の表面上に発現されるｈＰＤ－１への結合に対して、２Ｄ３、７Ｄ
３、４Ｈ１または１７Ｄ８のそれぞれと交差競合することを示し、全ての５つの抗－ＰＤ
－１　ｍＡｂがｈＰＤ－１の同じエピトープ領域に結合することを示す（図１Ａ－１Ｃ）
。
【００８５】
　本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂは、さらに、出発Ａｂから改変された特性を有し得る修飾
されたＡｂを操作するように、出発物質として本明細書に記載されている１つ以上のＶＨ

および／またはＶＬ配列を有するＡｂを使用して、調製することができる。Ａｂは、１つ
または両方の可変領域（すなわち、ＶＨおよび／またはＶＬ）内の、例えば、１つ以上の
ＣＤＲ領域内のおよび／または１つ以上のフレームワーク領域内の１つ以上の残基を修飾
することにより、操作することができる。さらに、あるいは、Ａｂは、例えば、Ａｂのエ
フェクター機能を改変するように、定常領域内の残基を修飾することにより、操作するこ
とができる。Ａｂに対する特定の修飾は、ＣＤＲグラフティング、Ａｂの１つ以上の結合
特性（例えば、アフィニティー）を改善するようにＶＨおよび／またはＶκ　ＣＤＲ１、
ＣＤＲ２および／またはＣＤＲ３領域内のアミノ酸残基の部位特異的突然変異、Ａｂの免
疫原性を減少させるようにＶＨおよび／またはＶκフレームワーク領域内のアミノ酸残基
の部位特異的突然変異、一般的にＡｂの１つ以上の機能特性、例えば、血清半減期、補体
結合、Ｆｃ受容体結合、および／または抗原依存性細胞毒性を改変するようにＦｃ領域内
の修飾、および、Ａｂの生物学的（例えば、血清）半減期を増加または減少させるように
化学修飾、例えば、ペグ化またはグリコシル化パターンにおける改変を含む。Ａｂを操作
するこのような修飾および方法の特定の例は、米国特許第８，００８，４４９号の詳細に
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記載されている。本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂは、ヒトＰＤ－１に特異的に結合し、上記
抗－ＰＤ－１　Ａｂのいずれかの修飾により得られる全てのこのような操作されたＡｂを
含む。
【００８６】
　本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂはまた、上記Ａｂの抗原結合部分を含む。Ａｂの抗原結合
機能が全長Ａｂのフラグメントにより実行され得ることが詳細に証明されている。Ａｂの
「抗原結合部分」なる用語内に含まれる結合フラグメントの例は、（ｉ）ＶＬ、ＶＨ、Ｃ

ＬおよびＣＨ１ドメインからなる一価のフラグメントであるＦａｂフラグメント；（ｉｉ
）ヒンジ領域でのジスルフィド架橋により連結された２つのＦａｂフラグメントを含む二
価フラグメントであるＦ（ａｂ’）２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；および（ｉｖ）Ａｂの単一のアームのＶＬおよびＶＨドメ
インからなるＦｖフラグメントを含む。
【００８７】
　酵素、例えば、パパインおよびペプシンでのタンパク質分解を介して最初に得られるこ
れらのフラグメントは、次に、一価および多価の抗原結合フラグメントに操作されている
。例えば、Ｆｖフラグメントの２つのドメインのＶＬおよびＶＨが別々の遺伝子でコード
されるが、それらは、ＶＬおよびＶＨ領域が対となり、一本鎖可変フラグメント（ｓｃＦ
ｖ）として知られる一価の分子を形成する単一のタンパク質鎖として作製することを可能
にする合成リンカーペプチドにより、組換え方法を使用して連結され得る。二価(divalen
t)または二価(bivalent)ｓｃＦｖｓ（ｄｉ－ｓｃＦｖまたはｂｉ－ｓｃＦｖ）は、２つの
ＶＨおよび２つのＶＬ領域を含むタンデムｓｃＦｖとして知られる単一のペプチド鎖内で
２つのｓｃＦｖを連結することにより、操作することができる。ｓｃＦｖをダイマー化し
、ダイアボディを生産するか、または他の多量体を形成するようにさせるように、２つの
可変領域に関して一緒に折り畳むためには短すぎる１０個未満のアミノ酸のリンカーペプ
チドを使用して、ＳｃＦｖダイマーおよびそれ以上の多量体も作製することができる。ダ
イアボディは、ｓｃＦｖに対するＫＤ値よりも最大４０倍低い解離定数を有する、対応す
るｓｃＦｖよりもはるかに高いアフィニティーで同種抗原に結合することが示されている
。非常に短いリンカー（≦３つのアミノ酸）は、ダイアボディよりも抗原に対してさらに
高いアフィニティーを示す三価のトリアボディまたは四価のテトラボディの形成を生じた
。他の変異体は、ｓｃＦｖ－ＣＨ３ダイマーであるミニボディ、およびより大きなｓｃＦ
ｖ－Ｆｃフラグメント（ｓｃＦｖ－ＣＨ２－ＣＨ３ダイマー）を含み、さらに、単離され
たＣＤＲは抗原結合機能を示し得る。これらのＡｂフラグメントは、当業者に知られてい
る慣用の組換え技術を使用して操作され、該フラグメントは、無傷なＡｂと同じ方法にお
いて有用性についてスクリーニングされる。Ａｂおよび関連変異体の上記タンパク質分解
フラグメントおよび操作されたフラグメントの全て（さらなる詳細のために、Hollinger 
and Hudson, 2005; Olafsen and Wu, 2010参照）は、Ａｂの「抗原結合部分」なる用語内
に包含されることを意図する。
【００８８】
本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１抗体
　米国特許第７，９４３，７４３号に記載されている抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂのそれ
ぞれは、１つ以上の以下の特性（ａ）１ｘ１０－７Ｍ以下のＫＤでヒトＰＤ－Ｌ１に結合
する；（ｂ）混合リンパ球反応（ＭＬＲ）アッセイにおいてＴ－細胞増殖を増加させる；
（ｃ）ＭＬＲアッセイにおいてインターフェロン－γ生産を増加させる；（ｄ）ＭＬＲア
ッセイにおいてＩＬ－２分泌を増加させる；（ｅ）Ａｂ応答を刺激する；（ｆ）ＰＤ－１
へのＰＤ－Ｌ１の結合を阻害する；および（ｇ）Ｔ細胞エフェクター細胞および／または
樹状細胞に対するＴ調節性細胞の抑制効果を逆転する、を示すことが証明されている。本
発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、ヒトＰＤ－Ｌ１に特異的に結合し、少なくとも１つ、好
ましくは少なくとも４つの前記特性を示すｍＡｂを含む。
【００８９】
　米国特許第７，９４３，７４３号は、１０個の抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡｂ：３Ｇ１０、
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１２Ａ４（本明細書においてＢＭＳ－９３６５５９とも称される）、１０Ａ５、５Ｆ８、
１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および１３Ｇ４を例示している。こ
れらのＡｂの重鎖および軽鎖可変領域をコードする単離されたＤＮＡ分子は配列決定され
ており、可変領域のアミノ酸配列が推定された。３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８
、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および１３Ｇ４のＶＨアミノ酸配
列はそれぞれ、配列番号１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３および
２４において示され、それらのＶＬアミノ酸配列はそれぞれ、配列番号２５、２６、２７
、２８、２９、３０、３１、３２、３３および３４において示される。
【００９０】
　本発明の好ましい抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ　３Ｇ１０、
１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７およ
び１３Ｇ４を含む。これらの好ましいＡｂは、ヒトＰＤ－Ｌ１に特異的に結合し、（ａ）
配列番号：１５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重
鎖可変領域および配列番号：２５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミ
ノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列番号：１６に記載されている配列を有する連続
的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２６に記載されている
配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｃ）配列番号：１
７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域お
よび配列番号：２７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒ
ト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：１８に記載されている配列を有する連続的に連結され
たアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２８に記載されている配列を有する
連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｅ）配列番号：１９に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号
：２９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領
域；（ｆ）配列番号：２０に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３０に記載されている配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｇ）配列番号：２１に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３１に記載
されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｈ）配
列番号：２２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖
可変領域および配列番号：３２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｉ）配列番号：２３に記載されている配列を有する連続的
に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３３に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（ｊ）配列番号
：２４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領
域および配列番号：３４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含
むヒト軽鎖可変領域を含む。
【００９１】
　これらのＡｂのそれぞれがＰＤ－Ｌ１に結合することができるとき、ＶＨおよびＶＬ配
列は、本発明の他の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを調製するように「混合および適合」され得る
。このような「混合および適合」されたＡｂのＰＤ－Ｌ１結合は、当分野でよく知られて
いる結合アッセイ、例えば、ＥＬＩＳＡ、ウェスタンブロット、放射免疫測定法およびＢ
ｉａｃｏｒｅ分析（参照、例えば、米国特許第７，９４３，７４３号）を使用して試験す
ることができる。好ましくは、ＶＨおよびＶＬ鎖が混合および適合されるとき、特定のＶ

Ｈ／ＶＬ対からのＶＨ配列は構造的に類似のＶＨ配列と置き換えられる。同様に、好まし
くは、特定のＶＨ／ＶＬ対からのＶＬ配列は構造的に類似のＶＬ配列と置き換えられる。
したがって、本発明のＡｂはまた、配列番号１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１
、２２、２３または２４のいずれかに記載されている配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含む重鎖可変領域、および配列番号２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１
、３２、３３または３４のいずれかに記載されている配列を有する連続的に連結されたア
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ミノ酸を含む軽鎖可変領域を含むｍＡｂまたはその抗原結合部分であって、該ＡｂはＰＤ
－Ｌ１、好ましくはヒトＰＤ－Ｌ１に特異的に結合するｍＡｂまたはその抗原結合部分を
含む。
【００９２】
　上記抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂのＣＤＲドメインは、Ｋａｂａｔシステムを使用して
現されており、これらのＡｂはまた、それらの３つの重鎖および３つの軽鎖ＣＤＲの組合
せにより定義され得る（米国特許第７，９４３，７４３号参照）。Ｓｉｎｃｅ　これらの
ＡｂのそれぞれがＰＤ－Ｌ１に結合することができ、抗原結合特異性がＣＤＲ１、ＣＤＲ
２およびＣＤＲ３領域により主に提供されるため、ＶＨ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤ
Ｒ３配列およびＶκ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３配列は、本発明のＡｂもまた構
成する他の抗－ＰＤ－１　Ａｂを調製するように、「混合および適合」され得る（すなわ
ち、異なるＡｂからのＣＤＲは混合および適合され得るが、それぞれのＡｂはＶＨ　ＣＤ
Ｒ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３およびＶκ　ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３を含まな
ければならない）。このような「混合および適合」されたＡｂのＰＤ－Ｌ１結合は、例え
ば、ＥＬＩＳＡ、ウェスタンブロット、放射免疫測定法およびＢｉａｃｏｒｅ分析を使用
して試験され得る。
【００９３】
　本発明の抗体はまた、ＰＤ－Ｌ１に特異的に結合し、特定の生殖細胞系列重鎖免疫グロ
ブリン由来の重鎖可変領域および／または特定の生殖細胞系列軽鎖免疫グロブリン由来の
軽鎖可変領域を含む単離されたＡｂを含む。具体的には、１つの態様において、本発明の
Ａｂは、（ａ）ヒトＶＨ１－１８、１－６９、１－３または３－９生殖細胞系列配列由来
の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、および／またはヒトＶ

κＬ６、Ｌ１５、Ａ２７またはＬ１８生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を含むＡｂを含む。ＶＨ１－１８、ＶＨ１－３、ＶＨ

１－６９、ＶＨ３－９、ＶκＬ６、ＶκＬ１５およびＶκＡ２７生殖細胞系列遺伝子によ
ってコードされるＶＨおよびＶκ領域のアミノ酸配列は、米国特許第７，９４３，７４３
号に提供される。
【００９４】
　本発明の好ましいＡｂは、（ａ）ヒトＶＨ１－１８生殖細胞系列配列由来の配列を有す
る連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系列配
列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｂ）ヒトＶＨ

１－６９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可
変領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｃ）ヒトＶＨ１－３生殖細胞系列配列由来の配列を有する
連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖細胞系列配
列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｄ）ヒトＶＨ

１－６９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可
変領域、およびヒトＶκＡ２７生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結された
アミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｅ）ヒトＶＨ３－９生殖細胞系列配列由来の配列を有す
る連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖細胞系列
配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；または（ｆ）
ヒトＶＨ３－９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む
重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１８生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を含む、単離されたＡｂまたはその抗原結合部分を含
む。
【００９５】
　ＶＨ１－１８およびＶκＬ６生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶκを有する
Ａｂの例は、３Ｇ１０である。ＶＨ１－６９およびＶκＬ６生殖細胞系列配列それぞれ由
来のＶＨおよびＶκ領域を有するＡｂの例は、１２Ａ４、１Ｂ１２、７Ｈ１および１２Ｂ
７を含む。ＶＨ１－３およびＶκＬ１５生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶκ
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を有するＡｂの例は、１０Ａ５である。ＶＨ１－６９およびＶκＡ２７生殖細胞系列配列
それぞれ由来のＶＨおよびＶκ領域を有するＡｂの例は、５Ｆ８、１１Ｅ６および１１Ｅ
６ａを含む。ＶＨ３－９およびＶκＬ１５生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶ

κを有するＡｂの例は、１０Ｈ１０である。ＶＨ１－３およびＶκＬ１５生殖細胞系列配
列それぞれ由来のＶＨおよびＶκを有するＡｂの例は、１０Ａ５である。ＶＨ３－９およ
びＶκＬ１８生殖細胞系列配列それぞれ由来のＶＨおよびＶκを有するＡｂの例は、１３
Ｇ４である。
【００９６】
　１つの態様において、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、本明細書に記載されている好
ましい抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂのアミノ酸配列と高度に類似または相同であるアミノ酸配列
を有する重鎖および軽鎖可変領域を含み、ここで、該Ａｂは本発明の前記抗－ＰＤ－Ｌ１
　Ａｂの機能特性を保持する。例えば、本発明のＡｂは、重鎖可変領域および軽鎖可変領
域を含むｍＡｂであって、該重鎖可変領域が配列番号１５、１６、１７、１８、１９、２
０、２１、２２、２３および２４からなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも８
０％同一である配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含み、該軽鎖可変領域が配列
番号２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３および３４からなる群から
選択されるアミノ酸配列と少なくとも８０％同一である配列を有する連続的に連結された
アミノ酸を含むｍＡｂを含む。他の態様において、ＶＨおよび／またはＶＬアミノ酸配列
は、上記の配列と少なくとも８５％、９０％、９５％、９６％、９７％、９８％または９
９％同一性を示し得る。
【００９７】
　本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの１つの態様は、ＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３ド
メインをそれぞれ含む重鎖および軽鎖可変領域を含み、１つ以上のこれらのＣＤＲドメイ
ンは、本明細書に記載されている好ましい抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ（例えば、３Ｇ１０、１
２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および
１３Ｇ４）のＣＤＲ配列と同じ配列またはその保存的修飾を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含み、該Ａｂは本発明の好ましい抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの所望の機能特性を保持
する。
【００９８】
　重鎖ＣＤＲ３がＡｂの結合特異性およびアフィニティーの主な決定因子であるという証
拠に基づいて、一般的に、所定のＡｂの重鎖ＣＤＲ３配列が定義されるとき、他の５つの
ＣＤＲ配列における可変がＡｂの結合特異性に大きく影響しないことを証明している。し
たがって、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、６つのＣＤＲを含み、重鎖ＣＤＲ３ドメイ
ンの配列を特定することにより定義される単離されたＡｂを含む。
【００９９】
　本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂはまた、ヒトＰＤ－Ｌ１に特異的に結合し、ヒトＰＤ－
Ｌ１への結合に対して、ＨｕＭＡｂ　３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１
０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および１３Ｇ４のいずれかと交差競合する単
離されたＡｂを含む。したがって、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、ＰＤ－Ｌ１への結
合に対して、（ａ）配列番号：１５に記載されている配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２５に記載されている配列を有する連続
的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列番号：１６に記載されてい
る配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２
６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；
（ｃ）配列番号：１７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む
ヒト重鎖可変領域および配列番号：２７に記載されている配列を有する連続的に連結され
たアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：１８に記載されている配列を有す
る連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２８に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｅ）配列番
号：１９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変
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領域および配列番号：２９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：２０に記載されている配列を有する連続的に連
結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３０に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｇ）配列番号：２１に記
載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配
列番号：３１に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖
可変領域；（ｈ）配列番号：２２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミ
ノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３２に記載されている配列を有する連続的
に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｉ）配列番号：２３に記載されている
配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３３
に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；ま
たは（ｊ）配列番号：２４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３４に記載されている配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む、参照Ａｂまたはその参照抗原結合部分と
交差競合する単離されたＡｂまたはその抗原結合部分を含む。
【０１００】
　ＡｂがヒトＰＤ－Ｌ１への結合に対して３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０
Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および１３Ｇ４のいずれかと交差競合す
る能力は、かかるＡｂが３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、１Ｂ１２
、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７および１３Ｇ４のそれぞれの同じエピトープ領域に結合す
ることを証明する。ＨｕＭＡｂ　３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、
１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７または１３Ｇ４とヒトＰＤ－Ｌ１の同じエピトー
プ領域に結合する全ての単離されたＡｂは、本発明のＡｂに含まれる。これらの交差競合
するＡｂは、同じエピトープ領域へのＰＤ－Ｌ１の結合の理由によって、非常に類似の機
能特性を有すると予期される。例えば、交差競合する抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ　３Ｇ１０
、１Ｂ１２、１３Ｇ４、１２Ａ４（ＢＭＳ－９３６５５９）、１０Ａ５、１２Ｂ７、１１
Ｅ６および５Ｆ８は、類似の機能特性を有することが示されているが（米国特許第７，９
４３，７４３号、実施例３－１１参照）、異なるエピトープ領域に結合するｍＡｂ　１０
Ｈ１０は、異なって機能する（米国特許第７，９４３，７４３号、実施例１１）。交差競
合の程度が高いほど、より類似の機能特性である。さらに、交差競合するＡｂは、当業者
によく知られている標準ＰＤ－Ｌ１結合アッセイ、例えば、Ｂｉａｃｏｒｅ分析、ＥＬＩ
ＳＡアッセイまたはフローサイトメトリーにおいて同定することができる。好ましい態様
において、ヒトＰＤ－１への結合に対して３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０
Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１２Ｂ７または１３Ｇ４と交差競合するか、また
は３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、
１２Ｂ７または１３Ｇ４とヒトＰＤ－Ｌ１の同じエピトープ領域に結合するＡｂは、ｍＡ
ｂ、好ましくはキメラＡｂ、またはさらに好ましくはヒト化またはヒトＡｂである。この
ようなヒトｍＡｂは、米国特許第７，９４３，７４３号に記載されているとおりに、調製
および単離することができる。
【０１０１】
　実施例２において提供されたデータは、抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ　５Ｆ８、７Ｈ１
、１Ｂ１２、３Ｇ１０、１０Ａ５、１１Ｅ６、１２Ａ４、１２Ｂ７および１３Ｇ４のそれ
ぞれ、すなわち、１０Ｈ１０を除く試験されたＨｕＭＡｂの全てが、ＰＤ－Ｌ１細胞を発
現するチャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞へのｍＡｂ　３Ｇ１０、１０Ａ５、１
１Ｅ６、１２Ａ４および１３Ｇ４の結合を実質的にブロックしたことを示す。ＨｕＭＡｂ
　１０Ｈ１０は、ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞へのそれ自体の結合のみを実質的にブロックし
た。これらのデータは、３Ｇ１０、１０Ａ５、１１Ｅ６、１２Ａ４および１３Ｇ４が、ヒ
トＰＤ－Ｌ１の同じエピトープ領域への結合に対して、１０Ｈ１０を除く試験されたＨｕ
ＭＡｂの全てと交差競合することを示す（図２Ａ－Ｆ）。
【０１０２】
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　実施例３において提供されたデータは、ＰＤ－Ｌ１細胞を発現するＥＳ－２卵巣癌腫細
胞へのＨｕＭＡｂ　１２Ａ４の結合が、１２Ａ４それ自体により、または１Ｂ１２および
１２Ｂ７により実質的にブロックされ、ｍＡｂ　５Ｆ８、１０Ａ５、１３Ｇ４および３Ｇ
１０により穏やかから有意にブロックされたが、ｍＡｂ　１０Ｈ１０によりブロックされ
なかったことを示す。実施例２におけるデータと大きく一致するこれらのデータは、１２
Ａ４それ自体、ならびに２つの他のＨｕＭａｂ、１２Ｂ７および１Ｂ１２が、ヒトＰＤ－
Ｌ１の同じエピトープ領域、恐らく同じエピトープへの結合に対して、１２Ａ４と実質的
に交差競合する；５Ｆ８、１０Ａ５、１３Ｇ４および３Ｇ１０が、より低いレベルである
が有意なレベルで１２Ａ４との交差競合を示し、これらのｍＡｂが１２Ａ４エピトープと
重複するエピトープに結合し得ることを示唆する；ところが、１０Ｈ１０が１２Ａ４と全
く交差競合せず（図３）、このｍＡｂが１２Ａ４と異なるエピトープ領域に結合すること
を示唆することを示す。
【０１０３】
　本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂはまた、本明細書に記載されている１つ以上のＶＨおよ
び／またはＶＬ配列を有するＡｂから出発して操作されたＡｂであって、出発Ａｂから改
変された特性を有し得る操作されたＡｂを含む。抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、本発明の修飾
された抗－ＰＤ－１　Ａｂの操作のために、上記の種々の修飾により操作することができ
る。
【０１０４】
　本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂはまた、ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）組
織標本におけるＰＤ－Ｌ１に結合する能力に対して選択された単離されたＡｂを含む。Ｆ
ＦＰＥサンプルの使用は、腫瘍におけるＰＤ－Ｌ１発現および疾患の予後または進行間の
相関関係の長期間追跡調査分析のために重要である。さらに、ＰＤ－Ｌ１発現を測定する
ことにおける試験は、一般的にＩＨＣによりＦＦＰＥ標本におけるＰＤ－Ｌ１を染色する
ために使用することができる抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　Ａｂ（Hamanishiら, 2007）および、
特に、これらの組織における膜のＰＤ－Ｌ１に特異的に結合するＡｂを単離することにお
ける困難性のために、凍結標本においてしばしば行われている。凍結　対　ＦＦＰＥ組織
におけるＰＤ－Ｌ１を染色するための異なるＡｂの使用、および特定のＡｂがＰＤ－Ｌ１
の膜形態および／または細胞質形態を区別する能力は、ＰＤ－Ｌ１発現が疾患の予後と関
連している文献において報告されているいくつかの異なるデータを説明し得る（Hamanish
iら, 2007; Gadiot et al., 2011）。本出願は、腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含
むＦＦＰＥ組織サンプルにおける膜のヒトＰＤ－Ｌ１に高親和性で特異的に結合するいく
つかのウサギｍＡｂを提供する。
【０１０５】
　ウサギおよびマウス抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂは、実施例９に記載されているとおりに
生産された。スクリーニングされた約２００個のＡｂマルチクローンのうち、１０個のみ
のウサギマルチクローンＡｂがＰＤ－Ｌ１の膜形態を特異的に検出することが見出され、
上位５つのマルチクローン（指定された番号１３、２０、２８、２９および４９）を次に
サブクローニングした。膜のＰＤ－Ｌ１の特異的に最も強力な検出を生じたクローン、ウ
サギクローン２８－８は、ＩＨＣアッセイに関して選択された。ｍＡｂ２８－８の可変領
域の配列はそれぞれ、配列番号３５および３６に記載されている。Ｋａｂａｔシステムを
使用して現されているとき、ｍＡｂ２８－８の重鎖および軽鎖ＣＤＲドメインの配列は、
配列番号３７－４２に記載されている。ウサギクローン２８－１、２８－１２、２９－８
および２０－１２は、ＦＦＰＥ組織における膜のＰＤ－Ｌ１の強力な検出に関して次に良
いｍＡｂであった。
【０１０６】
　本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂはまた、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ’）２、Ｆｄ、Ｆｖ、および
ｓｃＦｖ、ｄｉ－ｓｃＦｖまたはｂｉ－ｓｃＦｖ、およびｓｃＦｖ－Ｆｃフラグメント、
ダイアボディ、トリアボディ、テトラボディ、および単離されたＣＤＲを含む上記Ａｂの
抗原結合部分を含む（さらなる詳細のためにHollinger and Hudson, 2005; Olafsen and 
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Wu, 2010参照）。
【０１０７】
本発明の抗体をコードする核酸分子
　本願明細書の別の局面は、本発明のＡｂのいずれかをコードする単離された核酸分子に
関する。これらの核酸は、全細胞において、細胞溶解物において、または部分的に精製さ
れた形態もしくは実質的に純粋な形態において存在し得る。本発明の核酸は、例えば、Ｄ
ＮＡまたはＲＮＡであり得、イントロン配列を含んでいても、含んでいなくてもよい。好
ましい態様において、核酸はｃＤＮＡである。
【０１０８】
　本発明の核酸は、標準分子生物学技術を使用して得ることができる。ハイブリドーマ（
例えば、さらに以下に記載されているヒト免疫グロブリン遺伝子を有するトランスジェニ
ックマウスから調製されるハイブリドーマ）により発現されるＡｂにおいて、ハイブリド
ーマにより作製されるＡｂの軽鎖および重鎖をコードするｃＤＮＡは、標準ＰＣＲ増幅ま
たはｃＤＮＡクローニング技術により得ることができる。免疫グロブリン遺伝子ライブラ
リー（例えば、ファージディスプレイ技術を使用する）から得られるＡｂをコードする核
酸は、ライブラリーから回収することができる。
【０１０９】
　本発明の好ましい核酸分子は、抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡｂ、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１
、５Ｃ４、４Ａ１１、７Ｄ３および５Ｆ４のＶＨおよびＶκ配列をコードするもの（米国
特許第８，００８，４４９号に記載されている）、および抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ、
３Ｇ１０、１２Ａ４、１０Ａ５、５Ｆ８、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、７Ｈ１、１１Ｅ６、１
２Ｂ７および１３Ｇ４のＶＨおよびＶκ配列をコードするもの（米国特許第７，９４３，
７４３号に記載されている）である。ＶＨ領域をコードする単離されたＤＮＡは、ＶＨを
コードするＤＮＡを、当分野で知られており、標準ＰＣＲ増幅により得ることができる配
列である重鎖定常領域（ＣＨ１、ＣＨ２およびＣＨ３）をコードする別のＤＮＡ分子に、
作動可能に連結することにより、全長重鎖遺伝子に変換することができる。重鎖定常領域
はＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４、ＩｇＡ、ＩｇＥ、ＩｇＭまたはＩｇＤ定常
領域であり得るが、好ましくはＩｇＧ１またはＩｇＧ４定常領域である。同様に、ＶＬ領
域をコードする単離されたＤＮＡは、ＶＬをコードするＤＮＡを、当分野で知られており
、標準ＰＣＲ増幅により得ることができる配列である軽鎖定常領域（ＣＬ）をコードする
別のＤＮＡ分子に、作動可能に連結することにより、全長軽鎖遺伝子に変換することがで
きる。軽鎖定常領域はカッパまたはラムダ定常領域であり得るが、より好ましくはカッパ
定常領域である。
【０１１０】
医薬組成物
　本発明の抗体は、１つのＡｂまたはＡｂの組合せ、またはそれらの抗原結合部分、およ
び薬学的に許容される担体を含む組成物、例えば、医薬組成物を構成し得る。本明細書に
おいて使用されるとき、「薬学的に許容される担体」は、生理学的に適合性である、あら
ゆるおよび全ての溶媒、分散媒体、コーティング剤、抗菌および抗真菌剤、等張剤および
吸収遅延剤などを含む。好ましくは、該担体は、（例えば、注射または注入による）静脈
内、筋肉内、皮下、非経口、脊髄または表皮投与のために適当である。本発明の医薬組成
物は、１つ以上の薬学的に許容される塩、酸化防止剤、水性および非水性担体、および／
またはアジュバント、例えば、防腐剤、湿潤剤、乳化剤および分散剤を含み得る。
【０１１１】
　投与レジメンは、最適な所望の応答、例えば、治療応答または最小の副作用を提供する
ように調整される。抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの投与において、用量は、
約０．０００１から約１００ｍｇ／ｋｇ対象の体重、通常約０．００１から約２０ｍｇ／
ｋｇ対象の体重、さらに通常約０．０１から約１０ｍｇ／ｋｇ対象の体重の範囲である。
好ましくは、用量は、０．１－１０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲内である。例えば、用量は、０
．１、０．３、１、３、５または１０ｍｇ／ｋｇ体重、さらに好ましくは、０．３、１、
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３または１０ｍｇ／ｋｇ体重であり得る。投与スケジュールは、一般的に、Ａｂの典型的
な薬物動態学的特性に基づく持続的受容体占有（ＲＯ）を引き起こす暴露をなし遂げるよ
うに設計される。典型的な処置レジメンは、１週間に１回、２週間に１回、３週間に１回
、４週間に１回、１月に１回、３月に１回または３月から６月に１回の投与を必要とする
。用量およびスケジューリングは、処置の経過中に変化され得る。例えば、投与スケジュ
ールは、（ｉ）６週サイクルにおいて２週毎；（ｉｉ）６回投与を４週毎、次に、３月毎
；（ｉｉｉ）３週毎；（ｉｖ）１回の３－１０ｍｇ／ｋｇ体重、次に、２－３週毎に１ｍ
ｇ／ｋｇ体重で、Ａｂを投与することを含み得る。ＩｇＧ４　Ａｂが、一般的に、２－３
週の半減期を有することを考慮すると、本発明の抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂに対する好ましい投与レジメンは、完全応答または確立した進行性疾患まで、最大６週
または１２週サイクルにおいて１４日毎で与えられるＡｂにおいて、静脈内投与を介する
０．３－１０ｍｇ／ｋｇ体重、好ましくは３－１０ｍｇ／ｋｇ体重、さらに好ましくは３
ｍｇ／ｋｇ体重を含む。
【０１１２】
　いくつかの方法において、異なる結合特異性を有する２つ以上のｍＡｂは、投与される
それぞれのＡｂの用量が指定された範囲内である場合において、同時に投与される。抗体
は、通常、複数回投与される。単回投与間の間隔は、例えば、１週毎、２週毎、３週毎、
１月毎、３月毎または１年毎であり得る。間隔はまた、患者における標的抗原に対するＡ
ｂの血液レベルを測定することにより必要を示すとき、不規則であり得る。いくつかの方
法において、用量は、約１－１０００μｇ／ｍｌ、およびいくつかの方法において、約２
５－３００μｇ／ｍｌの血漿Ａｂ濃度をなし遂げるように調整される。
【０１１３】
　あるいは、Ａｂは、低頻度の投与が必要とされる場合において、持続放出製剤として投
与することができる。用量および頻度は、患者におけるＡｂの半減期に依存して変化する
。一般的に、ヒトＡｂは、最も長い半減期を示し、ヒト化Ａｂ、キメラＡｂ、および非ヒ
トＡｂが続く。投与の用量および頻度は、処置が予防的または治療的であるかに依存して
変化され得る。予防的適用において、一般的に、比較的低用量が、長期間にわたって比較
的低頻度の間隔で投与される。一部の患者は、余生にわたって処置を受け続ける。治療的
適用において、疾患の進行が低下または終結されるまで、好ましくは患者が疾患の症状の
部分的または完全な改善を示すまで、比較的短い間隔で比較的高用量が、ときどき必要と
される。その後、患者は予防レジメン投与され得る。
【０１１４】
　本発明の医薬組成物における活性成分の実際の用量レベルは、患者に過度の毒性を与え
ることなく、特定の患者、組成物および投与様式に対して所望の治療応答をなし遂げるた
めに有効である活性成分の量を得るように変化され得る。選択される用量レベルは、種々
の薬物動態学因子、例えば、使用される本発明の特定の組成物の活性、投与経路、投与時
間、使用される特定の化合物の排出速度、処置期間、使用される特定の組成物と組み合わ
せて使用される他の薬物、化合物および／または物質、処置される患者の年齢、性別、体
重、状態、一般健康および過去の病歴、および医薬分野においてよく知られた因子などに
依存する。本発明の組成物は、１つ以上の種々の当分野でよく知られている方法を使用し
て、１つ以上の投与経路を介して投与することができる。当業者により理解されるとおり
、投与の経路および／または様式は、所望の結果に依存して変化する。
【０１１５】
本発明の使用および方法
　本発明のＡｂ、Ａｂ組成物、核酸および方法は、多数のインビトロおよびインビボでの
有用性、例えば、標的ポリペプチドへＡｂを結合させること、またはこれらのポリペプチ
ドをコードする核酸の量を測定することを含む、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１の発現を決定
および定量する方法、および、阻害性免疫レギュレーターからシグナル伝達を阻害する治
療有効量の治療剤を含む組成物を対象に投与することを含む、疾患に罹患している対象の
免疫療法のための方法を有する。後者の方法の好ましい態様において、阻害性免疫レギュ
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レーターはＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経路の成分であり、治療剤はこの経路のシ
グナル伝達を破壊する。さらに好ましくは、治療剤はＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互
作用を妨げるＡｂである。この方法の１つの好ましい態様において、Ａｂは、ＰＤ－１に
特異的に結合し、ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２との相互作用をブロッ
クする。他の好ましい態様において、治療剤は、ＰＤ－Ｌ１に特異的に結合し、ＰＤ－Ｌ
１とＰＤ－１および／またはＢ７－１（ＣＤ８０）との相互作用をブロックするＡｂであ
る。したがって、本出願は、ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊するために抗
－ＰＤ－１および／または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを投与することを含む、対象における免
疫応答を増強するための方法、および免疫応答のかかる増強によって介在される疾患を処
置する方法を提供する。ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１に対するＡｂが共に投与されるとき、
該２つは、任意の順序において連続して、または同時に投与することができる。１つの局
面において、本出願は、対象における免疫応答が修飾されるように、本発明の抗－ＰＤ－
１および／または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、またはそれらの抗原結合部分を対象に投与する
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。好ましくは、免疫応答は
、増強されるか、増大されるか、刺激されるか、または上方調節される。好ましい態様に
おいて、本発明のＡｂはヒトＡｂである。
【０１１６】
　好ましい対象は、免疫応答の増大を必要とするヒト患者を含む。本明細書に記載されて
いる免疫治療方法は、Ｔ細胞介在免疫応答を増強することにより処置することができる障
害を有するヒト患者を処置するために特に適当である。１つの態様において、該方法は、
感染因子により引き起こされる疾患に罹患している対象の処置のために使用される。好ま
しい態様において、該方法は、癌に罹患している、または癌に罹患する危険性を有する対
象の処置のために使用される。
【０１１７】
癌免疫療法
　ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用の遮断は、インビトロで免疫応答を増強する（米国特許
第８，００８，４４９および７，９４３，７４３号；Fifeら, 2009）および前臨床抗腫瘍
活性を介在する（Dongら, 2002; Iwaiら, 2002）ことが示されている。しかしながら、こ
れらの２つのＡｂによりブロックされる可能性がある分子間相互作用は同一ではない：本
発明の抗－ＰＤ－１　ＡｂはＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１を破壊し、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ２相互
作用を破壊する可能性がある；対照的に、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂはまた、ＰＤ－
１／ＰＤ－Ｌ１相互作用を破壊するのに対して、それらはＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ２相互作用
をブロックしないが、代わりにＰＤ－１－独立性ＰＤ－Ｌ１／ＣＤ８０相互作用を破壊し
得、また、インビトロおよびインビボでＴ－細胞応答を下方調節することが示されている
（Parkら, 2010; Patersonら, 2011; Yangら, 2011; Butteら, 2007; Butteら, 2008）。
したがって、これらの様々なリガンド－受容体対合の中で、異なる相互作用が異なる癌型
で優位を占め、２つのＡｂに対して異なる活性プロフィールに寄与することもある。
【０１１８】
　アンタゴニスト性ＡｂによるＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１相互作用の破壊は、患者における癌
性細胞に対する免疫応答を増大することができる。ＰＤ－Ｌ１は、正常ヒト細胞において
発現されないが、種々のヒトの癌において豊富である（Dongら, 2002）。ＰＤ－１および
ＰＤ－Ｌ１間の相互作用は、腫瘍浸潤リンパ球（ＴＩＬ）における減少およびＴ細胞受容
体介在増殖における増加に現れるようにＴ細胞応答を弱め、Ｔ細胞アネルギー、枯渇また
はアポトーシス、および癌性細胞による免疫回避を引き起こす（Zou and Chen, 2008; Bl
ankら, 2005; Konishiら, 2004; Dongら, 2003; Iwaiら, 2002）。免疫抑制は、抗－ＰＤ
－１および／または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを使用して、ＰＤ－Ｌ１およびＰＤ－１間の局
所的相互作用を阻害することにより逆転することができる。これらのＡｂは、癌性腫瘍の
増殖を阻害するために、単独でまたは組合せにおいて使用され得る。加えて、これらのＡ
ｂのいずれか、または両方は、他の免疫原性剤および／または抗癌剤、例えば、サイトカ
イン、標準癌化学療法、ワクチン、放射線療法、外科処置または他のＡｂと共に使用され
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得る。
【０１１９】
抗－ＰＤ－１抗体を使用する癌患者の免疫療法
　本出願は、癌に罹患している対象の免疫療法のための方法であって、ＰＤ－１とＰＤ－
Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２との相互作用を破壊する治療有効量のＡｂまたはその抗原
結合部分を含む組成物を対象に投与することを含む方法を提供する。本出願はまた、腫瘍
細胞の増殖を阻害するために有効な量においてＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ
－Ｌ２との相互作用を破壊するＡｂまたはその抗原結合部分を対象に投与することを含む
、対象における腫瘍細胞の増殖を阻害する方法を提供する。好ましい態様において、対象
はヒトである。他の好ましい態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分は、本発明の抗
－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分である。１つの態様において、Ａｂまたはその
抗原結合部分は、ＩｇＧ１またはＩｇＧ４アイソタイプである。他の態様において、Ａｂ
またはその抗原結合部分は、ｍＡｂまたはその抗原結合部分である。さらなる態様におい
て、Ａｂまたはその抗原結合部分は、キメラ、ヒト化またはヒトＡｂまたはその抗原結合
部分である。ヒト患者を処置するための好ましい態様において、Ａｂまたはその抗原結合
部分は、ヒトＡｂまたはその抗原結合部分である。
【０１２０】
　実施例に記載されている臨床試験は、癌を処置するために、抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡ、
ニボルマブ（米国特許第８，００８，４４９号において５Ｃ４と称される）を使用した。
５Ｃ４が臨床試験に参加するためのリードＡｂとして選択されたが、特筆すべきは、いく
つかの本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂが、５Ｃ４の治療活性に重要である５Ｃ４機能特性、
例えば、ヒトＰＤ－１に高親和性で特異的に結合すること、ＭＬＲアッセイにおいてＴ－
細胞増殖、ＩＬ－２分泌およびインターフェロン－γ生産を増加させること、ＰＤ－１へ
のＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２の結合を阻害すること、およびインビボで腫瘍細
胞増殖を阻害することを共有することである。さらに、本発明の特定の抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂ、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１および７Ｄ３は、それぞれＶＨ３－３３およびＶκＬ６生
殖細胞系列配列に由来の配列を有するＶＨおよびＶκ領域を含む５Ｃ４と構造的に関連す
る。加えて、５Ｃ４、２Ｄ３、７Ｄ３、４Ｈ１および１７Ｄ８は全て、ｈＰＤ－１の同じ
エピトープ領域への結合に対して交差競合する（実施例１）。したがって、ニボルマブお
よび他の抗－ＰＤ－１　ＨｕＭａｂの前臨床特性化は、本明細書において提供される癌を
処置する方法が本発明の広範な属の抗－ＰＤ－１　Ａｂから選択される種々のＡｂを使用
して実施され得ることを示す。
【０１２１】
　したがって、本明細書に記載されている免疫療法方法の１つの態様は、（ａ）ヒトＶＨ

３－３３生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可
変領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含む軽鎖可変領域、または（ｂ）ヒトＶＨ　４－３９生殖細胞系列配列由来の配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖
細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を含む
抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分を患者に投与することを含む。
【０１２２】
　１つの他の態様において、患者に投与されるＡｂまたはその抗原結合部分は、ＰＤ－１
への結合に対して、（ａ）配列番号：１に記載されている配列を有する連続的に連結され
たアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：８に記載されている配列を有する連
続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列番号：２に記載されてい
る配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：９
に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（
ｃ）配列番号：３に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト
重鎖可変領域および配列番号：１０に記載されている配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：４に記載されている配列を有する連続
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的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１１に記載されている
配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｅ）配列番号：５
に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域およ
び配列番号：１２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト
軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：６に記載されている配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１３に記載されている配列を有する連続
的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（ｇ）配列番号：７に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号
：１４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領
域を含む、参照Ａｂまたはその参照抗原結合部分と交差競合する。好ましい態様において
、Ａｂまたはその抗原結合部分は、ＰＤ－１への結合に対して、ニボルマブと交差競合す
る。
【０１２３】
　本明細書に記載されている免疫療法方法の１つの態様において、患者に投与される抗－
ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分は、（ａ）配列番号：１に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：８に記載さ
れている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列
番号：２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変
領域および配列番号：９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含
むヒト軽鎖可変領域；（ｃ）配列番号：３に記載されている配列を有する連続的に連結さ
れたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１０に記載されている配列を有す
る連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：４に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号
：１１に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領
域；（ｅ）配列番号：５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含
むヒト重鎖可変領域および配列番号：１２に記載されている配列を有する連続的に連結さ
れたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：６に記載されている配列を有す
る連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１３に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（ｇ）
配列番号：７に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖
可変領域および配列番号：１４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む。好ましい態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂまたは抗
原結合部分は、配列番号：４に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸
を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：１１に記載されている配列を有する連続的に連
結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む。他の好ましい態様において、抗－ＰＤ
－１　Ａｂはニボルマブである。
【０１２４】
　本願の方法の１つの態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、静脈内投与のために製剤化
される。好ましい態様において、該Ａｂは、２週間毎に６０分にわたって、３ｍｇ／ｋｇ
の用量で静脈内に投与される。一般的に、処置は、臨床的利益が観察される限り、または
管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで続けられる。
【０１２５】
　以下の実施例に記載されている抗－ＰＤ－１免疫療法の臨床試験において、しっかり前
処置された患者においてでさえ、持続的な臨床反応での興味深いＯＲが、ＮＳＣＬＣ、Ｍ
ＥＬおよびＲＣＣ患者のかなり大きな割合を含む多発性腫瘍型にわたって、肝臓、肺、リ
ンパ節および骨を含む転移の種々の部位において観察された。ＭＥＬおよびＲＣＣは、癌
免疫療法、例えば、ＭＥＬおよびＲＣＣの両方においてインターフェロン－アルファおよ
びインターロイキン－２（Etonら, 2002; Coppinら, 2005; McDermott and Atkins, 2006
）およびＭＥＬにおいて抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ（Hodiら, 2010）に対して応答すること
が以前に証明されている免疫原性新生物であると考えられる。ＭＥＬ患者において、有意
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なＯＲＲが、０．１、０．３、１、３または１０ｍｇ／ｋｇの異なる用量にわたってニボ
ルマブで約３１％の全反応率で観察され、同様に、約３０％の同等のＯＲＲが、１または
１０ｍｇ／ｋｇのニボルマブ用量で処置されたＲＣＣ患者において観察された（実施例７
参照）。対照的に、免疫療法は、歴史的に、肺癌において非常に低い成功率であった。こ
の失敗は、「非免疫原性」であるＮＳＣＬＣに起因している（例えば、Holt and Disis, 
2008; Holtら, 2011参照）。肺癌が免疫系を阻止する能力は、免疫抑制性サイトカインの
分泌、主要組織適合遺伝子複合体抗原発現の喪失、およびＴ細胞阻害経路の共選択(co-op
ting)を含む複数の因子に起因する（Dasanuら, 2012; Marincolaら, 2000; Brahmerら, 2
012）。
【０１２６】
　肺癌において歴史的に見られる免疫療法の限られた有効性および免疫系攻撃を回避する
ために肺癌細胞により使用される種々のメカニズムにもかかわらず、種々の腫瘍細胞ワク
チン（例えば、ベラゲンプマツセル(belagenpumatucel)－Ｌ、ＴＧＦ－β２の作用をブロ
ックする全細胞ベースのワクチン）および抗原特異的抗腫瘍免疫を増強させる抗原ベース
のワクチン（例えば、体液性ＥＧＦワクチンおよびＭＡＧＥ－Ａ３融合タンパク質または
腫瘍関連ＭＵＣ１抗原の一部を包含するワクチン）は、臨床試験において評価されている
（Holtら, 2011; Shepherdら, 2011; Dasanuら, 2012; Brahmerら, 2012）。しかしなが
ら、かかる抗原特異的ワクチンはＮＳＣＬＣの処置のためにいくつか有望であることが示
されているが、Ｈｏｌｔら（２０１１）は、非特異的免疫治療介入に関する試験がＮＳＣ
ＬＣにおける結果を改善することに失敗したことを記載しており、それらを抗原特異的ワ
クチンと組み合わせる必要性を示唆した。これらの著者は、ＮＳＣＬＣの真に有効な免疫
療法が抗腫瘍免疫を増強させる、および腫瘍介在免疫抑制を中和する両方の戦略の実施に
起因するのみであるという見解を述べ、ＮＳＣＬＣ患者における存在しない、または弱い
初期の免疫応答が免疫系の非特異的刺激または免疫抑制の除去が臨床転帰における変化を
生じさせることは起こりそうもないと結論付けた。
【０１２７】
　したがって、ＮＳＣＬＣで本明細書において報告された結果は、特に顕著であり、予期
し得ないものであり、驚くべきものである。ＮＳＣＬＣ患者において、ＯＲが、１、３ま
たは１０ｍｇ／ｋｇのニボルマブ用量でそれぞれ３％、２４％および２０％の反応率で観
察された（実施例７参照）。ＯＲは、ＮＳＣＬＣ組織を介して観察された：５４人の扁平
上皮のうち９人の応答者（１７％）、および７４人の非扁平上皮のうち１３人（１８％）
。有意な以前の治療で（以前の治療の３ラインで５４％）および組織を介してＮＳＣＬＣ
患者においてニボルマブで見られる活性のこのレベルは、とりわけ扁平上皮組織患者にお
いて前例がなく（Gridelliら, 2008; Miller, 2006参照）、存在する標準治療と比較して
、有効性および安全性に関して、非常に好ましい利益／動態的リスク(risk dynamic)を提
供する。
【０１２８】
　本願の免疫療法の１つの態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、白金ベースの治療（維
持にかかわらず）および１つの他の処置の後に、進行性または転移性扁平上皮または非扁
平上皮ＮＳＣＬＣに局所的に単剤療法として示される。他の態様において、抗－ＰＤ－１
　Ａｂは、白金を用いた治療および１つの他の以前の化学療法レジメンの失敗後に、進行
性または転移性扁平上皮または非扁平上皮ＮＳＣＬＣに局所的に単剤療法として示される
。さらなる態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、白金ベースのレジメンを含まなければ
ならない１つの治療の２つのラインの失敗後に、進行性または転移性扁平上皮または非扁
平上皮ＮＳＣＬＣに局所的に単剤療法として示される。さらにさらなる態様において、抗
－ＰＤ－１　Ａｂは、少なくとも１つの以前の化学療法後に、少なくとも１つの以前の白
金ベースの治療の失敗後に、または、少なくとも１つの白金二重(doublet)治療に対する
進行後に、進行性または転移性扁平上皮または非扁平上皮ＮＳＣＬＣに局所的に単剤療法
として示される。本明細書に記載されている免疫療法方法の全てにおいて、処置は、臨床
的利益が観察される限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで続けられ
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得る。
【０１２９】
しっかり前処置された癌患者における抗－ＰＤ－１に対する臨床反応の持続性
　最初に実験モデルにおいて示された抗腫瘍免疫を抑制することにおけるＰＤ－１経路の
重要な役割は、現在、臨床試験において確認されている。本明細書に記載されているとお
り、ＰＤ－１をブロックする薬物（ニボルマブ）またはその主なリガンドであるＰＤ－Ｌ
１をブロックする薬物（ＢＭＳ－９３６５５９）での単剤療法は、処置難治性進行性癌を
有する患者において退縮を媒介することができる。標準サルベージ療法が、歴史的に、こ
れらの患者においてわずかな利益を示すため（Scagliottiら, 2011）、扁平上皮組織を有
する患者を含む、抗－ＰＤ－１　Ａｂを受けるしっかり前処置されたＮＳＣＬＣ患者にお
ける客観的応答率（ＯＲＲ）は、驚くべきものであり、予期し得ないものである。この試
験において標準ＲＥＣＩＳＴにより測定されるとき、ＯＲは、１２９人の応答者のうち２
２人において約１８月の中央応答期間で、長期であった（実施例７参照）。加えて、応答
の免疫関連パターンと一致する腫瘍退縮のパターンが観察された。
【０１３０】
　これらの見出したことは、腫瘍学における新規治療的焦点として、ＰＤ－１経路を確立
している（Pardoll, 2012; Topalianら, 2012c; Hamid and Carvajal, 2013）。患者の５
４％が３つ以上の以前の全身性レジメン後に進行性疾患を有した現在の試験において、予
備的な分析が２０１３年３月までで行われた。この最新の分析は、以前の２０１２年２月
の分析から得られたデータおよび到達された結論をサポートし、強化している。したがっ
て、慣用のＯＲまたは長期疾患の安定化が、試験された全ての用量にわたって、ＮＳＣＬ
Ｃ（１７％および１０％、各々）、ＭＥＬ（３１％、７％）およびＲＣＣ（２９％、２７
％）で患者において立証された（実施例７参照）。さらに、１３人の患者（４％）は、抗
－ＣＴＬＡ－４治療で以前に記載されているとおり、通常とは異なる「免疫関連」応答パ
ターンを示し、このうちの一部の人は持続された（Sharmaら, 2011）。
【０１３１】
　抗－ＰＤ－１　Ａｂで処置された患者における多発性癌型にわたるＯＲの持続性は、特
に顕著である。最新の分析は再び、一般的に、今まで、化学療法または小分子インヒビタ
ーで観察されていないが、イピリムマブおよび高用量のインターロイキン－２を含む免疫
療法を受ける進行性黒色腫を有するいくつかの患者において観察されている、ニボルマブ
処置患者における臨床活性の持続性を強調した（Topalianら, 2011; Hodiら, 2010）。薬
物中止後の部分的な腫瘍退縮の持続は、ＰＤ－１遮断が腫瘍および宿主間の免疫平衡をリ
セットし、ＯＳ利益が今まで測定されているものよりも有意に長いことを最終的に証明し
得ることを示唆する。さらなる追跡は、これらの臨床試験に対する患者における腫瘍退縮
および疾患の安定化の最終的な持続性を決定するために必要とされる。
【０１３２】
　著しく、進行性ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬおよびＲＣＣを有するしっかり前処置された患者に
おいてニボルマブにより誘導された持続的な客観的な腫瘍退縮および疾患の安定化は、慣
用の化学療法および／またはチロシン－キナーゼインヒビター（ＴＫＩ）処置で処置され
たこれらの患者集団に対する歴史的(historical)データに勝る生存転帰に変わる。ＮＳＣ
ＬＣにおいて、１および２年生存率は、それぞれ、４２％および１４％であり、扁平上皮
および非扁平上皮癌を有する患者それぞれにおいて９．２および１０．１月の中央ＯＳで
あった（実施例７参照）。これらの患者の５４％が３つ以上の以前の治療を受けたため、
この高レベルの有効性はとりわけ優れている。さらに、多数の肺癌患者の追跡は比較的限
定されていたため、これらの数字は、データ成熟に応じて変化し得る。歴史的に、肺癌に
対する２Ｌ化学療法（すなわち、ドセタキセルおよびペメトレキセド）は、７．５－８．
３月の中央ＯＳ、および約３０％の１年生存率をなし遂げている（Shepherdら, 2000; Ha
nnaら, 2004）。２Ｌ／３Ｌ集団において、エルロチニブ処置患者は、プラセボ処置患者
における４．７月に対して、６．７月の中央生存を有した（Shepherdら, 2005）。治療は
、現在、３Ｌを超える設定で肺癌における使用が承認されておらず、５．８－６．５月の
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中央生存および２５％の１年生存が報告された回顧的(retrospective)レビューを除いて
、最小のデータがこの患者集団において生存を評価するために存在する（Girardら, 2009
; Scartoziら, 2010）。
【０１３３】
　ニボルマブ処置ＭＥＬ患者において、１６．８月の中央ＯＳは、６２％（１年）および
４３％（２年）の画期的な生存率でなし遂げられた（実施例７参照）。前処置された黒色
腫患者における生存転帰は、イピリムマブおよびベムラフェニブの最近のＦＤＡ承認をサ
ポートした。転移性疾患に対する少なくとも１つの以前の処置での黒色腫患者が参加する
最近のフェーズ３試験において、イピリムマブは、ｇｐ１００　ペプチドワクチンと比較
して、６．４から１０．１月の中央ＯＳを増加させた（Hodiら, 2010）。以前に処置され
た患者におけるイピリムマブのフェーズ２試験において、２年生存率は、２４．２－３２
．８％の範囲であった（Lebbeら, 2012）。ベムラフェニブの大型フェーズ２に参加した
ＢＲＡＦ突然変異体黒色腫を有する以前に処置された患者における中央ＯＳは１５．９月
であり、１年生存は５８％であった（Sosmanら, 2012）。
【０１３４】
　したがって、１つの態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂでの免疫療法は、ダカルバジン
での治療（維持にかかわらず）および１つの他の処置の後に、進行性または転移性ＭＥＬ
に局所的に単剤療法として示される。他の態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、ダカル
バジンベースの治療の失敗後に、進行性または転移性ＭＥＬに局所的に単剤療法として示
される。さらなる態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、ダカルバジンベースのレジメン
を含まなければならない１つの治療の２つのラインの失敗後に、進行性または転移性ＭＥ
Ｌに局所的に単剤療法として示される。さらにさらなる態様において、抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂは、少なくとも１つの以前の化学療法後に、少なくとも１つの以前のダカルバジンベー
スの治療の失敗後に、または、少なくともダカルバジン治療に対する進行後に、進行性ま
たは転移性ＭＥＬに局所的に単剤療法として示される。本明細書に記載されている免疫療
法方法の全てにおいて、処置は、臨床的利益が観察される限り、または管理し難い毒性ま
たは疾患進行が発生するまで続けられ得る。
【０１３５】
　ＲＣＣを有するニボルマブ処置患者において、３つ以上の以前の治療を受けた４５％お
よび以前の抗血管形成治療を受けた７１％中において、中央ＯＳは２２月で到達された（
２０１３年３月　分析の日）。７０％（１年）および５０％（２年）の画期的な生存率が
観察された（実施例７参照）。抗血管形成治療の後に疾患が進行した腎臓癌患者が参加す
る最近のフェーズ３試験において、エバロリムスをプラセボと比較した：中央ＯＳはそれ
ぞれ、１４．８　対　１４．４月であった（Motzerら, 2008; Motzerら, 2010）。スニチ
ニブ難治性腎臓癌集団においてソラフェニブとテムシロリムスを比較する最近のフェーズ
３試験は、それぞれ、１６．６および１２．３月の中央ＯＳを生じた（Hutsonら, 2012）
。したがって、ＮＳＣＬＣおよびＭＥＬに対して、ニボルマブでのしっかり前処置された
ＲＣＣ患者集団の処置は、標準治療での乏しい難治性集団の処置よりもかなり長い中央Ｏ
Ｓ（＞２２月）を生じた。有望な生存評価項目(endpoint)でのコントロールされたフェー
ズ３試験は、ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬおよびＲＣＣ（ＮＣＴ０１６７３８６７、ＮＣＴ０１７
２１７７２、ＮＣＴ０１６４２００４、ＮＣＴ０１６６８７８４およびＮＣＴ０１７２１
７４６において進行中である（Clinical Trials Website、http://www.clinicaltrials.g
ov参照）。これらの試験からの結果は、標準治療と比較してこれらの癌におけるニボルマ
ブに対する応答の高い有効性および持続性をさらに証明することが期待される。
【０１３６】
　１つの態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂでの免疫療法は、抗血管形成ＴＫＩまたはｍ
ＴＯＲインヒビターでの治療（維持にかかわらず）および１つの他の処置の後に、進行性
または転移性ＲＣＣに局所的に単剤療法として示される。他の態様において、抗－ＰＤ－
１　Ａｂは、抗血管形成ＴＫＩまたはｍＴＯＲインヒビターでの治療の失敗後に、進行性
または転移性ＲＣＣに局所的に単剤療法として示される。さらなる態様において、抗－Ｐ
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Ｄ－１　Ａｂは、抗血管形成ＴＫＩまたはｍＴＯＲインヒビターを含まなければならない
１つの治療の２つのラインの失敗後に、進行性または転移性ＲＣＣに局所的に単剤療法と
して示される。さらにさらなる態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、少なくとも１つの
以前の化学療法後に、少なくとも１つの以前の抗血管形成ＴＫＩまたはｍＴＯＲインヒビ
ターベースの治療の失敗後に、または、少なくとも抗血管形成ＴＫＩまたはｍＴＯＲイン
ヒビター治療に対する進行後に、進行性または転移性ＲＣＣに局所的に単剤療法として示
される。抗－ＰＤ－１免疫療法は、臨床的利益が観察される限り、または管理し難い毒性
または疾患進行が発生するまで続けられ得る。
【０１３７】
　著しく、ニボルマブを受ける肺癌、黒色腫および腎臓癌患者におけるＯＳは、ＰＦＳよ
りもかなり長かった。これらの結果は、イピリムマブに対して報告されているものを映し
（Hodiら, 2010）、免疫チェックポイント遮断を受ける一部の患者における早期腫瘍増大
または新規病変の発生が疾患の安定化または退縮に進展することができるという観察を反
映する。これらの見出したことは、無進行生存がニボルマブおよびこのクラスにおける他
の薬剤の有効性を決定するために最適な評価項目でないかもしれないことを示唆する。
【０１３８】
　癌を処置するための抗－ＰＤ－１免疫療法の高い有効性、持続性および広範な適用性を
証明する本明細書に記載されているデータは、癌のさらなる型に対して試験されるニボル
マブに至っている。例えば、増加したＰＤ－Ｌ１発現が種々の血液悪性腫瘍で報告されて
おり、悪性細胞に対する有益な影響を及ぼすことから宿主免疫応答を防止し得ることに基
づいて、血液悪性腫瘍（多発性骨髄腫、Ｂ細胞リンパ腫、Ｔ細胞リンパ腫、ホジキンリン
パ腫／原発性縦隔Ｂ細胞リンパ腫、および慢性骨髄性白血病）を有する患者における抗腫
瘍活性を介在するニボルマブの能力を確認する試験が開始されている（ＮＣＴ０１５９２
３７０）。ニボルマブもまた、進行性肝細胞癌腫において単剤療法として試験される（Ｎ
ＣＴ０１６５８８７８）。
【０１３９】
　要約すれば、本明細書に記載されている抗－ＰＤ－１免疫療法の結果は、少なくとも以
下の３つの点において顕著である。第１に、抗－ＰＤ－１の有効性は、癌に対する標準治
療処置における患者に対する歴史的有効性データに勝ることが示されている。著しく、こ
の有効性は、患者の約半分が３つ以上の以前の全身性レジメン後に進行性疾患を有したし
っかり前処置された集団における患者において証明されている。進行性、転移性および／
または難治性癌に罹患しているこのような患者は、処置することが難しいことで有名であ
る。したがって、本出願は、進行性、転移性および／または難治性癌に罹患している患者
の免疫療法のための方法であって、ＰＤ－１とＰＤ－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２との
相互作用を破壊する治療有効量のＡｂまたはその抗原結合部分を患者に投与することを含
む方法を提供する。本明細書に記載されている治療方法のいずれか１つの態様において、
対象は、癌に対して前処置されている；例えば、対象は、癌に対する治療の少なくとも１
つ、２つ、または３つ以前のラインを受けた。
【０１４０】
　第２に、本願の治療方法は、広範な属の種々の癌に適用することができることが示され
ている。「非免疫原性」癌、例えば、ＮＳＣＬＣ（Holtら, 2011）および治療が難しい癌
、例えば、卵巣および胃癌（ならびに、ＭＥＬ、ＲＣＣ、およびＣＲＣを含む処置された
他の癌）でさえ、抗－ＰＤ－１および／または抗－ＰＤ－Ｌ１での処置に適用することが
できるという驚くべきことに見出したことに基づいて（実施例７および１４参照）、本出
願は、一般的に、非常に広範な範囲の癌のいずれかに実質的に罹患している患者の免疫療
法のための方法を提供する。
【０１４１】
　第３に、抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂでの処置は、癌患者において著しく
持続的な臨床活性を生じることが示されている。したがって、本出願は、ＰＤ－１とＰＤ
－Ｌ１および／またはＰＤ－Ｌ２との相互作用を破壊する治療有効量のＡｂまたはその抗
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原結合部分を患者に投与することを含む、癌患者において持続的な臨床反応を誘導する免
疫治療方法を提供する。本明細書に記載されている治療方法のいずれかの好ましい態様に
おいて、臨床反応は持続的な応答である。
【０１４２】
　本明細書において使用されるとき、「持続的な」応答は、患者集団における予想される
中央ＯＳ率を超える治療または臨床反応である。予想される中央ＯＳ率は、異なる癌およ
び異なる患者集団で変化する。１つの態様において、持続的な応答は、関連患者集団にお
ける予想される中央ＯＳ率を、少なくとも１０％、好ましくは少なくとも２０％、さらに
好ましくは少なくとも３０％、およびよりさらに好ましくは少なくとも５０％超える。Ｐ
Ｄ－１経路遮断に基づく免疫治療アプローチの主な利益は、持続的治療の非存在下でさえ
、長年に伸長する長期間、抗腫瘍免疫監視を維持し、腫瘍増殖を阻害し得る記憶Ｔ細胞の
長期産生での疲弊したＴ細胞の機能回復であり得る（Kim and Ahmed, 2010）。確かに、
ニボルマブ治療の中止後の患者に対する長期追跡試験は、ＣＲＣを有する患者が３年後に
継続していた完全応答を経験しており；ＲＣＣを有する患者が治療を受けていない３年持
続している部分応答を経験しており、これは１２月で継続していた完全応答に変換され；
および、黒色腫を有する患者は治療を受けていない１６月間安定であった部分応答をなし
遂げ、および再発疾患は再誘導抗－ＰＤ－１治療で成功裏に処置されたことを確認してい
る（Lipsonら, 2013）。
【０１４３】
免疫関連臨床反応
　進行性疾患（最初の放射線評価による）が必ずしも治療不全を反映しないため、慣用の
応答基準は、免疫療法剤の活性を十分に評価し得ないことが明らかとなっている。例えば
、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂであるイピリムマブでの処置は、４つの別個の応答パターンを
生じることが示されており、これらの全ては、良好な生存と関連した：（ａ）新規病変な
しで、ベースライン病変における縮小；（ｂ）持続的な安定な疾患（いくつかの患者にお
いて、次にゆっくりと着実な総腫瘍組織量の減少）；（ｃ）総腫瘍組織量における増加後
の応答；および（ｄ）新規病変の存在下における応答。したがって、免疫療法剤を適切に
評価するために、標的疾患に対する長期効果もまた、捕獲しなければならない。この点に
おいて、腫瘍組織量および／または新規病変の発生における初期の増加を考慮に入れ、免
疫関連応答パターンの特性化を増強しようとする組織的免疫関連応答基準（ｉｒＲＣ）が
、提案されている（Wolchokら, 2009）。これらの慣用にとらわれない応答パターンの完
全な影響が生存評価項目でニボルマブのランダム化試験において依然として明らかにされ
ていないが、本観察はＯＳの有意な延長が処置患者において観察されたイピリムマブで見
出したことを連想させる（Hodiら, 2010; Robertら, 2011）。
【０１４４】
　抗－ＰＤ－１免疫療法の全危険性／利益プロフィールはまた、今まで他の免疫療法剤で
一致して観察される特定の事象である、より重度の薬物関連有害事象（ＡＥ；＞グレード
３）の低い発生率で、好ましい。これは、抗－ＰＤ－１免疫療法が最小の対症療法での外
来患者の場において届けることができることを示唆する。
【０１４５】
抗－ＰＤ－１免疫療法により治療可能な広範囲の癌
　本明細書において示されている臨床データは、ＰＤ－１遮断に基づく免疫療法が「免疫
原性」腫瘍型、例えば、ＭＥＬおよびＲＣＣのみに限定されず、ＮＳＣＬＣを含む免疫応
答されると一般的に考慮されない腫瘍型にまで及ぶということを証明する。処置難治性転
移性ＮＳＣＬＣでの予期されない成功は、あらゆる新生物が適当な免疫調節の文脈におい
て「免疫原性」であり得る可能性を強調し、免疫治療アプローチとしてＰＤ－１遮断が非
常に種々の範囲の腫瘍型にわたって広範に適用できることを示唆する。したがって、本発
明の抗－ＰＤ－１　Ａｂを使用して処置され得る癌はまた、免疫療法に対して一般的に応
答する癌ならびに従来、非免疫原性と見なされている癌も含む。処置のために好ましい癌
の非限定的な例は、ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＲＣＣ、ＣＲＣ、ＣＲＰＣ、ＨＣＣ、頭頸部の
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扁平上皮癌、食道、卵巣、胃腸管および乳房の癌腫、および血液悪性腫瘍を含む。ＮＳＣ
ＬＣが免疫療法に対して一般的に応答すると考慮されないが、本明細書に記載されている
データは、予想外に、扁平上皮および非扁平上皮ＮＳＣＬＣの両方が抗－ＰＤ－１　Ａｂ
での処置に対して応答することを証明する。さらに、本出願は、増殖が本発明の抗－ＰＤ
－１　Ａｂを使用して阻害され得る難治性または再発性悪性腫瘍の処置を提供する。
【０１４６】
　本明細書において提供される抗－ＰＤ－１免疫療法の非常に広範な適用性による適応に
基づいて、本発明の方法において抗－ＰＤ－１　Ａｂを使用して処置され得る癌の例は、
肝臓癌、骨癌、膵臓癌、皮膚癌、頭頸部の癌、乳癌、肺癌、皮膚または眼内悪性黒色腫、
腎臓癌、子宮癌、卵巣癌、結腸直腸癌、大腸癌、経直腸癌、肛門領域の癌、胃癌、精巣癌
、子宮癌、卵管の癌腫、子宮内膜の癌腫、頸部の癌腫、膣の癌腫、外陰の癌腫、非ホジキ
ンリンパ腫、食道の癌、小腸の癌、内分泌系の癌、甲状腺の癌、副甲状腺の癌、副腎の癌
、軟組織の肉腫、尿道の癌、陰茎の癌、小児固形腫瘍、リンパ球性リンパ腫、膀胱の癌、
腎臓または尿管の癌、腎盂の癌腫、中枢神経系（ＣＮＳ）の新生物、原発性ＣＮＳリンパ
腫、腫瘍の血管形成、脊髄の軸の腫瘍、脳幹神経膠腫、下垂体腺腫、カポジ肉腫、類表皮
癌、扁平上皮癌、アスベストにより誘発される癌を含む環境誘発の癌、血液悪性腫瘍、例
えば、多発性骨髄腫、Ｂ細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫／原発性縦隔Ｂ細胞リンパ腫、
非ホジキンリンパ腫、急性骨髄性リンパ腫、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病、濾
胞性リンパ腫、びまん性大Ｂ細胞リンパ腫、バーキットリンパ腫、免疫芽球性大細胞リン
パ腫、前駆Ｂ－リンパ芽球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、急性リンパ芽球性白血病
、菌状息肉腫、未分化大細胞リンパ腫、Ｔ細胞リンパ腫、および前駆Ｔ－リンパ芽球性リ
ンパ腫、および上記癌の任意の組合せを含む。本発明はまた、転移性癌の処置に適用でき
る。
【０１４７】
抗－ＰＤ－１　Ａｂの医学的使用
　本発明の１つの局面は、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を阻害し、それ
により癌に罹患している対象における内因性免疫応答を増強するための医薬の製造のため
の本発明の任意の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分の使用である。別の局面は
、ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊することを含む、癌に罹患している対象
の免疫療法のための医薬の製造のための、本発明の任意の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその
抗原結合部分の使用である。医薬の製造のためのこれらの使用は、本明細書に記載されて
いる癌のすべての範囲に広範に適用できる。これらの使用の好ましい態様において、癌は
、扁平上皮ＮＳＣＬＣ、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＲＣＣ、ＣＲＣ、ＣＲＰＣ、Ｈ
ＣＣ、頭頸部の扁平上皮癌、および、食道、卵巣、胃腸管および乳房の癌腫、および血液
悪性腫瘍を含む。本出願はまた、本明細書に記載されている抗－ＰＤ－１　Ａｂを使用す
る処置の方法の全ての態様に対応する本発明の任意の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原
結合部分の医学的使用を提供する。
【０１４８】
　本出願はまた、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からシグナル伝達を阻害することにより対象
における内因性免疫応答を増強することを含む、癌に罹患している対象を処置することに
おける使用のための、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分を提供する。
本出願は、ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊することを含む、癌に罹患して
いる対象の免疫療法における使用のための、本発明の抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原
結合部分をさらに提供する。これらのＡｂは、本明細書に記載されている癌のすべての範
囲に対する内因性免疫応答を増強することにおいて、または本明細書に記載されている癌
のすべての範囲の免疫療法において使用され得る。好ましい態様において、癌は、扁平上
皮ＮＳＣＬＣ、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ（例えば、転移性悪性ＭＥＬ）、ＲＣＣ、
ＣＲＣ、ＣＲＰＣ、ＨＣＣ、頭頸部の扁平上皮癌、および、食道、卵巣、胃腸管および乳
房の癌腫、および血液悪性腫瘍を含む。
【０１４９】
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抗－ＰＤ－１抗体を含む併用療法
　抗－ＰＤ－１および抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂでの単剤療法は、肺癌、黒色腫、腎臓癌、お
よび起こり得る他の悪性腫瘍を有する患者の生存を有意に増加させることが本明細書にお
いて示されているが、前臨床データは、ＰＤ－１経路遮断に基づく相乗的処置組合せがさ
らにより強力な効果を有することができることを示す。作用機序が今のところニボルマブ
と異って似ている（Parryら, 2005; Mellmanら, 2011; Topalianら, 2012c）イピリムマ
ブ（抗－ＣＴＬＡ－４）と組み合わせられたニボルマブの臨床評価は、継続しており、フ
ェーズ１試験からの結果は本明細書において提供される（ＮＣＴ０１０２４２３１；ＮＣ
Ｔ０１８４４５０５；ＮＣＴ０１７８３９３８；Wolchokら, 2013a; Wolchokら, 2013b; 
Hodiら, 2013も参照）。臨床試験はまた、ニボルマブの投与を、黒色腫ワクチン（ＮＣＴ
０１１７６４６１、ＮＣＴ０１１７６４７４；Weberら, 2013）、イピリムマブ（ＢＭＳ
－９８６０１５）、ヒトＩｇＧ４抗－ＫＩＲ　Ａｂと進行性固形腫瘍を有する患者におい
て（ＮＣＴ０１７１４７３９；Sanbornら, 2013）、サイトカイン、例えば、ＩＬ－２１
と進行性または転移性固形腫瘍を有する患者において（ＮＣＴ０１６２９７５８；Chowら
, 2013）、化学療法薬、例えば、白金を用いた二重化学療法とナイーブな化学療法ＮＳＣ
ＬＣ患者において（ＮＣＴ０１４５４１０２；Rizviら, 2013）、および、小分子標的療
法と転移性ＲＣＣを有する患者において（ＮＣＴ０１４７２０８１；Aminら, 2013）組み
合わせて開始されている。
【０１５０】
　１つの局面において、本出願は、抗－ＰＤ－１　Ａｂと、種々の癌の処置のための、化
学療法レジメン、放射線療法、外科処置、ホルモン喪失および血管形成インヒビターを含
む異なる癌処置との組合せに関する。ＰＤ－１遮断はまた、免疫原、例えば、癌性細胞の
調製物、精製された腫瘍抗原（組換えタンパク質、ペプチド、および炭水化物分子を含む
）、抗原提示細胞、例えば、腫瘍関連抗原を有する樹状細胞、免疫刺激サイトカインをコ
ードする遺伝子でトランスフェクトされた細胞（Heら, 2004）、および／または別の免疫
治療Ａｂ（例えば、抗－ＣＴＬＡ－４、抗－ＰＤ－Ｌ１および／または抗－ＬＡＧ－３　
Ａｂ）と有効に組み合わせられ得る。使用することができる腫瘍ワクチンの非限定的な例
は、黒色腫抗原のペプチド、例えば、ｇｐ１００のペプチド、ＭＡＧＥ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
ようにトランスフェクトされた腫瘍細胞を含む。
【０１５１】
進行性黒色腫を処置するための抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せ
　免疫学的チェックポイントが非冗長であり、リンパ節内のＴ細胞活性化、増殖およびエ
フェクター機能および／または腫瘍内微小環境を阻害することができることを考慮して、
抗－ＣＴＬＡ－４および抗－ＰＤ－１の組合せがＡｂのいずれか単独よりもマウス腫瘍モ
デルにおいてより強い抗腫瘍効果を有したという前臨床データ（米国特許第８，００８，
４４９号参照）に基づいて、ＣＴＬＡ－４およびＰＤ－１の組合せ遮断が単剤よりもより
良い抗腫瘍活性を生じることができるという仮説が、ＭＥＬ患者において臨床試験におい
て試験された（実施例１５）。
【０１５２】
　この試験において正式に比較されていないが、ニボルマブ／イピリムマブの同時レジメ
ンは、ニボルマブ（実施例７）またはイピリムマブのいずれか単独でし遂げられた割合を
超えるＯＲＲなし遂げた（Hodiら, 2010）。非常に重要なことには、迅速な、および深い
応答が処置患者の相当な割合においてなし遂げられ、「深い」腫瘍応答は、放射線評価に
よりベースライン基準から８０％以上の減少により特徴付けられる標的病変における応答
を示す。本試験において、広範な、および巨大な腫瘍組織量を有する患者を含む大多数の
応答患者は、最初の腫瘍評価時に、＞８０％腫瘍退縮をなし遂げた。特に印象を与えるこ
とは、同時レジメン（（ｉ）抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せ投与、
次に、抗－ＰＤ－１　Ａｂ単独の投与での誘導投与スケジュール、および（ｉｉ）抗－Ｐ
Ｄ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの低頻度の組合せ投与を含む維持投与スケジュール
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を含む）で処置された３１％の応答を評価可能な患者が、１２週までに＞８０％腫瘍退縮
を証明したという観察であった。同時レジメンに対するＭＴＤで、全９人の応答患者は、
３人のＣＲで、＞８０％腫瘍退縮を証明した。対照的に、今まで臨床経験において、３ｍ
ｇ／ｋｇでニボルマブまたはイピリムマブを受けた＜３％のＭＥＬ患者はＣＲをなし遂げ
た（実施例７；Hodiら, 2010）。したがって、この予備フェーズ１試験におけるこの免疫
療法組合せの総活性は、活性化キナーゼの標的化インヒビターを含む、進行性黒色腫に対
して承認されたか、または開発されている他の薬剤と比べてほぼ遜色がない（Chapmanら,
 2011）。この組合せのさらなる利点は、ニボルマブ（本明細書に記載されているとおり
）およびイピリムマブでの本試験ならびに長期免疫療法試験において証明されるとき、応
答の持続性である（Wolchokら, 2013d）。
【０１５３】
　これらの最初のデータは、より良い大きさの迅速な応答が、いずれかの薬剤単独の歴史
的経験と比較して、ニボルマブ／イピリムマブ組合せで処置された患者においてなし遂げ
られ得ることを示唆する。応答は、一般的に持続的であり、毒性のため、処置が初期に終
結された患者においてさえ観察された。応答患者は、上昇したＬＤＨ、Ｍ１ｃ疾患および
巨大な多発性腫瘍組織量を有する患者を含んだ。イピリムマブまたはニボルマブ単剤療法
に関する以前のレポートと同様に、慣用のＯＲＲは、多くの患者が長期ＳＤまたは応答の
慣用にとらわれない免疫関連パターンのいずれかを経験したという点において、ニボルマ
ブ／イピリムマブレジメン同時で処置された患者における臨床活性および起こり得る利益
の範囲を完全にとらえることができない。実際に、最も良いＯＲとしてＳＤ≧２４週また
はｉｒＳＤ≧２４週で同時レジメンにおける７人の患者中、６人は少なくとも１９％の意
味のある腫瘍退縮を証明し、７番目の患者は長期ＳＤ後に腫瘍組織量の低下を有する。チ
ェックポイント遮断単剤療法での以前の経験は、一部の患者が最も良いＯＲとしてＳＤで
長期間生存し得るという観察を支持し、免疫監視の平衡相の回復が望ましい転帰であると
いう仮説に対する証拠をもたらす（Screiberら, 2011）。
【０１５４】
　患者が、以前のイピリムマブ後にニボルマブで連続して処置されるとき、ＯＲをなし遂
げることができる観察は、ＣＴＬＡ－４遮断に対する無反応がＰＤ－１遮断からの臨床的
利益を妨げることなく、これらの共阻害経路の非冗長性質をさらに支持することを示す。
著しく、本明細書に記載されているデータ（実施例８）は、ニボルマブを受ける患者にお
ける応答の発生および腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現間の関連性を示唆し、以前のデータは、イピリ
ムマブで処置された患者におけるＯＳおよび末梢ＡＬＣの増加間の相関関係を示す（Berm
anら, 2009; Kuら, 2010; Postowら, 2012; Delyonら, 2013）。ニボルマブ／イピリムマ
ブ組合せの本試験において、臨床反応は、リンパ球数またはベースライン腫瘍ＰＤ－Ｌ１
発現にかかわりなく患者において観察され（実施例１７）、併用療法により産生された免
疫応答がいずれかの単剤療法と比較してユニークな特性を有することを示唆した。該デー
タは、ベースライン腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現およびリンパ球数が、迅速な、および顕著な腫瘍
退縮を誘導することができる活性な組合せレジメンの設定と関連性が低い可能性があるこ
とを示唆するが、また特筆すべきは、異なる抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ（ウサギｍＡｂ２８－
８　対　マウス５Ｈ１ｍＡｂ）が、ニボルマブ単剤療法試験と比較して、併用療法試験に
おいてＰＤ－Ｌ１発現を測定するために、異なるＩＨＣアッセイにおいて使用されたこと
である。ＩＨＣアッセイおよびＡｂにおける変化に加えて、異なる結果はまた、生検サン
プルおよび腫瘍不均一性における差異を反映し得る。抗－ＰＤ－１有効性に対するバイオ
マーカーとしてのＰＤ－Ｌ１発現の有用性は、ランダム化フェーズ３試験においてさらに
あらかじめ評価される（例えば、ＮＣＴ０１７２１７７２、ＮＣＴ０１６６８７８４、お
よびＮＣＴ０１７２１７４６参照）。
【０１５５】
　同時レジメンで処置された患者中で観察される有害事象の範囲は、ニボルマブまたはイ
ピリムマブ単剤療法での経験と定性的に同様であり、ＡＥの割合は、組合せで処置された
患者において増加された。グレード３－４の処置関連ＡＥは、３ｍｇ／ｋｇの用量での、
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イピリムマブ単剤療法で処置された患者において２０％（Hodiら, 2010）およびニボルマ
ブ単独で処置された患者において１７％（実施例５）の歴史的割合と比較して、ニボルマ
ブ／イピリムマブの同時レジメンで処置された患者の５３％において観察された。連続レ
ジメンコホートにおいて、１８％の患者がグレード３－４の処置関連ＡＥを経験した。同
時および連続レジメンで処置された患者により経験されるＡＥは、存在する処置アルゴリ
ズムを使用して、管理できる、および／または一般的に可逆的であった。
【０１５６】
　集合的に、これらの結果は、ニボルマブおよびイピリムマブが、管理できる安全性プロ
フィールで同時に投与することができ、持続的な臨床反応を引き起こすことを示唆する。
より迅速な、およびより深い臨床腫瘍応答は、いずれかの単一の薬剤で得られる応答と比
較して、組合せで処置された患者において観察された。
【０１５７】
　実施例１５に記載されている試験に関する２０１３年２月の臨床打切日にて、応答に対
して評価できる同時レジメンの５２人の対象のうち、２１人（４０％）は、修飾された世
界保健機関（ｍＷＨＯ）基準によるＯＲを有した（Wolchokら, 2009）。さらなる２人の
対象（４％）において、未確認のＯＲがあった。コホート１（０．３ｍｇ／ｋｇのニボル
マブおよび３ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）において、１４人の評価できる対象のうち３人
は、ｍＷＨＯによるＯＲを有した（ＯＲＲ：２１％、１人のＣＲおよび２人のＰＲを含む
）。コホート２（１ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび３ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）におい
て、１７人の評価できる対象のうち９人は、ｍＷＨＯによるＯＲを有した（ＯＲＲ：５３
％；３人のＣＲおよび６人のＰＲを含む）。コホート２ａ（３ｍｇ／ｋｇのニボルマブお
よび１ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）において、１５人の評価できる対象のうち６人は、ｍ
ＷＨＯによるＯＲを有した（ＯＲＲ：４０％；１人のＣＲおよび５人のＰＲを含む）。コ
ホート３（３ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび３ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）において、６
人の評価できる対象のうち３人は、ｍＷＨＯによる客観的応答を有した（ＯＲＲ：５０％
、３人のＰＲを含む）。これらのデータに基づいて、本明細書に記載されている本発明は
、（ａ）ＰＤ－１に特異的に結合し、阻害するＡｂまたはその抗原結合部分；および（ｂ
）ＣＴＬＡ－４に特異的に結合し、阻害するＡｂまたはその抗原結合部分を対象に投与す
ることを含む癌に罹患している対象を処置する方法であって、それぞれのＡｂは、同時レ
ジメンにおいて０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲の用量で投与され、該同時レジ
メンは、（ｉ）少なくとも２、３または４週間に１回、または少なくとも１月に１回の投
与頻度で、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを少なくとも２、４、６
、８または１０回投与し、次に、少なくとも２、３または４週間に１回、または少なくと
も１月に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１　Ａｂを単独で少なくとも２、４、６、８また
は１２回投与することを含む誘導投与スケジュール；次に（ｉｉ）少なくとも８、１２ま
たは１６週間に１回、または少なくとも四半期に１回の投与頻度で、または臨床的利益が
観察される限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで、抗－ＰＤ－１お
よび抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを少なくとも４、６、８、１０、１２または１６回
投与することを含む維持投与スケジュールを含む、方法を含む。
【０１５８】
　この方法の１つの態様において、維持投与スケジュールは、抗－ＰＤ－１および抗－Ｃ
ＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを最大４、６、８、１０、１２または１６回投与することを含
む。他の態様において、同時レジメンは、（ｉ）２、３または４週間に１回、または１月
に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを２、４、６
または８回投与し、次に、２、３または４週間に１回、または１月に１回の投与頻度で、
抗－ＰＤ－１　Ａｂを単独で２、４、６、８または１２回投与を含む誘導投与スケジュー
ル；次に（ｉｉ）８、１２または１６週間に１回、または四半期に１回の投与頻度で、ま
たは臨床的利益が観察される限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで
、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを４、６、８、１０、１２または
１６回投与することを含む維持投与スケジュールを含む。１つの他の態様において、それ



(39) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

ぞれの抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、個々に、０．１、０．３、０．５
、１、３、５、１０または２０ｍｇ／ｋｇの用量で投与される。さらなる態様において、
それぞれの抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの用量は、誘導投与スケジュール
および維持投与スケジュール中、一定に保たれる。さらに他の態様において、抗－ＰＤ－
１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、以下の用量：（ａ）０．１ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－
１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｂ）０．３ｍｇ／ｋｇの抗－
ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｃ）１ｍｇ／ｋｇの抗
－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｄ）３ｍｇ／ｋｇの
抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｅ）５ｍｇ／ｋｇ
の抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｆ）１０ｍｇ／
ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｇ）０．１
ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；（ｈ）
０．３ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；
（ｉ）１ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ
；（ｊ）３ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａ
ｂ；（ｋ）５ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　
Ａｂ；または（ｌ）１０ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴ
ＬＡ－４　Ａｂで投与される。
【０１５９】
　実施例１５に記載されているプロトコールにおいて、３ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび
３ｍｇ／ｋｇのイピリムマブの投与レジメンは、ＭＴＤを超え（イピリムマブおよび他の
抗－ＰＤ－１　Ａｂの組合せは、より高いまたはより低いＭＴＤを有し得るが）、コホー
ト２（１ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび３ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）およびコホート２
ａ（３ｍｇ／ｋｇのニボルマブおよび１ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ）の両方は、同様の臨
床活性を有した。加えて、ニボルマブおよびイピリムマブの組合せに対する大多数の応答
は、最初の１２週に起こった。１２週間投与されたイピリムマブが臨床的利益に寄与して
いるか否かの不確実性、およびイピリムマブに対して米国食品医薬品局（ＦＤＡ）および
欧州医薬品庁（ＥＭＡ）で承認されたスケジュールが、３週間に１回で合計４回であると
いう事実を考慮すると、好ましい態様において、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、３週間に１
回、合計４回で誘導投与スケジュール中に投与される。進行まで２週毎に３ｍｇ／ｋｇで
ニボルマブでの単剤療法処置は、持続的な応答と関連することが示されており（実施例４
－７）、１２週毎のニボルマブの投与を含む維持投与スケジュールは、有効であることが
示されている（実施例１５）。したがって、４回の組み合わせられたニボルマブおよびイ
ピリムマブの完了後である１２週目に開始して、３ｍｇ／ｋｇでのニボルマブが、進行ま
で２から少なくとも１２週毎に投与され得る。したがって、同時レジメン方法の好ましい
態様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、（ａ）１ｍｇ／ｋｇの抗
－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ；または（ｂ）３ｍｇ／
ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび１ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの用量で投与さ
れ、同時レジメンは、（ｉ）３週間に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬ
Ａ－４　Ａｂの組合せを４回投与し、次に３週間に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１を単
独で４回投与することを含む誘導投与スケジュール；次に（ｉｉ）２から１２またはそれ
以上の週に１回の投与頻度で、または臨床的利益が観察される限り、または管理し難い毒
性または疾患進行が発生するまで、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４抗体の組合せを
最大８回投与することを含む維持投与スケジュールをさらに含む。
【０１６０】
　１ｍｇ／ｋｇから１０ｍｇ／ｋｇの用量範囲にわたるニボルマブ単剤療法の暴露応答分
析は、同様の臨床活性を示すが（実施例７）、０．３ｍｇ／ｋｇ、３ｍｇ／ｋｇおよび１
０ｍｇ／ｋｇのイピリムマブ単剤療法の暴露応答分析は、フェーズ２試験において用量の
増加に伴って活性が増加することを証明している（Wolchokら, 2010）。したがって、３
ｍｇ／ｋｇのイピリムマブの用量（コホート２）は、３ｍｇ／ｋｇのニボルマブの選択（
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コホート２ａ）よりも、より臨床的に影響力が強い可能性がある。したがって、同時レジ
メン方法のより好ましい態様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、
１ｍｇ／ｋｇの抗－ＰＤ－１　Ａｂおよび３ｍｇ／ｋｇの抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの用量
で投与される。
【０１６１】
　本願の方法の１つの態様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、静
脈内投与のために製剤化される。１つの他の態様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴ
ＬＡ－４　Ａｂが組合せにおいて投与されるとき、それらは、互いに３０分以内に投与さ
れる。Ａｂのいずれかが最初に投与され得る、すなわち、１つの態様において、抗－ＰＤ
－１　Ａｂが抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの前に投与されるが、他の態様において、抗－ＣＴ
ＬＡ－４　Ａｂが抗－ＰＤ－１　Ａｂの前に投与される。一般的に、Ａｂのいずれかが、
６０分の期間を超えて静脈内に投与される。さらなる態様において、抗－ＰＤ－１および
抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、同時投与のために薬学的に許容される製剤において単一の組
成物として混合され同時に、または、薬学的に許容される製剤においてＡｂのいずれかと
別個の組成物として同時に、のいずれかで投与される。
【０１６２】
　実施例７に記載されているデータは、ニボルマブでの免疫療法が、以前のイピリムマブ
治療に対して応答しなかったＭＥＬ患者において有意な臨床活性を生じたことを証明する
。したがって、本出願は、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂで以前に処置されている、癌に罹患し
ている対象を処置するための連続レジメン方法であって、０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ
体重の範囲の用量で、および少なくとも１週間に１回、少なくとも２、３または４週間に
１回、または少なくとも１月に１回の投与頻度で、または臨床的利益が観察される限り、
または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで、ＰＤ－１に特異的に結合し、阻害
するＡｂまたはその抗原結合部分を対象に最大６から最大７２回投与することを含む方法
を提供する。この方法の１つの態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂの対象への投与は、抗
－ＣＴＬＡ－４　Ａｂでの最後の処置後１－２４週以内に開始される。他の態様において
、抗－ＰＤ－１　Ａｂの対象への投与は、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂでの最後の処置後１、
２、４、８、１２、１６、２０または２４週以内に開始される。好ましい態様において、
抗－ＰＤ－１　Ａｂの投与は、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂでの対象の最後の処置後４、８ま
たは１２週以内に開始される。方法の１つの態様は、０．１－２０ｍｇ／ｋｇ、例えば、
０．１、０．３、０．５、１、３、５、１０または２０ｍｇ／ｋｇの用量で、抗－ＰＤ－
１　Ａｂを投与することを含む。好ましい態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、１また
は３ｍｇ／ｋｇの用量で投与される。１つの態様において、連続レジメンは、１週間に１
回、２、３または４週間に１回、または１月に１回の投与頻度で、または臨床的利益が観
察される限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで、抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂを対象に６から７２回投与することを含む。好ましい態様において、抗－ＰＤ－１は、
２週間に１回の投与頻度で、１または３ｍｇ／ｋｇの用量で最大４８回投与される。他の
好ましい態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは静脈内投与のために製剤化される。
【０１６３】
　本願の同時または連続レジメン方法のいずれかの１つの局面において、処置は、腫瘍の
サイズおよび／または増殖の減少、腫瘍の除去、時間とともに転移性病変の数の減少、完
全応答、部分応答、および安定な疾患から選択される少なくとも１つの治療効果を生じる
。ニボルマブが臨床反応を示している広範囲の癌に基づいて、本願の併用療法方法はまた
種々の癌に適用できる。これらの方法により処置され得る癌の例は、肝臓癌、骨癌、膵臓
癌、皮膚癌、頭頸部の癌、乳癌、肺癌、皮膚または眼内悪性黒色腫、腎臓癌、子宮癌、卵
巣癌、結腸直腸癌、大腸癌、経直腸癌、肛門領域の癌、胃癌、精巣癌、子宮癌、卵管の癌
腫、子宮内膜の癌腫、頸部の癌腫、膣の癌腫、外陰の癌腫、非ホジキンリンパ腫、食道の
癌、小腸の癌、内分泌系の癌、甲状腺の癌、副甲状腺の癌、副腎の癌、軟組織の肉腫、尿
道の癌、陰茎の癌、小児固形腫瘍、膀胱の癌、腎臓または尿管の癌、腎盂の癌腫、ＣＮＳ
の新生物、原発性ＣＮＳリンパ腫、腫瘍の血管形成、脊髄の軸の腫瘍、脳幹神経膠腫、下
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垂体腺腫、カポジ肉腫、類表皮癌、扁平上皮癌、アスベストにより誘発される癌を含む環
境誘発の癌、血液悪性腫瘍、例えば、多発性骨髄腫、Ｂ細胞リンパ腫、ホジキンリンパ腫
／原発性縦隔Ｂ細胞リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、急性骨髄性リンパ腫、慢性骨髄性白
血病、慢性リンパ性白血病、リンパ球性リンパ腫、濾胞性リンパ腫、びまん性大Ｂ細胞リ
ンパ腫、バーキットリンパ腫、免疫芽球性大細胞リンパ腫、前駆Ｂ－リンパ芽球性リンパ
腫、マントル細胞リンパ腫、急性リンパ芽球性白血病、菌状息肉腫、未分化大細胞リンパ
腫、Ｔ細胞リンパ腫、および前駆Ｔ－リンパ芽球性リンパ腫、および上記癌の任意の組合
せを含む。本発明はまた、転移性、難治性または再発性癌の処置に適用できる。好ましい
態様において、処置される癌は、ＭＥＬ、ＲＣＣ、扁平上皮ＮＳＣＬＣ、非扁平上皮ＮＳ
ＣＬＣ、ＣＲＣ、ＣＲＰＣ、ＯＶ、ＧＣ、ＨＣＣ、ＰＣ、頭頸部の扁平上皮癌、食道、胃
腸管および乳房の癌腫、および血液悪性腫瘍から選択される。より好ましい態様において
、癌はＭＥＬである。
【０１６４】
　１つの態様において、対象は、癌に対して前処置されている。例えば、患者は、標準治
療として本明細書に記載されている型の１または２またはそれ以上の以前の全身性レジメ
ンで処置されていてもよい。１つの他の態様において、癌は、進行性、再発性、転移性お
よび／または難治性癌である。好ましい態様において、同時または連続レジメン処置は、
対象における持続的な臨床反応を誘導する。好ましい態様において、対象はヒトであり、
抗－ＰＤ－１　ＡｂはヒトＰＤ－１を阻害し、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂはヒト　ＣＴＬＡ
－４を阻害する。
【０１６５】
　本願方法において使用される抗－ＰＤ－１　Ａｂは、本発明の治療用抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂのいずれかであり得る。好ましい態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、ｍＡｂであり
、これは、キメラ、ヒト化またはヒトＡｂであり得る。１つの態様において、抗－ＰＤ－
１　Ａｂは、米国特許第８，００８，４４９号において記載および特徴付けされている１
７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈｌ、５Ｃ４（ニボルマブ）、４Ａ１１、７Ｄ３または５Ｆ４のそれ
ぞれの、重鎖可変領域におけるＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３ドメインおよび軽鎖可
変領域におけるＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３ドメインを含む。さらなる態様におい
て、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４（ニボルマブ）、４Ａ１
１、７Ｄ３または５Ｆ４のそれぞれの重鎖および軽鎖可変領域を含む。さらなる態様にお
いて、抗－ＰＤ－１　Ａｂは、１７Ｄ８、２Ｄ３、４Ｈ１、５Ｃ４（ニボルマブ）、４Ａ
１１、７Ｄ３または５Ｆ４である。好ましい態様において、抗－ＰＤ－１　Ａｂはニボル
マブである。
【０１６６】
　本発明の抗－ＣＴＬＡ－４抗体は、ＣＴＬＡ－４とヒトＢ７受容体との相互作用を破壊
するように、ヒトＣＴＬＡ－４に結合する。ＣＴＬＡ－４とＢ７との相互作用がＣＴＬＡ
－４受容体を有するＴ細胞の不活性化を引き起こすシグナルを形質導入するため、該相互
作用の破壊は、効果的に、かかるＴ細胞の活性化を誘導、増大または延長し、それにより
、免疫応答を誘導、増大または延長する。抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂは、例えば、ＰＣＴ出
願公開ＷＯ００／３７５０４およびＷＯ０１／１４４２４における米国特許第６，０５１
，２２７、７，０３４，１２１号において記載されている。典型的な臨床的抗－ＣＴＬＡ
－４　Ａｂは、米国特許第６，９８４，７２０号に記載されているとおり、ヒトｍＡｂ　
１０Ｄ１（現在、イピリムマブとして知られ、ＹＥＲＶＯＹ（登録商標）として市販され
ている）である。本願の方法のいずれかの１つの局面において、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂ
はｍＡｂである。１つの他の態様において、抗－ＣＴＬＡ－４抗体はキメラ、ヒト化また
はヒト抗体である。好ましい態様において、抗－ＣＴＬＡ－４抗体はイピリムマブである
。
【０１６７】
　本出願はまた、同時レジメンにおける癌に罹患している対象を処置するための共投与さ
れる医薬の製造のための、抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂまたはその抗原結合部分と組み合わせ
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ての抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分の使用であって、抗－ＰＤ－１および抗
－ＣＴＬＡ－４　Ａｂはそれぞれ、０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲の用量で投
与され、さらに、同時レジメンは、（ｉ）少なくとも２、３または４週間に１回、または
少なくとも１月に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合
せを少なくとも２、４、６、８または１２回投与し、次に、少なくとも２、３または４週
間に１回、または少なくとも１月に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１　Ａｂを単独で少な
くとも２、４、６、８または１０回投与することを含む誘導投与スケジュール；次に（ｉ
ｉ）少なくとも８、１２または１６週間に１回、または少なくとも四半期に１回の投与頻
度で、または臨床的利益が観察される限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生
するまで、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを最大４、６、８、１０
、１２または１６回投与することを含む維持投与スケジュールを含む、使用を提供する。
本出願は、本明細書に記載されているこれらのＡｂを使用する処置の方法の全ての態様に
対応する共投与される医薬の製造のための抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの
組合せの使用を提供し、本明細書に記載されている癌のすべての範囲に広範に適用できる
。
【０１６８】
　本出願はまた、同時レジメンにおける癌に罹患している対象を処置するための抗－ＣＴ
ＬＡ－４　Ａｂまたはその抗原結合部分と組み合わせての使用のための抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂまたはその抗原結合部分であって、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂはそれ
ぞれ、０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲の用量で投与され、さらに、同時レジメ
ンは、（ｉ）少なくとも２、３または４週間に１回、または少なくとも１月に１回の投与
頻度で、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４抗体の組合せを少なくとも２、４、６、８
または１２回投与し、次に、少なくとも２、３または４週間に１回、または少なくとも１
月に１回の投与頻度で、抗－ＰＤ－１を単独で少なくとも２、４、６、８または１０回投
与することを含む誘導投与スケジュール；次に（ｉｉ）少なくとも８、１２または１６週
間に１回、または少なくとも四半期に１回の投与頻度で、または臨床的利益が観察される
限り、または管理し難い毒性または疾患進行が発生するまで、抗－ＰＤ－１および抗－Ｃ
ＴＬＡ－４抗体の組合せを最大４、６、８、１０、１２または１６回投与を含む維持投与
スケジュールを含む、抗－ＰＤ－１　Ａｂまたはその抗原結合部分を提供する。
【０１６９】
　ＰＤ－Ｌ１バイオマーカーアッセイに基づいて、同時または連続レジメンを使用する抗
－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４の組合せでの免疫療法のために適当として、患者集団
をスクリーニングする、および患者を選択するための方法、およびＡｂ組合せの有効性を
予測する方法は、このバイオマーカーが抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂでの
併用療法に適用できる程度で、抗－ＰＤ－１単剤療法に対して記載されているとおりに実
施される。
【０１７０】
　本出願は、（ａ）０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲の用量の、ＰＤ－１に特異
的に結合し、阻害するＡｂまたはその抗原結合部分；（ｂ）０．１から２０．０ｍｇ／ｋ
ｇの範囲の用量の、ＣＴＬＡ－４に特異的に結合し、阻害するＡｂまたはその抗原結合部
分；および（ｃ）同時レジメン方法のいずれかにおいて抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ
－４抗体の組合せを使用するための指示書を含む、癌に罹患している対象を処置するため
のキットをさらに提供する。１つの態様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４
　Ａｂのいくつかの用量は、同時投与のための単一の医薬製剤以内で混合される。他の態
様において、抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの用量は、薬学的に許容される
製剤においてＡｂのいずれかを有する別個の組成物として製剤化される。
【０１７１】
　本出願は、（ａ）０．１から２０．０ｍｇ／ｋｇ体重の範囲の用量の、ＰＤ－１に特異
的に結合し、阻害するＡｂまたはその抗原結合部分；および（ｂ）連続レジメン方法のい
ずれかにおいて抗－ＰＤ－１　Ａｂを使用するための指示書を含む、癌に罹患している対
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象を処置するためのキットをさらに提供する。
【０１７２】
　組合せＰＤ－１およびＣＴＬＡ－４遮断はまた、さらに、標準癌処置と組み合わせられ
得る。例えば、組合せＰＤ－１およびＣＴＬＡ－４遮断は、ＭＥＬの処置のために、化学
療法レジメンと有効に組み合わせられ得、例えば、ダカルバジンまたはＩＬ－２とのさら
なる組合せであり得る。これらの例において、化学療法薬の用量を減少させることを可能
にし得る。科学的論拠は、ＰＤ－１およびＣＴＬＡ－４遮断と化学療法との組合せ使用の
後に、多数の化学療法化合物の細胞毒性作用の結果である細胞死が、抗原提示経路におい
て腫瘍抗原の増加したレベルをもたらすはずであるということである。細胞死を介する組
合せＰＤ－１およびＣＴＬＡ－４遮断との相乗効果をもたらし得る他の組合せ治療は、放
射線療法、外科処置、またはホルモン喪失を含む。これらのプロトコールのそれぞれは、
宿主において腫瘍抗原の源を作製する。血管形成インヒビターはまた、組合せＰＤ－１お
よびＣＴＬＡ－４遮断と組み合わせられ得る。血管形成の阻害は腫瘍細胞死を引き起こし
、これは、宿主抗原提示経路に送り込まれる腫瘍抗原の源でもあり得る。
【０１７３】
抗－ＰＤ－Ｌ１抗体を使用する癌患者の免疫療法
　ＰＤ－Ｌ１は、ＰＤ－１－ポジティブ、腫瘍浸潤ＣＤ４＋およびＣＤ８＋　Ｔ細胞のそ
れぞれのサイトカイン生産および細胞溶解活性を阻害することができる固形腫瘍内で上方
調節される主なＰＤ－１リガンドである（Dongら, 2002; Hinoら, 2010; Taubeら, 2012
）。これらの特性は、ＰＤ－Ｌ１を癌免疫療法のための有望な標的とさせる。実施例に記
載されている抗－ＰＤ－Ｌ１免疫療法の臨床試験は、免疫阻害性リガンドであるＰＤ－Ｌ
１のｍＡｂ遮断が、広範な以前の治療を有する患者を含む、転移性ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、
ＲＣＣおよびＯＶを有する患者において、持続的な腫瘍退縮および長期（≧２４週）の疾
患の安定化の両方を生じることを初めて証明する。ヒト抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂであ
るＢＭＳ－９３６５５９は、グレード３－４の薬物関連ＡＥの低い（９％）発生率から明
らかであるとおり、１０ｍｇ／ｋｇ以下の用量全体で好ましい安全性プロフィールを有し
た。これらの見出したことは、ＰＤ－Ｌ１－／－マウスにおいて見られる軽度の自己免疫
性表現型（Dongら, 2004）およびＰＤ－１－／－マウスと比較して、ＣＴＬＡ－４－／－

マウスにおいて見られるより重度の過剰増殖（Phanら, 2003; Tivolら, 1995; Nishimura
ら, 1999）と一致する。患者における抗－ＰＤ－Ｌ１投与と関連する毒性の多くは免疫関
連であり、適格な効果を示唆した。特に興味ある有害事象（ＡＥＯＳＩ）の範囲および頻
度は、抗－ＰＤ－Ｌ１および抗－ＣＴＬＡ－４間で若干の差異があり、これらの経路の違
った生物学を強調する（Ribasら, 2005）。注入反応がＢＭＳ－９３６５５９で観察され
たが、それらはほとんどの患者において軽度であった。イピリムマブ処置患者において観
察される薬物関連ＡＥである重度の大腸炎は（Beckら, 2006）、抗－ＰＤ－Ｌ１でほとん
ど示されなかった。
【０１７４】
　抗－ＰＤ－１免疫療法に対して上記のとおり、抗－ＰＤ－Ｌ１治療の別の重要な特性は
、多発性腫瘍型にわたる応答の持続性である。これは、現在の試験において患者の進行し
た疾患および以前の処置を考慮して、特に顕著である。直接比較しないが、この持続性は
、これらの癌を処置するために使用されるほとんどの化学療法およびキナーゼインヒビタ
ーで観察されるものよりも、より良いようである。
【０１７５】
　末梢血Ｔ－細胞がＰＤ－Ｌ１を発現するため、薬物動力学基準としてＢＭＳ－９６３５
５９によるインビボＲＯを評価することができる。中央ＲＯは、試験された用量に対して
６５．８％、６６．２％、および７２．４％であった。これらの試験は、ＢＭＳ－９３６
５５９で処置された患者における標的関与の直接的評価および証拠を提供するが、末梢血
におけるＲＯおよび腫瘍内微小環境間の関係は、ほとんど理解されていないままである。
【０１７６】
　本明細書に記載されている臨床データに基づいて、本出願は、癌に罹患している対象の
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免疫療法のための方法であって、治療有効量の本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその
抗原結合部分を含む組成物を対象に投与することを含む方法を提供する。本出願はまた、
本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分を対象に投与することを含む、対
象における腫瘍細胞の増殖を阻害する方法を提供する。好ましい態様において、対象はヒ
トである。１つの態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分は、ＩｇＧ１またはＩｇＧ
４アイソタイプである。他の態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分は、ｍＡｂまた
はその抗原結合部分である。さらなる態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分は、キ
メラ、ヒト化またはヒトＡｂまたはその抗原結合部分である。ヒト患者を処置するための
好ましい態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分は、ヒトＡｂまたはその抗原結合部
分である。
【０１７７】
　実施例に記載されている臨床試験は、癌を処置するために、抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡ
ｂ　ＢＭＳ－９３６５５９を使用した。Ｗｈｉｌｅ　ＢＭＳ－９３６５５９（米国特許第
７，９４３，７４３号においてＨｕＭＡｂ　１２Ａ４と称される）が臨床試験に参加する
ためのリード抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂとして選択されたが、特筆すべきは、いくつかの本発
明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂが、１２Ａ４の治療活性に重要である１２Ａ４機能特性、例え
ば、ヒトＰＤ－Ｌ１に高親和性で特異的に結合すること、ＭＬＲアッセイにおいてＴ－細
胞増殖、ＩＬ－２分泌およびインターフェロン－γ生産を増加させること、ＰＤ－１への
ＰＤ－Ｌ１の結合を阻害すること、およびＴ細胞エフェクター細胞および／または樹状細
胞に対するＴ調節性細胞の抑制効果を逆転することを共有することである。さらに、本発
明の特定の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、すなわち１Ｂ１２、７Ｈ１および１２Ｂ７は、それぞ
れＶＨ１－６９およびＶκＬ６生殖細胞系列配列に由来の配列を有するＶＨおよびＶκ領
域を含む１２Ａ４と構造的に関連する。加えて、少なくとも１２Ｂ７、３Ｇ１０、１Ｂ１
２および１３Ｇ４は、ｈＰＤ－Ｌ１の同じエピトープ領域への結合に対して１２Ａ４と交
差競合するが、５Ｆ８および１０Ａ５は、１２Ａ４と同じまたは１２Ａ４と重複するエピ
トープ領域に結合し得る（実施例２および３）。したがって、１２Ａ４および他の抗－Ｐ
Ｄ－Ｌ１　ＨｕＭａｂの前臨床特性化は、本明細書において提供される癌を処置する方法
が本発明の広範な属の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂのいずれかを使用して実施され得ることを示
す。
【０１７８】
　したがって、本出願は、（ａ）ヒトＶＨ１－１８生殖細胞系列配列由来の配列を有する
連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系列配列
由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｂ）ヒトＶＨ１
－６９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変
領域、およびヒトＶκＬ６生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミ
ノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｃ）ヒトＶＨ１－３生殖細胞系列配列由来の配列を有する連
続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖細胞系列配列
由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｄ）ヒトＶＨ１
－６９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変
領域、およびヒトＶκＡ２７生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含む軽鎖可変領域；（ｅ）ヒトＶＨ３－９生殖細胞系列配列由来の配列を有する
連続的に連結されたアミノ酸を含む重鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１５生殖細胞系列配
列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域；または（ｆ）ヒ
トＶＨ３－９生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む重
鎖可変領域、およびヒトＶκＬ１８生殖細胞系列配列由来の配列を有する連続的に連結さ
れたアミノ酸を含む軽鎖可変領域を含む抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分を
患者に投与することを含む免疫療法方法を提供する。
【０１７９】
　１つの態様において、患者に投与される抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分
は、ＰＤ－Ｌ１への結合に対して、（ａ）配列番号：１５に記載されている配列を有する
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連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２５に記載されて
いる配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｂ）配列番号
：１６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領
域および配列番号：２６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含
むヒト軽鎖可変領域；（ｃ）配列番号：１７に記載されている配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２７に記載されている配列を有
する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配列番号：１８に記載
されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列
番号：２８に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可
変領域；（ｅ）配列番号：１９に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２９に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：２０に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３０に
記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｇ
）配列番号：２１に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト
重鎖可変領域および配列番号：３１に記載されている配列を有する連続的に連結されたア
ミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｈ）配列番号：２２に記載されている配列を有する連
続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３２に記載されてい
る配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｉ）配列番号：
２３に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域
および配列番号：３３に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む
ヒト軽鎖可変領域；または（ｊ）配列番号：２４に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３４に記載されている配列
を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む参照Ａｂまたはその
参照抗原結合部分と交差競合する。好ましい態様において、Ａｂまたはその抗原結合部分
は、ＰＤ－１への結合に対して、配列番号：１６に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２６に記載されている配列
を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む参照Ａｂまたはその
参照抗原結合部分と交差競合する。
【０１８０】
　本明細書に記載されている免疫療法方法の１つの好ましい態様において、対象に投与さ
れる抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分は、（ａ）配列番号：１５に記載され
ている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号
：２５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領
域；（ｂ）配列番号：１６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２６に記載されている配列を有する連続的に連結
されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｃ）配列番号：１７に記載されている配列を
有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２７に記載
されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｄ）配
列番号：１８に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖
可変領域および配列番号：２８に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ
酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｅ）配列番号：１９に記載されている配列を有する連続的
に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：２９に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｆ）配列番号：２０
に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域およ
び配列番号：３０に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト
軽鎖可変領域；（ｇ）配列番号：２１に記載されている配列を有する連続的に連結された
アミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３１に記載されている配列を有する連
続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；（ｈ）配列番号：２２に記載されて
いる配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：
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３２に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域
；（ｉ）配列番号：２３に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含
むヒト重鎖可変領域および配列番号：３３に記載されている配列を有する連続的に連結さ
れたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域；または（ｊ）配列番号：２４に記載されている配
列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域および配列番号：３４に
記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト軽鎖可変領域を含む
。より好ましい態様において、抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたは抗原結合部分は、配列番号：
１６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含むヒト重鎖可変領域
および配列番号：２６に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を含む
ヒト軽鎖可変領域を含む。
【０１８１】
抗－ＰＤ－Ｌ１免疫療法により治療可能な広範囲の癌
　ＮＳＣＬＣが免疫ベースの治療に対して乏しい応答すると考えられているため、進行性
ＮＳＣＬＣを有する患者における抗－ＰＤ－Ｌ１の臨床活性は、これらの患者における抗
－ＰＤ－１の活性と同様に、驚くべきものであり、予期し得ないものであった（Holt and
 Disis, 2008; Holtら, 2011）。本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　ＡｂであるＢＭＳ－９３６５
５９で得られる本臨床データは、ＰＤ－１遮断に基づく免疫療法が、「免疫原性」腫瘍型
、例えば、ＭＥＬおよびＲＣＣに適用できるだけでなく、一般的に応答すると考慮されな
い処置難治性転移性ＮＳＣＬＣを含む広範囲の癌で有効でもあるという、抗－ＰＤ－１　
Ａｂを使用して得られる証拠を立証および拡張する。本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを使
用して処置され得る好ましい癌は、ＭＥＬ（例えば、転移性悪性黒色腫）、ＲＣＣ、扁平
上皮ＮＳＣＬＣ、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、ＣＲＣ、卵巣癌（ＯＶ）、胃癌（ＧＣ）、乳癌
（ＢＣ）、膵臓癌腫（ＰＣ）および食道の癌腫を含む。さらに、本発明は、増殖が本発明
の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを使用して阻害され得る難治性または再発性悪性腫瘍を含む。
【０１８２】
　したがって、本明細書において提供される抗－ＰＤ－Ｌ１免疫療法の非常に広範な適用
性による適応に基づいて、本発明の方法において抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを使用して処置さ
れ得る癌の例は、骨癌、皮膚癌、頭頸部の癌、乳癌、肺癌、皮膚または眼内悪性黒色腫、
腎臓癌、子宮癌、去勢抵抗性前立腺癌、大腸癌、経直腸癌、肛門領域の癌、胃癌、精巣癌
、子宮癌、卵管の癌腫、子宮内膜の癌腫、頸部の癌腫、膣の癌腫、外陰の癌腫、卵巣の癌
腫、胃腸管および乳房、ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、食道の癌、小腸の癌、内分泌
系の癌、甲状腺の癌、副甲状腺の癌、副腎の癌、軟組織の肉腫、尿道の癌、陰茎の癌、急
性骨髄性白血病を含む慢性または急性白血病、慢性骨髄性白血病、急性リンパ芽球性白血
病、慢性リンパ性白血病、小児固形腫瘍、リンパ球性リンパ腫、膀胱の癌、腎臓または尿
管の癌、腎盂の癌腫、中枢神経系（ＣＮＳ）の新生物、原発性ＣＮＳリンパ腫、腫瘍の血
管形成、脊髄の軸の腫瘍、脳幹神経膠腫、下垂体腺腫、カポジ肉腫、類表皮癌、扁平上皮
癌、Ｔ細胞リンパ腫、多発性骨髄腫、アスベストにより誘発される癌を含む環境誘発の癌
、転移性癌、および上記癌の任意の組合せを含む。本発明はまた、転移性癌の処置に適用
できる。
【０１８３】
抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂとの併用療法
　所望により、ＰＤ－Ｌ１に対するＡｂは、免疫原、例えば、癌性細胞の調製物、精製さ
れた腫瘍抗原（組換えタンパク質、ペプチド、および炭水化物分子を含む）、抗原提示細
胞、例えば、腫瘍関連抗原を有する樹状細胞、および免疫刺激サイトカインをコードする
遺伝子でトランスフェクトされた細胞（Heら, 2004）と組み合わせられ得る。使用するこ
とができる腫瘍ワクチンの非限定的な例は、黒色腫抗原のペプチド、例えば、ｇｐ１００
のペプチド、ＭＡＧＥ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を発現するようにトランスフェクトされた腫瘍細胞を含む。
ＰＤ－Ｌ１遮断はまた、化学療法レジメン、放射線療法、外科処置、ホルモン喪失および
血管形成インヒビターを含む標準癌処置、ならびに別の免疫治療Ａｂ（例えば、抗－ＰＤ
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－１、抗－ＣＴＬＡ－４または抗－ＬＡＧ－３　Ａｂ）と有効に組み合わせられ得る。
【０１８４】
抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの使用
　本出願は、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を阻害し、それにより癌に罹
患している対象における内因性免疫応答を増強するための医薬の製造のための本発明の任
意の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分の使用を提供する。本出願はまた、Ｐ
Ｄ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊することを含む、癌に罹患している対象の免
疫療法のための医薬の製造のための、本発明の任意の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗
原結合部分の使用を提供する。本出願は、本明細書に記載されている抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂを使用する処置の方法の全ての態様に対応する本発明の任意の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂま
たはその抗原結合部分の医学的使用を提供する。
【０１８５】
　本出願はまた、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路からのシグナル伝達を阻害することにより、
癌に罹患している対象における内因性免疫応答を増強することを含む、癌に罹患している
対象を処置することにおける使用のための、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはその抗
原結合部分を提供する。本出願は、ＰＤ－１およびＰＤ－Ｌ１間の相互作用を破壊するこ
とを含む、癌に罹患している対象の免疫療法における使用のための、本発明の抗－ＰＤ－
Ｌ１　Ａｂまたはその抗原結合部分をさらに提供する。これらのＡｂは、本明細書に記載
されている癌のすべての範囲に対する内因性免疫応答を増強することにおいて、または本
明細書に記載されている癌のすべての範囲の免疫療法において使用され得る。好ましい態
様において、癌は、ＭＥＬ（例えば、転移性悪性ＭＥＬ）、ＲＣＣ、扁平上皮ＮＳＣＬＣ
、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、ＣＲＣ、卵巣癌（ＯＶ）、胃癌（ＧＣ）、乳癌（ＢＣ）、膵臓
癌腫（ＰＣ）および食道の癌腫を含む。
【０１８６】
免疫チェックポイント遮断による癌免疫療法の検証
　免疫チェックポイント遮断の臨床活性の重大な影響は、腫瘍抗原に対する有意な内因性
免疫応答が生じ、これらの応答がチェックポイント阻害時に臨床的腫瘍退縮を介在するよ
うに治療的に利用され得ることである。実際に、阻害性リガンド、例えば、ＰＤ－Ｌ１が
、免疫攻撃に応答して誘導される、適応耐性と称されるメカニズムの証拠が存在する（Ga
jewskiら, 2010; Taubeら, 2012）。腫瘍による免疫耐性のこの起こり得るメカニズムは
、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１－指向治療が、内因性抗腫瘍免疫を増大する他の処置と相乗効果
を与え得ることを示唆する。追跡試験は、患者がＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路遮断の中止後
に腫瘍コントロールを示し続けるということが立証されている（Lipsonら, 2013）。この
ような腫瘍コントロールは、持続的抗腫瘍免疫応答および腫瘍増殖の持続的コントロール
を可能にする有効な免疫記憶の産生に反映され得る。
【０１８７】
　免疫調節受容体であるＰＤ－１をブロックするＡｂ、およびその同族リガンドの１つで
あるＰＤ－Ｌ１をブロックするＡｂの臨床試験における本明細書に記載されているデータ
は、前例がない。これらのデータは、ＰＤ－１経路－指向癌免疫療法での今までの最大の
臨床経験、および抗－ＰＤ－Ｌ１－指向剤の安全性、耐容性、および最初の臨床活性を具
体的に記載する最初の報告を構成する。これらの見出したことは、抗－ＰＤ－１および抗
－ＰＤ－Ｌ１の両方が、好ましい全体的安全性プロフィールを有し、ＮＳＣＬＣ、免疫療
法に対して応答すると歴史的に考えられていない腫瘍、ならびに、ＭＥＬ、ＲＣＣおよび
ＯＶを含む免疫療法に応答することが知られている腫瘍を含む種々の癌にわたって、臨床
活性の明確な証拠を提供することを示す。したがって、これらのデータは、癌における治
療的介入のための重要な標的として、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路を強く立証する。
【０１８８】
　今までに分析された腫瘍型中で抗－ＰＤ－１および抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂで観察され
た臨床活性のパターン間で観察された顕著な類似性は、腫瘍免疫耐性における、および治
療的介入のための標的としての、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経路の一般的な重要
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性を立証する。これらの２つのＡｂによりブロックされる分子間相互作用は同一ではない
が、メカニズムの詳細にかかわりなく、抗－ＰＤ－１および本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂの両方が、多種多様の癌に罹患している患者を処置することにおいて有用であることが
本明細書において明確に証明されている。
【０１８９】
感染症
　本発明の他の方法は、特定の毒素または病原体に暴露されている患者を処置するために
使用される。例えば、本出願の別の局面は、対象が感染病に対して処置されるように、本
発明の抗－ＰＤ１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、またはその抗原結合部分を対象に投与す
ることを含む、対象における感染病を処置する方法を提供する。好ましくは、Ａｂは、ヒ
ト抗－ヒトＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１　Ａｂ（例えば、本明細書に記載されている任意の
ヒトＡｂ）である。あるいは、Ａｂは、キメラまたはヒト化Ａｂである。
【０１９０】
　上記のとおり腫瘍への適用と同様に、Ａｂ介在ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１遮断は、病原
体、毒素、および／または自己抗原に対する免疫応答を増強するために、単独、またはア
ジュバントとしてワクチンと組み合わせて、使用することができる。この治療アプローチ
が特に有用であり得る病原体の例は、現在、有効なワクチンが存在しない病原体、または
慣用のワクチンが完全には有効でない病原体を含む。これらは、ＨＩＶ、肝炎（Ａ、Ｂ、
およびＣ）、インフルエンザ、ヘルペス、ジアルジア、マラリア、リーシュマニア、黄色
ブドウ球菌、緑膿菌を含むが、これらに限定されない。ＰＤ－１および／またはＰＤ－Ｌ
１遮断は、感染の間に変化した抗原を示す薬剤により確立された感染、例えばＨＩＶに対
して特に有用である。これらの抗原上の新規エピトープは、抗－ヒトＰＤ－１またはＰＤ
－Ｌ１投与時に外来物として認識され、したがって、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１経路を介する
ネガティブシグナルにより抑えられない強いＴ細胞応答を誘導する。
【０１９１】
　上記方法において、ＰＤ－１またはＰＤ－Ｌ１遮断は、免疫療法の他の形態、例えば、
サイトカイン処置（例えば、インターフェロン、ＧＭ－ＣＳＦ、Ｇ－ＣＳＦまたはＩＬ－
２の投与）と組み合わせることができる。
【０１９２】
キット
　治療的使用のための、本発明の抗－ＰＤ－１および／または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、ｏ
ｒ　抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４　Ａｂの組合せを含む医薬キット、および免疫
療法のために、または免疫療法剤の有効性を予測するために患者をスクリーニングするた
めのバイオマーカーとして、膜のＰＤ－Ｌ１発現をアッセイするための本発明の抗－ＰＤ
－Ｌ１　Ａｂを含む診断キットを含むキットもまた、本発明の範囲内である。キットは、
一般的に、キットの内容物の意図される使用を支持するラベルおよび使用のための指示書
を含む。ラベルなる用語は、あらゆる文書、またはキット上またはキットと共に提供され
る記載物質、またはキットに付されている他のものを含む。医薬キットの１つの態様にお
いて、抗ＰＤ１および／または抗ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、単位投与形態において他の治療剤
と共にパッケージされ得る。診断キットの１つの態様において、抗ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、
ＰＤ－Ｌ１発現を検出および／または定量するためのアッセイを行うための他の試薬と共
にパッケージされ得る。
【０１９３】
　１つの好ましい態様において、医薬キットは、抗－ヒトＰＤ－１　ＨｕＭＡｂであるニ
ボルマブを含む。他の好ましい態様において、医薬キットは、抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　Ｈｕ
ＭＡｂであるＢＭＳ－９３６５５９を含む。さらに他の好ましい態様において、医薬キッ
トは、抗－ヒトＣＴＬＡ－４　ＨｕＭＡｂであるイピリムマブを含む。１つの好ましい態
様において、診断キットは、アミノ酸配列が配列番号３５および３６にそれぞれ記載され
ているＶＨおよびＶκ領域を含むウサギ抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ、２８－８を含む。
他の好ましい態様において、診断キットは、マウス抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂである５
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Ｈ１を含む（Dongら, 2002）。
【０１９４】
抗－ＰＤ－１有効性を予測するためのＰＤ－Ｌ１バイオマーカー
　癌免疫療法における特定の挑戦は、患者選択および処置管理上の指針を可能にするメカ
ニズムに基づく予測バイオマーカーの同定である。以下の実施例に記載されているデータ
は、腫瘍における細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現が、抗－ＰＤ－１および可能性のある他の免疫
チェックポイントインヒビターでの免疫療法の有効性を予測するための、または該免疫療
法に対して患者を選択するための有用な分子マーカーであることを示す。
【０１９５】
　腫瘍において発現されるＰＤ－Ｌ１の臨床的意義についての文献において矛盾した報告
がある。いくつかの試験は、腫瘍におけるＰＤ－Ｌ１発現が患者に対する予後不良と相関
することを結論づけている。例えば、Hinoら (2010)（ＭＥＬ）；Hamanishiら (2007)（
ＯＶ）；Thompsonら (2006)（ＲＣＣ）参照。これらの見出したことは、腫瘍細胞上のＰ
Ｄ－Ｌ１およびＴ細胞上のＰＤ－１の相互作用が腫瘍に対する免疫応答を破棄する手助け
をし、腫瘍特異的Ｔ細胞からの免疫回避を引き起こすことに基づいて、合理的に説明され
得る（Blankら, 2005）。しかしながら、前記試験と対照的に、Gadiotら. (2011)およびT
aubeら (2012)は、最近、黒色腫腫瘍におけるＰＤ－Ｌ１発現がより良い生存の傾向と相
関することを報告している。これらの表面的には矛盾するデータは、比較的少ない分析さ
れた患者、異なる試験された組織学的サブタイプ、または異なる使用された方法論、例え
ば、ＰＤ－Ｌ１を染色するための異なるＡｂの使用、ＩＨＣに対する凍結　対　パラフィ
ン包埋物質の使用、およびＰＤ－Ｌ１の膜および／または細胞質の染色の検出を反映し得
る。Taubeら (2012)は、ＰＤ－Ｌ１がＩ型膜貫通分子であることを記載しており、ＰＤ－
Ｌ１の細胞質存在が、適当な刺激時に細胞表面に配置され得るこのポリペプチドの細胞内
貯蔵を示し得るが、それがＰＤ－１遮断に対する臨床反応を予測するための可能性のある
バイオマーカーとして生物学的に関連する細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現であると仮説を立てて
いる。わずか９人の患者の小さいサンプルサイズにおいて得られた、膜のＰＤ－Ｌ１発現
および抗－ＰＤ－１有効性間の相関関係の予備的証拠を記載している、Brahmerら (2010)
も参照。大規模のサンプルの分析から得られた、抗－ＰＤ－１有効性のためのバイオマー
カーとしての膜のＰＤ－Ｌ１発現の使用における以下の実施例に記載されているデータは
、ＰＤ－Ｌ１発現が、抗－ＰＤ－１臨床反応を予測するための、および抗－ＰＤ－１　Ａ
ｂでの免疫療法に対して適当な候補を同定するために患者をスクリーニングするためのバ
イオマーカーとして使用され得る仮説を立証する。抗－ＰＤ－１免疫療法のために患者を
スクリーニングするための、または抗－ＰＤ－１免疫療法に対する臨床反応を予測するた
めのこのバイオマーカーの有用性が証明されたが、ＰＤ－Ｌ１発現はまた、阻害性免疫レ
ギュレーターのインヒビターの他の型のための併用バイオマーカーとして、より広範に潜
在的に適用され得る。
【０１９６】
　具体的には、膜のＰＤ－Ｌ１発現は、自動ＩＨＣプロトコールおよびウサギ抗－ｈＰＤ
－Ｌ１　Ａｂを使用してアッセイされた。著しく、分析されたデータの最初のセットにお
いて（実施例８参照）、細胞表面ＰＤ－Ｌ１－ネガティブ腫瘍（ＭＥＬ、ＮＳＣＬＣ、Ｃ
ＲＣ、ＲＣＣおよびＣＲＰＣ）を有する患者は、抗－ＰＤ－１　Ａｂであるニボルマブで
の処置後にＯＲを経験しなかった。対照的に、前処置生検における腫瘍細胞上のＰＤ－Ｌ
１の細胞表面発現は、ニボルマブで処置された患者中でＯＲの増加した比率と関連し得る
。ＰＤ－Ｌ１の腫瘍細胞発現が構成的発癌経路により駆動され得るが、それは、ＰＤ－１
／ＰＤ－Ｌ１経路の遮断により解放されない限り維持され得る、宿主炎症応答の一部であ
る内因性抗腫瘍免疫応答に応答して「適応免疫耐性」に反映され得る（Taubeら, 2012）
。癌免疫学における適応免疫耐性のこの新しい概念は、阻害性リガンド、例えば、ＰＤ－
Ｌ１が、免疫攻撃に応答して誘導されることを示唆する（Gajewskiら, 2010; Taubeら, 2
012）。本明細書に記載されている免疫チェックポイント遮断の臨床活性の重大な影響は
、腫瘍抗原に対する有意な内因性免疫応答が生じ、これらの応答がチェックポイント阻害
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時に臨床的腫瘍退縮を介在するように治療的に利用され得ることである。腫瘍による免疫
耐性のこの起こり得るメカニズムは、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１－指向治療が、内因性抗腫瘍
免疫を増大する他の処置と相乗効果を与え得ることを示唆する。
【０１９７】
自動ＩＨＣによる細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現のアッセイ
　実施例に記載されているとおり、自動ＩＨＣ方法は、ＦＦＰＥ組織標本において細胞の
表面上のＰＤ－Ｌ１の発現をアッセイするために開発された。本出願は、試験組織サンプ
ルにおいてヒトＰＤ－Ｌ１抗原の存在を検出する、またはヒトＰＤ－Ｌ１抗原のレベルま
たは抗原を発現するサンプルにおける細胞の割合を定量するための方法であって、Ａｂま
たはその部分およびヒトＰＤ－Ｌ１間の複合体の形成を可能にする条件下で、試験サンプ
ルおよびネガティブコントロールサンプルを、ヒトＰＤ－Ｌ１に特異的に結合するｍＡｂ
と接触させることを含む、方法を提供する。好ましくは、試験およびコントロール組織サ
ンプルはＦＦＰＥサンプルである。次に、複合体の形成が検出され、試験サンプルおよび
ネガティブコントロールサンプル間の複合体形成における差異は、サンプルにおけるヒト
ＰＤ－Ｌ１抗原の存在を示す。種々の方法が、ＰＤ－Ｌ１発現を定量するために使用され
る。
【０１９８】
　特定の態様において、自動ＩＨＣ方法は、（ａ）自動染色器においてマウントされた組
織切片を脱パラフィン化すること、および再水和すること；（ｂ）１０分間１１０℃に加
熱される抗原賦活化装置(decloaking chamber)およびｐＨ６バッファーを使用して抗原を
賦活化すること(retrieving)；（ｃ）自動染色器上に試薬をセットすること；および（ｄ
）組織標本において内因性ペルオキシダーゼを中和する工程を含むように、自動染色器を
動かすこと；スライド上の非特異的タンパク質結合部位をブロックすること；一次Ａｂと
スライドをインキュベートすること；二次(post-primary)遮断薬とインキュベートするこ
と；ＮｏｖｏＬｉｎｋ　Ｐｏｌｙｍｅｒとインキュベートすること；クロモゲン基質を加
え、発色させること；およびヘマトキシリンで対比染色することを含む。
【０１９９】
　腫瘍組織サンプルにおけるＰＤ－Ｌ１発現を評価するために、病理学者は、顕微鏡下で
それぞれの地域において膜ＰＤ－Ｌ１＋腫瘍細胞の数を観察し、ポジティブである細胞の
パーセントを心の中で(mentally)概算し、次に、それらを平均し、最終パーセンテージと
なる。様々な染色強度は、０／ネガティブ、１＋／弱い、２＋／中程度、および３＋／強
いとして定義される。一般的に、パーセンテージ値は、最初に、０および３＋バケット(b
ucket)に割り当てられ、次に、中間の１＋および２＋強度が考慮される。非常に異種の組
織において、標本はゾーンに分類され、それぞれのゾーンは別々にスコア化され、次に、
パーセンテージ値の単一セットに組み合わせられる。種々の染色強度に対するネガティブ
およびポジティブ細胞のパーセンテージを、それぞれのエリアから決定し、中央値をそれ
ぞれのゾーンに与える。最終パーセンテージ値が、それぞれの染色強度カテゴリー：ネガ
ティブ、１＋、２＋、および３＋に対して組織に与えられる。全ての染色強度の合計は１
００％である必要がある。
【０２００】
　染色はまた、腫瘍浸潤炎症性細胞、例えば、マクロファージおよびリンパ球において評
価される。ほとんどの場合、染色が大部分のマクロファージにおいて観察されるため、マ
クロファージは、内部ポジティブコントロールとして役割を果たす。３＋強度で染色する
必要はないが、マクロファージの染色の非存在は、何らかの技術な失敗を排除することを
考慮すべきである。マクロファージおよびリンパ球は、細胞膜染色を評価し、それぞれの
細胞カテゴリーに対してポジティブまたはネガティブとして全てのサンプルについて記録
されるのみである。染色はまた、外部／内部腫瘍免疫細胞指定にしたがって特徴付けられ
る。「内部」は、腫瘍細胞中に物理的に挿入されることなく、免疫細胞が腫瘍組織内で、
および／または腫瘍領域の境界上であることを意味する。「外部」は、腫瘍と物理的関連
なしであることを意味し、免疫細胞は結合または何らかの関連隣接組織と関連する周辺に
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おいて見られる。
【０２０１】
　これらのスコア化方法の１つの態様において、サンプルは、独立して操作する２人の病
理学者によりスコア化され、次にスコアは統合される。１つの他の態様において、ポジテ
ィブおよびネガティブ細胞の同定は、適当なソフトウェアを使用してスコア化される。
【０２０２】
　ヒストスコアは、ＩＨＣデータのさらなる定量的尺度として使用される。ヒストスコア
は以下のとおりに計算される：
ヒストスコア＝［（％腫瘍ｘ１（低い強度））＋（％腫瘍ｘ２（中程度の強度））＋（％
腫瘍ｘ３（高い強度）］
【０２０３】
　ヒストスコアを決定するために、病理学者は、標本内のそれぞれの強度カテゴリーにお
ける染色細胞のパーセントを概算する。多数のバイオマーカーの発現が異種であるため、
ヒストスコアは、全発現のより正確な表示である。最終ヒストスコア範囲は、０（発現な
し）から３００（最大発現）である。
【０２０４】
　試験組織サンプルＩＨＣにおいてＰＤ－Ｌ１発現を定量する代替手段は、炎症の密度を
腫瘍浸潤炎症性細胞によるＰＤ－Ｌ１発現パーセントと乗じることとして定義される調整
された炎症スコア（ＡＩＳ）を決定することである（Taubeら, 2012）。
【０２０５】
患者選択工程を含む抗－ＰＤ－１での癌免疫療法
　本出願はまた、（ａ）（ｉ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織
サンプルを提供すること、ここで、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性
細胞を含む、（ｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割
合を評価すること、および（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発
現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベルを超えるという評価に基づいて、適
当な候補として対象を選択することを含む免疫療法、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂの投与
のための適当な候補である対象を選択すること；および（ｂ）阻害性免疫レギュレーター
からのシグナル伝達を阻害する治療有効量の薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂを含む組
成物を、選択された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の免疫療法のため
の方法を提供する。
【０２０６】
　膜のＰＤ－Ｌ１発現が宿主炎症応答の一部である内因性抗腫瘍免疫応答に対する代替で
ある証拠がある（Gajewskiら, 2010; Taubeら, 2012）。したがって、腫瘍内微小環境に
おいて腫瘍および／または炎症性細胞におけるＰＤ－Ｌ１の細胞表面発現は、抗－ＰＤ－
１　Ａｂでの処置のみならず、また、抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂでの処置ならびにＰＤ－１／
ＰＤ－Ｌ１経路以外の阻害性免疫調節経路を標的とする処置に対しても利益を得るであろ
う癌患者を選択するためのマーカーであり得る。例えば、腫瘍および／または腫瘍浸潤炎
症性細胞におけるＰＤ－Ｌ１の細胞表面発現は、免疫チェックポイント、例えば、ＰＤ－
Ｌ１、細胞毒性Ｔ－リンパ球抗原－４（ＣＴＬＡ－４）、ＢおよびＴリンパ球アテニュエ
ーター（ＢＴＬＡ）、Ｔ細胞免疫グロブリンおよびムチンドメイン－３（ＴＩＭ－３）、
リンパ球活性化遺伝子－３（ＬＡＧ－３）、キラー免疫グロブリン様受容体（ＫＩＲ）、
キラー細胞レクチン様受容体Ｇ１（ＫＬＲＧ－１）、ナチュラルキラー細胞受容体２Ｂ４
（ＣＤ２４４）、およびＣＤ１６０からのシグナル伝達を標的とし、破壊または阻害する
薬剤、例えばＡｂでの免疫療法から利益を得るであろう適当な癌患者を同定または選択す
るためのマーカーとして使用され得る（Pardoll, 2012; Baitschら, 2012）。１つの好ま
しい態様において、阻害性免疫レギュレーターは、ＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１シグナル伝達経
路の構成要素である。他の好ましい態様において、阻害性免疫レギュレーターは、本発明
の抗－ＰＤ－１　Ａｂである。さらに他の好ましい態様において、阻害性免疫レギュレー
ターは、本発明の抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂである。
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【０２０７】
　ＰＤ－Ｌ１発現をアッセイする、すなわち、ＰＤ－Ｌ１発現バイオマーカーを使用する
ことを含む任意の免疫療法方法が、抗－ＰＤ－１免疫療法に適当であるか、または適当で
ない患者の選択を含むときの、または免疫治療目的のために抗－ＰＤ－１　Ａｂの投与を
含むときの以下に記載される場合、これらの方法が、阻害性免疫レギュレーター（例えば
、ＣＴＬＡ－４、ＢＴＬＡ、ＴＩＭ３、ＬＡＧ３またはＫＩＲ）またはその構成要素また
はリガンドのインヒビターの投与での免疫療法または該投与に適当であるか、または適当
でない患者の選択にさらに広範に使用すると理解されるべきである。さらに、試験組織サ
ンプルにおけるＰＤ－Ｌ１発現の測定を含む任意の方法において、患者から得られる試験
組織サンプルの提供を含む工程が任意の工程であると理解されるべきである。すなわち、
１つの態様において、方法はこの工程を含み、他の態様において、この工程は方法に含ま
れない。１つの好ましい態様において、試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を
発現する細胞の数または割合を同定または決定するための「評価する」工程は、ＰＤ－Ｌ
１発現に対してアッセイする変革(transformative)方法により、例えば、逆転写酵素－ポ
リメラーゼ連鎖反応（ＲＴ－ＰＣＲ）アッセイまたはＩＨＣアッセイを実施することによ
り行われることを理解されるべきである。１つの他の態様において、変革工程を含まず、
ＰＤ－Ｌ１発現は、例えば、研究室からの試験結果のレポートを確認することにより評価
される。１つの態様において、ＰＤ－Ｌ１発現を評価する方法またはＰＤ－Ｌ１発現を評
価することを含む方法の工程は、免疫療法のための適当な候補を選択すること、および／
または免疫療法剤を患者に投与することにおける使用のための医師または他の医者に提供
され得る中間結果を提供する。１つの態様において、中間結果を提供する工程は、医師ま
たは医師の指導の下に行動する人により行われ得る。他の態様において、これらの工程は
、独立した研究室により、または、独立した人、例えば、実験助手により行われる。
【０２０８】
　本出願はまた、（ａ）（ｉ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織
サンプルを提供すること、ここで、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性
細胞を含む；（ｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割
合を評価すること；および（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発
現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満であるという評価に基づいて、
阻害性免疫レギュレーターのインヒビター、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂでの免疫療法に
適当でないとして対象を選択すること、を含む阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤
、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ免疫療法での処置に適当でない対象を選択すること；およ
び（ｂ）阻害性免疫レギュレーターのインヒビター、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ以外の
標準治療用治療薬を選択された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の処置
のための方法を提供する。
【０２０９】
ＰＤ－Ｌ１発現の測定
　本願の方法のいずれかの１つの態様において、ＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合は、Ｐ
Ｄ－Ｌ１　ＲＮＡの存在を決定するためのアッセイを実施することによって評価される。
さらなる態様において、ＰＤ－Ｌ１　ＲＮＡの存在は、ＲＴ－ＰＣＲ、インサイチュハイ
ブリダイゼーションまたはＲＮａｓｅ保護により決定される。他の態様において、ＰＤ－
Ｌ１を発現する細胞の割合は、ＰＤ－Ｌ１ポリペプチドの存在を決定するためのアッセイ
を実施することによって評価される。さらなる態様において、ＰＤ－Ｌ１ポリペプチドの
存在は、免疫組織化学（ＩＨＣ）、酵素免疫吸着法アッセイ（ＥＬＩＳＡ）、インビボイ
メージング、またはフローサイトメトリーにより決定される。好ましい態様において、Ｐ
Ｄ－Ｌ１発現は、ＩＨＣによりアッセイされる。フローサイトメトリーは、血液学腫瘍の
細胞におけるＰＤ－Ｌ１発現をアッセイするために特に適当であり得る。全てのこれらの
方法の好ましい態様において、ＰＤ－Ｌ１の細胞表面発現は、例えば、ＩＨＣまたはイン
ビボイメージングを使用してアッセイされる。
【０２１０】
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　イメージング技術は、癌研究および処置における重要なツールを提供している。分子イ
メージングシステム、例えば、ポジトロン放出断層撮影（ＰＥＴ）、単光子放射コンピュ
ータートモグラフィー（ＳＰＥＣＴ）、蛍光反射イメージング(fluorescence reflectanc
e imaging)（ＦＲＩ）、蛍光介在トモグラフィー(fluorescence-mediated tomography)（
ＦＭＴ）、生物発光イメージング（ＢＬＩ）、レーザー走査共焦点顕微鏡（ＬＳＣＭ）お
よび多光子顕微鏡（ＭＰＭ）における最近の開発は、癌研究におけるこれらの技術のさら
により良い使用の先駆けとなるであろう。いくつかのこれらの分子イメージングシステム
は、臨床医が、腫瘍が体内にある場合に見ることだけでなく、治療薬に対する腫瘍動態お
よび／または応答性に影響する特定の分子、細胞、および生物学的プロセスの発現および
活性を視覚化することもまた可能にする（Condeelis and Weissleder, 2010）。ＰＥＴの
感度および解像度に加えて、Ａｂ特異性は、組織サンプルにおける抗原の発現をモニタリ
ングおよびアッセイするために、免疫ＰＥＴイメージングを特に魅力的にさせる（McCabe
 and Wu, 2010; Olafsenら, 2010）。本願の方法のいずれかの１つの態様において、ＰＤ
－Ｌ１発現は免疫ＰＥＴイメージングによりアッセイされる。
【０２１１】
　本願の方法のいずれかの１つの態様において、ＰＤ－Ｌ１を発現する試験組織サンプル
における細胞の割合は、試験組織サンプルにおける細胞の表面上のＰＤ－Ｌ１ポリペプチ
ドの存在を決定するためのアッセイを実施することによって評価される。１つの態様にお
いて、試験組織サンプルは、ＦＦＰＥ組織サンプルである。１つの好ましい態様において
、ＰＤ－Ｌ１ポリペプチドの存在は、ＩＨＣアッセイにより決定される。さらなる態様に
おいて、ＩＨＣアッセイは、自動プロセスを使用して実施される。さらなる態様において
、ＩＨＣアッセイは、ＰＤ－Ｌ１ポリペプチドに結合する抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂを使用
して実施される。
【０２１２】
ＦＦＰＥ組織において細胞表面に発現されるＰＤ－Ｌ１に特異的に結合するＡｂ
　Ａｂは、新鮮な組織において抗原に結合し得るが、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて抗原
を完全に認識できない。当分野でよく知られているこの現象は、主に、Ａｂにより認識さ
れるエピトープを変化するホルマリン固定により誘導されるポリペプチドの分子内および
分子間架橋によると考えられている（Sompuramら, 2006）。加えて、ＦＦＰＥ組織におけ
る染色に影響することが知られているいくつかの因子、例えば、固定に対する可変時間、
不十分な固定期間、使用される固定剤の差異、組織処理、Ａｂクローンおよび希釈、抗原
回復、検出システム、および異なる閾値点を使用する結果の解釈は、組織抗原性およびＩ
ＨＣ測定に作用し得る重要な変数である（Bordeauxら, 2010）。特に、ＦＦＰＥ標本にお
いてＰＤ－Ｌ１を染色する抗－ヒト　ＰＤ－Ｌ１　Ａｂの欠如が、当分野において気付か
れている（Hamanishiら, 2007）。Taubeら (2012)およびGadiotら (2011)はまた、ＦＦＰ
Ｅ組織においてＰＤ－Ｌ１に特異的に結合する抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂを同定することにお
ける困難性、および同じＡｂに対する矛盾した試験結果を報告している。５つの市販され
ている抗－ｈＰＤ－Ｌ１　Ａｂの我々自身の分析は、これらのＡｂがＰＤ－Ｌ１を発現す
るＦＦＰＥ細胞とＰＤ－Ｌ１を発現しなかった細胞とを区別することができなかったこと
を示す（実施例９、表７参照）。したがって、腫瘍の予後に対するＰＤ－Ｌ１発現の関連
における異なるグループにより報告される矛盾する結果は、部分的に、ＦＦＰＥ組織サン
プルにおいてＰＤ－Ｌ１ポリペプチドを検出するために使用される抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ
の特異な能力を反映し得る。したがって、ＦＦＰＥ組織においてＩＨＣアッセイを使用し
て細胞の表面上にｈＰＤ－Ｌ１を検出するために、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて細胞表
面に発現されるＰＤ－Ｌ１に特異的に結合する抗－ｈＰＤ－Ｌ１　Ａｂに対する必要性が
存在する。
【０２１３】
　本出願は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおける細胞表面に発現されるＰＤ－Ｌ１抗原に特異
的に結合するｍＡｂまたはその抗原結合部分を提供する。好ましい態様において、ｍＡｂ
またはその抗原結合部分は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて細胞質ＰＤ－Ｌ１ポリペプチ
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ドに結合しないか、または非常に低いレベルのバックグラウンド結合を示す。１つの他の
態様において、細胞表面に発現される、または細胞質のＰＤ－Ｌ１ポリペプチドへの特異
的結合の存在または非存在は、免疫組織化学的染色により検出される。本発明の１つの好
ましい局面において、ｍＡｂまたは抗原結合部分は、ウサギＡｂまたはその部分である。
他の好ましい態様において、ｍＡｂは、２８－８、２８－１、２８－１２、２９－８また
は２０－１２と称されるウサギｍＡｂである。より好ましい態様において、ｍＡｂは、２
８－８と称されるウサギｍＡｂまたはその抗原結合部分である。さらなる態様において、
ｍＡｂは、配列番号：３５に記載されている配列を有する連続的に連結されたアミノ酸を
含む重鎖可変領域（ＶＨ）および配列番号：３６に記載されている配列を有する連続的に
連結されたアミノ酸を含む軽鎖可変領域（Ｖκ）を含むＡｂである。他の態様において、
ｍＡｂは、配列番号：３５に記載されている配列を有するＶＨにおけるＣＤＲ１、ＣＤＲ
２およびＣＤＲ３ドメイン、および配列番号：３６に記載されている配列を有するＶκに
おけるＣＤＲ１、ＣＤＲ２およびＣＤＲ３ドメインを含む。
【０２１４】
　ウサギＡｂがマウスＡｂを超える特定の利点を有することが当分野で知られている。例
えば、ウサギＡｂは、一般的に、マウスＡｂと比較して、さらに種々のエピトープ認識、
小サイズのエピトープに対する改善された免疫応答、およびより高い特異性およびアフィ
ニティーを示す（参照、例えば、Fischerら, 2008; Cheangら, 2006; Rossiら, 2005）。
例えば、ウサギのより低い免疫優性およびより大きいＢ細胞レパートリーは、マウスＡｂ
と比較して、より良いエピトープ認識を引き起こす。さらに、ウサギ抗体の高い特異性お
よび新規エピトープ認識は、翻訳後修飾の認識の成功につながる（Epitomics, 2013）。
加えて、シグナル変換および疾患に関連する多数のタンパク質標的は、マウス、ラットお
よびヒト間で高度に保存されており、したがって、マウスまたはラット宿主による自己抗
原として認識され得、それらをより低い免疫原性にさせる。この問題は、ウサギにおいて
Ａｂを産生することにより回避される。さらに、２つの抗原特異的Ａｂが必要とされる場
合における適用において、Ａｂを２つの異なる種に由来させることがより便利である。し
たがって、例えば、ウサギＡｂ、例えば、２８－８をＰＤ－Ｌ１も発現する免疫細胞（例
えば、マクロファージおよびリンパ球）をマークすることができる他のＡｂ（最も良い免
疫マーキングＡｂがマウスＡｂであるため、マウスＡｂである可能性がある）と多重化す
ることが容易である。したがって、ウサギ抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ、例えば、２８－８
は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて表面に発現されるＰＤ－Ｌ１を検出するためのＩＨＣ
アッセイに特に適しており、マウスＡｂ、例えば、５Ｈ１を超える明白な利点を潜在的に
有する。
【０２１５】
　実施例９に記載されているとおり、ウサギおよびマウス免疫化の両方からの多数（１８
５）のＡｂマルチクローンをスクリーニングし、マウスＡｂはなかったが、わずか１０個
のウサギＡｂマルチクローンは、ｈＰＤ－Ｌ１の膜形態を特異的に検出した。ＩＨＣの複
数のラウンドによるさらに広範なスクリーニング後、１５個の精製されたウサギサブクロ
ーンは、それらの染色の特異性および強度に基づいて選択された（表５参照）。ＦＦＰＥ
組織におけるＩＨＣによるスクリーニングならびに表面プラズモン共鳴による結合親和性
および交差競合を決定するように抗体のさらなる特性化後、ｍＡｂ２８－８は、高い親和
性および特異性で膜のＰＤＦ－Ｌ１への結合および低いバックグラウンド染色の最も良い
組合せを有するＡｂとして選択された。
【０２１６】
　本発明の１つの局面において、ｍＡｂまたは抗原結合部分は、ＰＤ－Ｌ１への結合に対
して、マウスｍＡｂ　５Ｈ１と交差競合し、これは、これらの抗体がＰＤ－Ｌ１の同じエ
ピトープ領域に結合することを示す。１つの他の局面において、ｍＡｂまたはその抗原結
合部分は、ＰＤ－Ｌ１への結合に対して、マウスｍＡｂ　５Ｈ１と交差競合せず、それら
は、ＰＤ－Ｌ１の同じエピトープ領域に結合しないことを示す。
【０２１７】



(55) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

　本出願はまた、本明細書に記載されている全てのウサギ抗－ｈＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたは
その部分をコードする核酸を提供する。
【０２１８】
細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現の測定を含む免疫治療方法
　ＦＦＰＥ組織標本において膜のＰＤ－Ｌ１に特異的に高親和性で結合するウサギＡｂの
利用可能性は、ＦＦＰＥ組織サンプルにおいて細胞の表面上のＰＤ－Ｌ１ポリペプチドを
検出する工程を含む方法を容易にする。したがって、本出願はまた、（ａ）（ｉ）所望に
より、ＦＦＰＥ組織の癌を有する患者から得られる試験組織サンプルを提供すること、こ
こで、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；（ｉｉ）ＰＤ－
Ｌ１に結合するウサギ抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、例えば、ｍＡｂ　２８－８を使用する
ＩＨＣにより、試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を評
価すること；および（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する
細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベルを超えるという評価に基づいて、適当な候
補として対象を選択すること、を含む免疫療法のための適当な候補である対象を選択する
こと；および（ｂ）治療有効量の阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗
－ＰＤ－１　Ａｂを含む組成物を選択された対象に投与することを含む、癌に罹患してい
る対象の免疫療法のための方法を提供する。
【０２１９】
　ＦＦＰＥ組織におけるＰＤ－Ｌ１発現をアッセイするためにＩＨＣを使用する方法の１
つの態様において、自動ＩＨＣアッセイが使用される。自動ＩＨＣプロセスは、自動染色
器において行われ、（ａ）ＦＦＰＥサンプルをキシレンで脱パラフィン化すること、およ
びサンプルを再水和すること；（ｂ）抗原賦活化装置を使用して抗原を賦活化すること；
（ｃ）Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｂｌｏｃｋとのインキュベーションにより非特異的タンパク質結
合部位をブロックすること；（ｄ）サンプルを一次抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂとインキュベー
トすること；（ｅ）ポリマー性セイヨウワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）とコンジュゲ
ートされた二次Ａｂを加えること；（ｆ）３，３’－ジアミノベンジジン（ＤＡＢ）クロ
モゲンで染色することを含む結合した二次Ａｂを検出すること；および／または（ｇ）ヘ
マトキシリンで対比染色することを含む。この自動ＩＨＣプロセスは、工程数の最小化、
インキュベーション時間の最適化、および低いレベルのバックグラウンド染色で強い特異
的染色を生じる一次Ａｂ、遮断および検出試薬の選択により最適化されている。この自動
ＩＨＣアッセイの好ましい態様において、一次抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは、ウサギｍＡｂ２
８－８またはマウスｍＡｂ５Ｈ１である。本発明の１つの態様において、このＩＨＣアッ
セイ、およびＰＤ－Ｌ１発現を測定するために本明細書に記載されている任意の他のＩＨ
Ｃアッセイは、免疫療法の方法の一部として使用され得る。他の態様において、本明細書
に記載されている任意のＩＨＣ方法は、治療薬の投与を必要とする任意の治療プロセスと
は独立に、すなわち、ＰＤ－Ｌ１発現をアッセイするための診断方法として単独で使用さ
れる。
【０２２０】
　本明細書に記載されている任意の免疫療法方法の１つの態様において、選択された対象
に投与されるＡｂは、本発明の任意の抗－ＰＤ－１または抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂまたはそ
の抗原結合部分である。１つの好ましい態様において、対象はヒトである。他の好ましい
態様において、ＡｂはヒトＡｂまたはその抗原結合部分である。より好ましい態様におい
て、抗－ＰＤ－１　Ａｂはニボルマブであり、抗－ＰＤ－Ｌ１　ＡｂはＢＭＳ－９３６５
５９でる。１つの他の態様において、抗－ＰＤ－１　ＡｂはＰＤ－１への結合に対して、
ニボルマブと交差競合するＡｂまたはその抗原結合部分であり、抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂは
ＰＤ－Ｌ１への結合に対して、ＢＭＳ－９３６５５９と交差競合するＡｂまたはその抗原
結合部分である。１つの好ましい態様において、処置される癌は、ＭＥＬ、ＲＣＣ、扁平
上皮ＮＳＣＬＣ、非扁平上皮ＮＳＣＬＣ、ＣＲＣ、去勢抵抗性前立腺癌、ＣＲＰＣ、ＨＣ
Ｃ、頭頸部の扁平上皮癌、食道、卵巣、胃腸管および乳房の癌腫、および血液悪性腫瘍か
らなる群から選択される。
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【０２２１】
　記載されている方法の１つの態様において、あらかじめ決定された閾値は、細胞表面上
でＰＤ－Ｌ１を発現する試験組織サンプルにおける、（ａ）腫瘍細胞、（ｂ）腫瘍浸潤炎
症性細胞、（ｃ）特定の腫瘍浸潤炎症性細胞、例えば、ＴＩＬまたはマクロファージ、ま
たは（ｄ）腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞の組合せの割合に基づく。１つの態様にお
いて、あらかじめ決定された閾値は、ＩＨＣにより決定されるとき、少なくとも０．００
１％の膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍細胞である。他の態様において、あらかじめ決定さ
れた閾値は、ＩＨＣにより決定されるとき、少なくとも０．０１％、好ましくは少なくと
も０．１％、さらに好ましくは少なくとも１％の膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍細胞であ
る。１つの態様において、あらかじめ決定された閾値は、ＩＨＣにより決定されるとき、
少なくとも５％の膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍細胞である。１つの態様において、あら
かじめ決定された閾値は、少なくとも０．０１％、少なくとも０．１％、少なくとも１％
、または少なくとも５％の、ＩＨＣにより決定されるとき膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍
細胞、および／またはＩＨＣにより決定されるとき膜のＰＤ－Ｌ１を発現する単一の腫瘍
浸潤炎症性細胞である。１つの他の態様において、あらかじめ決定された閾値は、ＩＨＣ
により決定されるとき、少なくとも０．０１％、少なくとも０．１％、少なくとも１％、
または少なくとも５％の膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍浸潤炎症性細胞である。１つの他
の態様において、あらかじめ決定された閾値は、ＩＨＣにより決定されるとき、少なくと
も０．０１％、少なくとも０．１％、少なくとも１％、または少なくとも５％の膜のＰＤ
－Ｌ１を発現する腫瘍浸潤リンパ球である。１つの他の態様において、あらかじめ決定さ
れた閾値は、ＩＨＣにより決定されるとき、少なくとも０．０１％、少なくとも０．１％
、少なくとも１％、または少なくとも５％の膜のＰＤ－Ｌ１を発現する腫瘍浸潤マクロフ
ァージである。さらに他の態様において、あらかじめ決定された閾値は、ＩＨＣにより決
定されるとき、少なくとも膜のＰＤ－Ｌ１を発現する単一の腫瘍細胞または単一の腫瘍浸
潤炎症性細胞である。好ましくは、ＰＤ－Ｌ１発現は、一次ＡｂとしてｍＡｂ２８－８ま
たは５Ｈ１を使用する自動ＩＨＣによりアッセイされる。
【０２２２】
　本出願はまた、（ａ）（ｉ）所望により、複数の対象からの試験組織サンプルを提供す
ること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；（ｉｉ
）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を評価すること；
および（ｉｉｉ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する対象の試験組織サンプルにおける細
胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満であるという評価に基づいて、免疫療法
に適当でない候補として対象を選択すること、を含む阻害性免疫レギュレーターを阻害す
る薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂの対象への投与を含む免疫療法のための適当な候補
ではない対象を同定するために複数の対象をスクリーニングすること；および（ｂ）阻害
性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ以外の標準治療用治
療薬を選択された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の処置のための方法
を提供する。
【０２２３】
　本出願は、（ａ）（ｉ）所望により、複数の対象からの試験組織サンプルを提供するこ
と、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；（ｉｉ）試
験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を評価すること；およ
び（ｉｉｉ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合があら
かじめ決定された閾値レベルを超えるという評価に基づいて、阻害性免疫レギュレーター
を阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂでの免疫療法のために適当である候補とし
て対象を選択すること、を含む免疫療法のための適当な候補である対象を同定するために
複数の対象をスクリーニングすること；および（ｂ）治療有効量の該薬剤を含む組成物を
選択された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の免疫療法のための方法を
さらに提供する。
【０２２４】
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　本出願は、（ａ）（ｉ）所望により、複数の対象からの試験組織サンプルを提供するこ
と、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；（ｉｉ）試
験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を評価すること、ここ
で、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する組織サンプルにおける細胞の割合があらかじめ決
定された閾値レベルを超えるとき、対象が抗－ＰＤ－１　Ａｂ免疫療法のための適当な候
補として同定され、試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合
があらかじめ決定された閾値レベル未満であるとき、対象が抗－ＰＤ－１　Ａｂ免疫療法
のための適当な候補ではない候補として同定される、を含む処置のための適当な候補であ
る対象を同定するために複数の対象をスクリーニングすること；および（ｂ）治療有効量
の阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂを含む組成物
を、抗－ＰＤ－１　Ａｂ免疫療法のための適当な候補として同定された対象に投与するこ
と、または（ｃ）該薬剤以外の標準治療用治療薬を抗－ＰＤ－１　Ａｂ免疫療法のための
適当な候補ではないとして同定された対象に投与することを含む、癌に罹患している対象
の処置のための方法をさらに提供する。
【０２２５】
　本発明の１つの局面は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組
織サンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性
細胞を含む；（ｂ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合
があらかじめ決定された閾値レベルを超えることを決定すること；および（ｃ）決定に基
づく、治療有効量の阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　
Ａｂを含む組成物を対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の免疫療法のため
の方法である。本発明の別の局面は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得ら
れる試験組織サンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍
浸潤炎症性細胞を含む；（ｂ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する
細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満であることを決定すること；および（
ｃ）決定に基づく、阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　
Ａｂ以外の標準治療用治療薬を対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の処置
のための方法である。
【０２２６】
　本発明のさらに別の局面は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試
験組織サンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎
症性細胞を含む；（ｂ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の
割合を決定すること；（ｃ）抗－ＰＤ－１　Ａｂが、試験組織サンプルが細胞表面上でＰ
Ｄ－Ｌ１を発現するあらかじめ決定された閾値レベルを超える細胞の割合を含む患者にお
いて有効であることの認識に基づく、対象のための処置として阻害性免疫レギュレーター
を阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂを選択すること；および（ｄ）治療有効量
の該薬剤を含む組成物を対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の免疫療法の
ための方法である。他の態様において、本出願は、（ａ）所望により、組織の癌を有する
患者から得られる試験組織サンプルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細
胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；（ｂ）試験組織サンプル中の細胞表面上でＰＤ－Ｌ
１を発現する細胞の割合を決定すること；（ｃ）該薬剤が、試験組織サンプル中の細胞表
面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満である患
者において有効でないことの認識に基づく、対象のための処置として阻害性免疫レギュレ
ーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ以外の標準治療用治療薬を選択する
こと；および（ｄ）標準治療用治療薬を対象に投与することを含む、癌に罹患している対
象の免疫療法のための方法を提供する。
【０２２７】
　本出願はまた、（ａ）ＰＤ－Ｌ１を発現する試験組織サンプルにおける細胞の割合を評
価するために、腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む試験組織サンプルの細胞をアッ
セイすること；および（ｂ）膜のＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合があらかじめ決定され
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た閾値レベルを超えるという評価に基づいて、対象に対して、治療有効量の阻害性免疫レ
ギュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂを含む免疫療法を選択するこ
とを含む、癌に罹患している対象に対する免疫療法を選択する方法を提供する。本出願は
、（ａ）ＰＤ－Ｌ１を発現する試験組織サンプルにおける細胞の割合を評価するために、
腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む試験組織サンプルの細胞をアッセイすること；
および（ｂ）膜のＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未
満であるという評価に基づいて、対象に対して、阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬
剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ以外の標準治療処置を選択することを含む、癌に罹患し
ている対象に対する処置を選択する方法をさらに提供する。
【０２２８】
　加えて、本出願は、治療有効量の阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例えば、
抗－ＰＤ－１　Ａｂを含む組成物を対象に投与することを含む、癌に罹患している対象の
処置のための方法であって、該対象は、ＰＤ－Ｌ１を発現する対象由来の試験組織サンプ
ルにおける細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベルを超えるように決定されること
に基づいて選択されており、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を
含む、方法を提供する。本出願はまた、阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤、例え
ば、抗－ＰＤ－１　Ａｂ以外の標準治療処置を対象に投与することを含む、癌に罹患して
いる対象の処置のための方法であって、該対象は、ＰＤ－Ｌ１を発現する対象由来の試験
組織サンプルにおける細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベル未満であるように決
定されることに基づいて選択されており、該試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤
炎症性細胞を含む、方法を提供する。
【０２２９】
　本出願は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サンプルを
提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；
（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組織サンプ
ルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合をあらかじ
め決定された閾値割合と比較すること；および（ｄ）表面ＰＤ－Ｌ１を発現する試験組織
サンプルにおける細胞の割合があらかじめ決定された閾値レベルを超えるという評価に基
づいて、免疫療法のための患者を選択することを含む、阻害性免疫レギュレーターを阻害
する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂでの免疫療法のための癌患者を選択するための方
法をさらに提供する。
【０２３０】
　ＰＤ－Ｌ１発現を評価するための工程を含む本明細書に記載されている任意の方法にお
いて、試験組織サンプルはＦＦＰＥ組織サンプルであり得、細胞表面上でのＰＤ－Ｌ１ポ
リペプチドは、抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａｂ、例えば、ｍＡｂ２８－８または５Ｈ１を使用する
ＩＨＣにより検出される。
【０２３１】
　加えて、対象由来の試験組織サンプルにおける細胞の割合が、あらかじめ決定された閾
値レベルを超えるレベルでＰＤ－Ｌ１を発現することの評価に基づいて、免疫療法が選択
または投与される場合の任意の方法において、対象由来の試験組織サンプルにおける細胞
の割合が、あらかじめ決定された閾値レベル未満のレベルでＰＤ－Ｌ１を発現することの
評価に基づいて、免疫療法以外の標準治療処置が選択または投与される場合、処置の相補
的方法が行われ得ることになる。
【０２３２】
　本出願は、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サンプルを
提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含む；
（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組織サンプ
ルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合をあらかじ
め決定された閾値と比較すること；および（ｄ）該薬剤の治療効果を予測すること、ここ
で、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合が閾値割合を超えるとき、薬剤は患者
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を処置することにおいて有効であると予測され、細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞
の割合が閾値割合未満であるとき、薬剤は患者を処置することにおいて有効でないと予測
される、ことを含む癌患者を処置するための、阻害性免疫レギュレーターを阻害する薬剤
、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂの治療効果を予測するための方法をさらに提供する。
【０２３３】
　本出願はまた、（ａ）所望により、組織の癌を有する患者から得られる試験組織サンプ
ルを提供すること、ここで、試験組織サンプルは腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含
む；（ｂ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合を決定するために、試験組織サ
ンプルをアッセイすること；（ｃ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現する細胞の割合をあら
かじめ決定された閾値割合と比較すること；および（ｄ）細胞表面上でＰＤ－Ｌ１を発現
する細胞の割合があらかじめ決定された閾値割合を超えることの決定に基づく、該薬剤を
含む免疫治療レジメンを決定することを含む、癌患者を処置するための、阻害性免疫レギ
ュレーターを阻害する薬剤、例えば、抗－ＰＤ－１　Ａｂを含む免疫治療レジメンを決定
するための方法を提供する。
【０２３４】
標準治療用治療薬
　本明細書に記載されている処置のいくつかの方法は、患者への標準治療用治療薬の投与
を含む。本明細書において使用されるとき、「標準治療用治療薬」は、薬物または薬物の
組合せ、放射線療法（ＲＴ）、外科処置、または、適当なとき医師により認識される、受
け入れられる、および／または患者、疾患または臨床状況の１つの型に対して広範に使用
される他の医学的介入を含む処置プロセスである。種々の型の癌に対する標準治療は、当
業者によく知られている。例えば、ＵＳＡにおける２１の主な癌センターの提携である全
米総合癌情報ネットワーク（ＮＣＣＮ）は、多種多様の癌に対する標準治療処置における
詳細な最新の情報（ＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬＩＮＥＳ（登録商標）、２０１３参照）を提
供する腫瘍学におけるＮＣＣＮ標準的治療法ガイドライン（ＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬＩＮ
ＥＳ（登録商標））を公開している。一例として、ＭＥＬ、ＲＣＣおよびＮＳＣＬＣに対
する標準治療処置は、以下に要約されている。
【０２３５】
黒色腫
　ＭＥＬは、皮膚において主に見られるメラニン生産細胞であるメラニン細胞の悪性腫瘍
である。他の皮膚癌よりもあまり一般的ではないが、それは、早期に診断されないと皮膚
癌の大多数（７５％）を死に至らすという最も危険な皮膚癌である。ＭＥＬの発生率は、
世界中で、白人集団において、とりわけ少量の皮膚色素沈着を有する人々が太陽からの過
剰な紫外線暴露を受ける場合において、増加している。発生率は、ヨーロッパにおいて１
００，０００人集団あたり＜１０－２０人；ＵＳＡにおいて１００，０００人あたり２０
－３０人；およびオーストラリアにおいて、最も高い発生率が観察される場合で、１００
，０００人あたり５０－６０人である（Garbeら, 2012）。ＭＥＬは米国（Ｕ．Ｓ．）に
おいて癌の全ての新たな症例の約５％を占め、発生率は、１年あたり約３％増加し続けて
いる。これは、死と関連した９，４８０人を有する、２０１３年のＵ．Ｓ．において推計
７６，６９０人の新規症例となる（Siegelら (2013)）。
【０２３６】
　インサイチュ（ステージ０）または早期ＭＥＬ（ステージＩ－ＩＩ）において、外科的
切除が主な処置である。一般的に、予後は、限局性疾患および腫瘍１．０ｍｍ以下の厚さ
を有する患者に対して、９０％以上の５年生存率で良好である（ＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬ
ＩＮＥＳ（登録商標）、２０１３－黒色腫）。外科的切除が、併存疾患的または美容的に
敏感な腫瘍部位によってインサイチュ黒色腫に対して適していない場合、局所イミキモド
および放射線治療が、とりわけ悪性黒子に対する処置として新たに出現している。ＭＥＬ
を処置するための化学療法剤は、ｃ－ＫＩＴ突然変異を有する黒色腫のためのダカルバジ
ン、テモゾロマイドおよびイマチニブ、高用量インターロイキン－２、ならびにカルボプ
ラチン有りでの、もしくはカルボプラチン無しでのパクリタキセルを含む。しかしながら
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、これらの処置は、第１(first-line)（１Ｌ）および第２(second-line)（２Ｌ）セッテ
ィング(setting)において２０％未満の反応率と、わずかな成功率である。
【０２３７】
　厚さ１．０ｍｍ以上の限局性黒色腫を有する患者において、生存率は５０－９０％の範
囲である。局所リンパ節の病変の可能性は、腫瘍の厚さの増加と共に増加する。ステージ
ＩＩＩのＭＥＬで（臨床的にポジティブな結節および／またはイントランジット(in-tran
sit)疾患）、５年生存率は２０－７０％の範囲である。飛び抜けて最も致死的であるもの
は、遠隔転移性黒色腫を有する患者における長期生存が１０％未満であるステージＩＶの
ＭＥＬである（ＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬＩＮＥＳ（登録商標）、２０１３－黒色腫）。
【０２３８】
　がんから離れた部位に対する切除、病巣内注射、レーザーアブレーション、放射線療法
および生化学療法（化学療法および生物学的薬剤、例えば、インターフェロン－アルファ
およびＩＬ－２の組合せ）を含む種々の処置が研究されているが、転移性ＭＥＬに対する
最も良い処置について具体的になっていない。転移性ＭＥＬに対する治療的展望は、最近
、新規薬物、例えば、ベムラフェニブおよびイピリムマブの開発にて劇的な改善が見られ
る。ベムラフェニブは、転移性ＭＥＬを有する患者の約５０％において存在する突然変異
した細胞内キナーゼであるＢＲＡＦによるシグナル伝達を特異的に阻害する。臨床試験に
おいて、ベムラフェニブは、ＢＲＡＦ突然変異－ポジティブ患者においてダカルバジンに
て単に１．６月の推定無進行生存（ＰＦＳ）に対して５．３月の推定無進行生存（ＰＦＳ
）、およびダカルバジンにて５．６－７．８月の中央ＯＳに対してベムラフェニブにて１
５．９月の中央ＯＳを与える（Chapmanら, 2011; Sosmanら, 2012）。イピリムマブは、
免疫チェックポイント受容体であるＣＴＬＡ－４を阻害し、それによりＴ細胞免疫応答を
刺激するＨｕＭＡｂである。糖タンパク質１００（ｇｐ１００）ペプチドワクチン有りで
の、もしくは糖タンパク質１００（ｇｐ１００）ペプチドワクチン無しでのイピリムマブ
は、以前に処置された転移性ＭＥＬを有する患者において、ｇｐ１００単独を受ける患者
において６．４月の中央ＯＳと比較して、１０．０－１０．１月に中央ＯＳに改善した（
Hodiら, 2010）。これらの２つ薬剤の他に、他の薬剤は、フェーズ３ランダム化試験にお
いてＯＳ利益を証明していない。ダカルバジンは、５－２０％の報告された客観的応答率
および約６．４月の中央ＯＳで転移性ＭＥＬの処置のためにＦＤＡおよびＥＭＡにより承
認されているが、これらの応答は短期間である。他の薬物、例えば、テモゾロマイドおよ
びフォテムスチンは、ダカルバジンと比較して、生存において有意な改善を引き起こさな
かった。ＩＬ－２もまた、持続的であり得る４－６％完全応答を含む１５－２０％反応率
と関連しているが、低血圧、心不整脈および肺水腫を含む有意な毒性と関連しているとし
て、転移性ＭＥＬの処置のためにＦＤＡにより承認されている。黒色腫に対する標準治療
処置のさらなる詳細は、Ｇａｒｂｅら（２０１２）およびＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬＩＮＥ
Ｓ（登録商標）、２０１３－黒色腫により提供される。進行性ＭＥＬに対するイピリムマ
ブおよびベムラフェニブの最近の承認にもかかわらず、抗－ＣＴＬＡ－４治療およびＢＲ
ＡＦインヒビターにおいて（ＢＲＡＦ状態に依存して）前進している患者または、以前に
未処置の、切除不能な、または転移性のＢＲＡＦ野生型ＭＥＬを有する患者に対して大き
な満たされていない要求が未だに存在する。後期ＭＥＬに対する５年生存率は、現在わず
か１５％である。
【０２３９】
腎細胞癌腫
　ＲＣＣは、８０－９０％が明細胞腫瘍である腎臓腫瘍の約９０％に関与する、成人にお
ける最も一般的な型の腎臓癌である（ＮＣＣＮ　ＧＵＩＤＥＬＩＮＥＳ（登録商標）、２
０１３－腎臓癌）。それは、全ての尿生殖器腫瘍の最も致死的なものでもある。推定６５
，１５０人の患者が腎臓癌を有すると診断され、１３，６８０人が２０１３の米国におい
て該疾患で死んでいる（Siegelら (2013)。
【０２４０】
　臨床的に限局されたＲＣＣ（ステージＩＡおよびＩＢ）において、根治的腎摘出および
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腎保存手術を含む外科的切除が有効な治療である。腎部分切除術は、一般的に、局所進行
性腫瘍（ステージＩＩおよびＩＩＩ）を有する患者に対して適当でなく、この場合、根治
的腎摘出が好ましい。腫瘍が腎実質に限定される場合、５年生存率は６０－７０％である
が、これは、転移が広がっている場合のステージＩＶ疾患においてかなり低い。ステージ
ＩＶのＲＣＣはＲＴおよび化学療法に対して比較的に耐性であり、患者は外科処置から利
益を得ることができるが、全身療法の前に腫瘍縮小の腎摘出が可能性のある外科的に切除
可能な原発性および多発性切除可能な転移を有する患者に対して推奨される。
【０２４１】
　最近までに、サイトカインＩＬ－２およびＩＦＮαは、両方とも５－２７％の報告され
たＯＲＲを提供する、進行性または転移性ＲＣＣに対する唯一の活性な全身的処置であっ
た。しかしながら、これらの薬剤のそれぞれの限られた臨床的利益および相当な毒性プロ
フィールによって、最近の標的薬剤は、広く、進行性または転移性腎細胞癌腫の処置にお
いてサイトカインに置き換えられている。明細胞ＲＣＣの病因における低酸素誘導因子ア
ルファ（ＨＩＦα）シグナル伝達の重要性の認識は、１Ｌおよび２Ｌ処置において、標的
療法の２つのクラスである抗血管形成チロシンキナーゼインヒビター（ＴＫＩ）および哺
乳動物標的のラパマイシン（ｍＴＯＲ）インヒビターの広範囲の試験を引き起こしている
（Mulders, 2009）。構成的ＨＩＦα活性化が、後に腫瘍増殖および新生血管形成を引き
起こし得る血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）を含むいくつかのタンパク質の上方調節ま
たは活性化を引き起こすため、血管形成の標的化は合理的である。上流ＰＩ３Ｋ／Ａｋｔ
／ｍＴＯＲシグナル伝達経路の活性化が、構成的ＨＩＦα活性化または上方調節が起こる
１つの方法であるため、ｍＴＯＲ経路の標的化は重要である（Mulders, 2009）。血管形
成を標的とする薬剤は、ＶＥＧＦ－受容体（ＶＥＧＦｒ）ＴＫＩ（例えば、ソラフェニブ
、スニチニブ、パゾパニブ、アキシチニブおよびチボザニブ）およびＶＥＧＦ結合ｍＡｂ
（例えば、ベバシズマブ）を含むが、ｍＴＯＲ経路を標的とする薬剤はｍＴＯＲインヒビ
ター（例えば、エバロリムスおよびテムシロリムス）（Mulders, 2009；ＮＣＣＮ　ＧＵ
ＩＤＥＬＩＮＥＳ（登録商標）、２０１３－腎臓癌）を含む。しかしながら、多数の患者
は耐性を生じ、ＯＳ改善は、危険性の高い患者において１つのフェーズ３試験においての
み示されている：テムシロリムスは、ＩＦＮαと比較して、進行性ＲＣＣを有する患者に
おいて、ＯＳに対して統計的に有意な利益を示した（１０．９月　対　７．３月）（Hude
sら, 2007）。エバロリムスは、また、プラセボに対して、ＯＳ改善はないが、中央ＰＦ
Ｓにおいて２．１月の改善が証明されている（Motzerら, 2008）。５つの承認された抗血
管形成剤（ソラフェニブ、スニチニブ、ベバシズマブ、パゾパニブおよびアキシチニブ）
および２つの承認されたｍＴＯＲインヒビター（テムシロリムス、エバロリムス）のうち
、エバロリムスのみが、抗血管形成治療での処置の失敗後の使用のために具体的に承認さ
れている。米国において、エバロリムスは、スニチニブまたはソラフェニブでの処置の失
敗後の進行性ＲＣＣの処置のために示され、欧州において、エバロリムスは、進行性ＲＣ
Ｃを有する患者に対してさらに広範に示されるが、この疾患はＶＥＧＦ－標的療法での処
置時または処置後に進行する。
【０２４２】
非小細胞性肺癌
　ＮＳＣＬＣは、米国および世界中で、乳房、大腸および前立腺癌の組合せを超えて、癌
の死の主な原因である。米国において、肺および気管支の推定２２８，１９０人の新たな
症例が米国において診断され、該疾患によって約１５９，４８０人の死が起こる（Siegel
ら, 2013）。大多数の患者（約７８％）は、進行性／再発性または転移性疾患と診断され
る。肺癌から副腎への転移は一般的に起こり、約３３％の患者がかかる転移を有する。Ｎ
ＳＣＬＣ治療はＯＳを徐々に改善しているが、利益は停滞期に達している（末期患者に対
する中央ＯＳはちょうど１年である）。１Ｌ治療後の進行はこれらの対象のほぼ全てにお
いて起こり、５年生存率は難治性設定においてほんの３．６％である。２００５年から２
００９年に、米国において肺癌に対する全５年相対生存率は１５．９％であった（ＮＣＣ
Ｎ　ＧＵＩＤＥＬＩＮＥＳ（登録商標）、２０１３－非小細胞性肺癌）。
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【０２４３】
　外科処置、ＲＴおよび化学療法は、ＮＳＣＬＣ患者を処置するために一般的に使用され
る３つのモダリティである。クラスとして、ＮＳＣＬＣは、小細胞癌腫と比較して、化学
療法およびＲＴに比較的反応しにくい。一般的に、ステージＩまたはＩＩ疾患を有する患
者において、外科的切除は、手術前および手術後にますます使用される化学療法と一緒に
、ケアのための最善の機会を提供する。ＲＴはまた、切除可能なＮＳＣＬＣを有する患者
のためのアジュバント療法、最初の局所処置、または治癒不可能なＮＳＣＬＣを有する患
者のための緩和療法として使用され得る。
【０２４４】
　良い一般状態（ＰＳ）を有するステージＩＶ疾患を有する患者は、化学療法から利益を
受ける。白金薬剤（例えば、シスプラチン、カルボプラチン）、タキサン類薬剤（例えば
、パクリタキセル、アルブミン結合パクリタキセル、ドセタキセル）、ビノレルビン、ビ
ンブラスチン、エトポシド、ペメトレキセドおよびゲムシタビン）を含む多数の薬剤は、
ステージＩＶ　ＮＳＣＬＣのために有用である。これらの薬物中の多くを使用する組合せ
は、３０％から４０％の１年生存率を生じ、単一の薬剤よりも優れている。特定の標的療
法もまた、進行性肺癌の処置のために開発されている。例えば、ベバシズマブ（ＡＶＡＳ
ＴＩＮ（登録商標））は、血管内皮細胞増殖因子Ａ（ＶＥＧＦ－Ａ）をブロックするｍＡ
ｂである。エルロチニブ（タルセバ（登録商標））は、上皮細胞増殖因子受容体（ＥＧＦ
Ｒ）の小分子ＴＫＩである。クリゾチニブ（ＸＡＬＫＯＲＩ（登録商標））は、ＡＬＫお
よびＭＥＴを標的とする小分子ＴＫＩであり、突然変異したＡＬＫ融合遺伝子を有する患
者におけるＮＳＣＬＣを処置するために使用される。セツキシマブ（アービタックス（登
録商標））は、ＥＧＦＲを標的とするｍＡｂである。
【０２４５】
　１Ｌ治療後の少ない処置選択肢のため、（全てのＮＳＣＬＣの最大２５％を示す）扁平
上皮ＮＳＣＬＣを有する患者に対して特定の満たされていない要求が存在する。単剤化学
療法は、白金を用いた二重化学療法（Ｐｔ二重）での進行後の標準治療であり、約７月の
中央ＯＳを引き起こす。エルロチニブもまた低い頻度で使用され得るが、ドセタキセルは
、このラインの治療においてベンチマーク処置を維持している。ペメトレキセドもまた、
進行性ＮＳＣＬＣを有する患者の２Ｌ処置におけるドセタキセルと比較して有意に少ない
副作用で、臨床的に同等の有効性転帰を生じることが示されている（Hannaら, 2004)。３
Ｌ設定を超える肺癌における使用のために承認されている治療は現在存在しない。ペメト
レキセドおよびベバシズマブは扁平上皮ＮＳＣＬＣにおいて承認されておらず、分子標的
療法は適用が限定されている。進行性肺癌において満たされていない要求は、フェーズ３
試験においてＯＳを改善するためのＯｎｃｏｔｈｙｒｅｏｎおよびＭｅｒｃｋ　ＫｇａＡ
のＳＴＩＭＵＶＡＸ（登録商標）の最近の失敗、生存評価項目を満たすためのＡｒＱｕｌ
ｅおよび第一三共のｃ－Ｍｅｔ　キナーゼインヒビターであるチバンチニブの不能、後期
試験においてＯＳを改善するためのＲｏｃｈｅのＡＶＡＳＴＩＮ（登録商標）と組み合わ
せてのＥｌｉ　ＬｉｌｌｙのＡＬＩＭＴＡ（登録商標）の失敗、ならびに、後期試験にお
いて小分子ＶＥＧＦ－Ｒアンタゴニストであるモテサニブで臨床的評価項目を満たすため
のＡｍｇｅｎおよび武田薬品の失敗により悪化している。
【０２４６】
　本開示は以下の実施例によりさらに例示され、実施例はさらに限定するものとして解釈
されるべきでない。本願を通して言及される全ての文献の内容は、出典明示により本明細
書に包含させる。
【０２４７】
実施例１
ヒトＰＤ－１を発現するＣＨＯ細胞への結合に対する抗－ＰＤ－１　ＨｕＭＡｂ間の交差
競合
　ヒトＰＤ－１（ＣＨＯ／ＰＤ－１細胞）を発現するようにトランスフェクトされたチャ
イニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞を、４℃で３０分間で、１０μｇ／ｍｌの抗－Ｐ



(63) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

Ｄ－１　ＨｕＭＡｂ　５Ｃ４またはヒトＩｇＧ１（ｈＩｇＧ１）アイソタイプ　コントロ
ールＡｂのＦａｂフラグメントとインキュベートし、０．２μｇ／ｍｌの濃度で抗－ＰＤ
－１　ＨｕＭＡｂｓ　２Ｄ３、７Ｄ３または４Ｈ１を加えた。ＣＨＯ／ＰＤ－１細胞への
４Ｈ１、２Ｄ３または７Ｄ３の結合を、フルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）
コンジュゲート　ヤギ抗－ｈＩｇＧ、Ｆｃ－ガンマ特異的Ａｂにより検出した。５Ｃ４お
よび１７Ｄ８での交差競合アッセイの場合において、ＣＨＯ／ＰＤ－１細胞を５Ｃ４の全
分子とインキュベートし、ＦＩＴＣ標識化１７Ｄ８を加えた。ＣＨＯ／ＰＤ－１細胞への
２Ｄ３、７Ｄ３、４Ｈ１または１７Ｄ８の結合は、ＦＡＣＳｃａｌｉｂｕｒフローサイト
メーター（Becton Dickinson, San Jose, CA）を使用するフローサイトメトリー分析によ
り測定された。
【０２４８】
　結果は図１に記載されている。染色の平均蛍光強度（ＭＦＩ）により測定されるとき、
データは、５Ｃ４　Ｆａｂフラグメントが、ｍＡｂ　５Ｃ４それ自体の結合、ならびに２
Ｄ３、７Ｄ３（図１Ａ）および４Ｈ１（図１Ｂ）の結合を実質的にブロックし、５Ｃ４　
全ｍＡｂが、ＣＨＯ／ＰＤ－１細胞への１７Ｄ８（図１Ｃ）の結合を実質的にブロックし
たことを示す。
【０２４９】
実施例２
ヒトＰＤ－Ｌ１を発現するＣＨＯ細胞への結合に対する抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ間の
交差競合
　ｈＰＤ－Ｌ１（ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞）を発現するようにトランスフェクトされたＣ
ＨＯ細胞を、４℃で２０分間で、１０μｇ／ｍｌのそれぞれ１０個のコンジュゲートされ
ていないヒト抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ（５Ｆ８、７Ｈ１、１０Ｈ１０、１Ｂ１２、３Ｇ１
０、１０Ａ５、１１Ｅ６、１２Ａ４、１２Ｂ７および１３Ｇ４）またはヒトＩｇＧ１（ｈ
ＩｇＧ１）アイソタイプ　コントロールＡｂとインキュベートした。ＦＩＴＣ－コンジュ
ゲート　１０Ｈ１０（Ａ）、３Ｇ１０（Ｂ）、１０Ａ５（Ｃ）、１１Ｅ６（Ｄ）、１２Ａ
４（Ｅ）または１３Ｇ４（Ｆ）を、非結合、コンジュゲートされていないＡｂのウォッシ
ュアウト(washout)なしに、４℃でさらに２０分間、０．０９μｇ／ｍｌ（Ｂ、Ｄ）、０
．２７μｇ／ｍｌ（Ａ、Ｃ）、０．９１μｇ／ｍｌ（Ｆ）、または２．７３μｇ／ｍｌ（
Ｅ）の最終濃度に細胞に加えた。種々の量の種々のＦＩＴＣ－コンジュゲート　ＨｕＭＡ
ｂを、標識化後の結合効率における差異のために使用し、これらのＦＩＴＣ－コンジュゲ
ート　ＨｕＭＡｂの最適な量は、ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞への結合の用量滴定分析により
以前に決定された。ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞へのＦＩＴＣ－コンジュゲート　１０Ｈ１０
、３Ｇ１０、１０Ａ５、１１Ｅ６、１２Ａ４または１３Ｇ４の結合は、フローサイトメト
リーにより測定した。
【０２５０】
　結果は図２に記載されている。標識化１０Ｈ１０の結合は、１０Ａ５、１１Ｅ６および
１３Ｇ４により部分的にブロックされたが、それ自体のみにより実質的にブロックされた
（図２Ａ）。逆に、１０Ｈ１０は、ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞へのそれ自体のみの結合を実
質的にブロックした。抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ　５Ｆ８、７Ｈ１、１Ｂ１２、３Ｇ１
０、１０Ａ５、１１Ｅ６、１２Ａ４、１２Ｂ７および１３Ｇ４のそれぞれは、ＭＦＩによ
り測定されるとき、ＣＨＯ／ＰＤ－Ｌ１細胞への標識化ｍＡｂ　３Ｇ１０（図２Ｂ）、１
０Ａ５（図２Ｃ）、１１Ｅ６（図２Ｄ）、１２Ａ４（図２Ｅ）および１３Ｇ４（図２Ｆ）
の結合を実質的にブロックし、ｍＡｂ　５Ｆ８および１３Ｇ４は、度合いが少し減って標
識化ｍＡｂの結合を一般的にブロックした。
【０２５１】
実施例３
ヒトＰＤ－Ｌ１を発現する卵巣癌腫細胞への結合に対する抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ間の交
差競合
　抗－ＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂ　５Ｆ８、１２Ｂ７、３Ｇ１０、１Ｂ１２、１３Ｇ４、１
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０Ｈ１０、１０Ａ５および１２Ａ４、およびヒトＩｇＧ１（ｈｕＩｇＧ１）アイソタイプ
　コントロールＡｂを、１０μｇ／ｍｌから連続希釈し、４℃で２０分間、ｈＰＤ－Ｌ１
を発現するＥＳ－２卵巣癌腫細胞とインキュベートした。洗浄なしに、ビオチン化－１２
Ａ４　Ａｂを、４℃でさらに２０分間、０．４μｇ／ｍｌの最終濃度に加えた。洗浄後、
結合ビオチン－１２Ａ４を、蛍光ストレプトアビジン－ＰＥ二次試薬を使用して検出し、
フローサイトメトリーにより測定した。図３は、非標識化ｈＰＤ－Ｌ１　ＨｕＭＡｂの濃
度に対してプロットされた結合ビオチン－１２Ａ４の蛍光を示す。ＥＳ－２細胞へのビオ
チン－１２Ａ４の結合は、１２Ａ４それ自体ならびに１Ｂ１２および１２Ｂ７により実質
的にブロックされ、ｍＡｂ　５Ｆ８、１０Ａ５、１３Ｇ４および３Ｇ１０により中程度に
有意にブロックされたが、ｍＡｂ　１０Ｈ１０によりブロックされなかった。
【０２５２】
実施例４
抗－ＰＤ－１　Ａｂのフェーズ１臨床試験の設計
　フェーズ１試験を、選択された進行性固形腫瘍を有する患者において抗－ＰＤ－１の安
全性、抗腫瘍活性および薬物動態学を評価するために行った。ヒト抗－ＰＤ－１　ｍＡｂ
であるＢＭＳ－９３６５５８（本明細書においてニボルマブとも、米国特許第８，００８
，４４９号において５Ｃ４とも称される）を、それぞれ８週処置サイクルの２週毎に静脈
内注入として投与した。腫瘍状態を、それぞれのサイクル後に再評価した。患者が完全寛
解、許容されない毒性、疾患進行を経験するか、または同意を引っ込めるまで、患者に最
大２年（１２サイクル）間の処置を続けた。他の臨床的に安定であった患者において、提
案される免疫応答基準（Wolchokら, 2009）により推奨されるとおり、さらなる進行が現
れるまで、試験処置を見かけの最初の疾患進行を超えて続けられた。処置の最後に安定な
疾患（ＳＤ）または継続客観的応答（ＯＲ：完全応答［ＣＲ］または部分応答［ＰＲ］）
を有する患者を１年間追跡し、進行の場合においてさらに１年間、再処置を提供した。
【０２５３】
用量漸増
　進行性黒色腫（ＭＥＬ）、非小細胞性肺癌（ＮＳＣＬＣ）、腎細胞癌腫（ＲＣＣ）、去
勢抵抗性前立腺癌（ＣＲＰＣ）および結腸直腸癌（ＣＲＣ）を有する患者は、登録する(e
nroll)ために適格であった。用量レベルあたり３－６人の患者のコホートが、１．０、３
．０および１０．０ｍｇ／ｋｇで連続して登録された。用量漸増は、最低３人の患者が与
えられた用量レベルで安全性評価期間（５６日間）を完了したとき、１／３未満の患者に
おいて用量制限毒性で行った。患者内の用量漸増は許されなかった。
【０２５４】
コホート拡張
　最大耐量（ＭＴＤ）を達しなかった。最初に、約１６人の患者の５つの拡張コホートの
それぞれを、ＭＥＬ、ＮＳＣＬＣ、ＲＣＣ、ＣＲＰＣおよびＣＲＣに対して１０ｍｇ／ｋ
ｇで登録した。活性の最初のシグナルおよび次のプロトコールの修正のための６．５月中
断に基づいて、約１６人の患者のさらなる拡張コホートのそれぞれを、ＭＥＬ（１．０お
よび３．０ｍｇ／ｋｇで、次に、０．１、０．３または１．０ｍｇ／ｋｇにランダム化さ
らたコホート）、ＮＳＣＬＣ（１、３または１０ｍｇ／ｋｇにランダム化された扁平上皮
または非扁平上皮組織コホート）、およびＲＣＣ（１．０ｍｇ／ｋｇで）に対して登録し
た。１ｍｇ／ｋｇへの患者内の用量漸増を、０．１または０．３ｍｇ／ｋｇを受けた後に
、進行性疾患を有するＭＥＬ患者に対して許した。
【０２５５】
患者
　適格な患者は、進行性固形腫瘍；年齢＞１８歳；平均余命＞１２週；≦２の米国東海岸
(Eastern)共同腫瘍学グループの一般状態；固形腫瘍の応答評価基準（ＲＥＣＩＳＴ）、
修正を加えたｖ１．０による測定可能な疾患（Topalianら, 2012b参照）；十分な血液学
、肝臓および腎臓機能を証明し；全身的処置レジメン前に１－５を受けた。安定な処置さ
れた脳転移を有する患者を登録した。除外基準は、慢性自己免疫疾患の病歴、Ｔ細胞を調
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節するＡｂ（例えば、抗－ＣＴＬＡ－４、抗－ＰＤ－１、抗－ＰＤ－Ｌ１）での以前の治
療、免疫抑制薬治療を必要とする状態、および慢性感染症（例えば、ＨＩＶ、ＢまたはＣ
型肝炎）を含んだ。
【０２５６】
　ＭＥＬ（ｎ＝１０４）、ＮＳＣＬＣ（ｎ＝１２２）、ＲＣＣ（ｎ＝３４）、ＣＲＰＣ（
ｎ＝１７）、およびＣＲＣ（ｎ＝１９）を含む進行性固形腫瘍を有する全２９６人の患者
を、最大２０１２年２月まで４０月間ＢＭＳ－９３６５５８で処置した。２０１３年３月
までに、非小細胞性肺癌（ｎ＝１２９）、黒色腫（ｎ＝１０７）、ＲＣＣ（ｎ＝３４）、
ＣＲＰＣ（ｎ＝１７）、およびＣＲＣ（ｎ＝１９）を有する患者を含む３０６人の患者を
、２００８年１０月から２０１２年１月までＢＭＳ－９３６５５８で処置し、全員最低１
年観察した。２人の患者は、処置の完全なサイクルを受けず、応答を評価できると考えら
れなかった。中央年齢は６３歳（範囲２９－８５歳）であった。ＥＣＯＧ行動スコアは、
９８％の患者において０または１であった。大多数の患者はしっかり前処置され、４７％
がレジメン前に少なくとも３を受けた。注目すべき以前の治療は、ＭＥＬ患者において免
疫療法（６４％）およびＢ－ＲＡＦインヒビター（８％）；ＮＳＣＬＣ患者において白金
を用いた化学療法（９４％）およびチロシンキナーゼインヒビター（ＴＫＩ、３４％）；
およびＲＣＣ患者において腎摘出（９４％）、免疫療法（５９％）および抗血管形成治療
（７４％）を含んだ。全ての処置された集団（Ｎ＝３０６）のベースライン特性は、有効
性集団（応答の評価可能な患者、Ｎ＝２７０）のものと同様であった。患者の前処置の詳
細は、Ｔｏｐａｌｉａｎら（２０１２ｂ）において提供される。
【０２５７】
統計分析
　全ての処置された患者（Ｎ＝３０６）に対するベースライン特性および有害事象、およ
び２０１３年３月の肺癌、黒色腫および腎臓癌を有する２７０人の患者に対する有効性結
果を、報告する。薬物動態学および分子マーカー集団は、２０１２年２月の予備的分析の
利用できるデータを有する処置された患者からなった。有効性集団は、分析日の少なくと
も８月前に処置を開始する応答を評価可能な患者からなった。腫瘍測定を、治験担当医に
よるそれぞれの処置サイクル（４回）後に回収した。腫瘍測定に基づく個々の最も良い客
観的応答は、修正されたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によってスポンサー(sponsor)により評
価された。客観的応答は、少なくとも１つの連続腫瘍評価により確認した。客観的応答お
よび安定な疾患率を、Ｃｌｏｐｐｅｒ－Ｐｅａｒｓｏｎ方法を使用して信頼区間で概算し
た。ＰＦＳ、ＯＳ、生存率、および応答期間を含む時間事象(Time-to-event)評価項目を
、Ｋａｐｌａｎ－Ｍｅｉｅｒ方法を使用して概算した。ＡＥは、国際医薬用語集（Ｍｅｄ
ＤＲＡ）、ｖｅｒｓｉｏｎ　１５．１を使用してコード化された。頻度が高いモニタリン
グおよび／またはユニークな介入を必要とする有害事象として定義される、「特に興味あ
るＡＥ」（ＡＥＯＳＩ）の「免疫関連有害事象」としても称される、起こり得る免疫学的
病因での選択有害事象(Select adverse event)を、ＭｅＤＲＡの用語の予め定義された一
覧を使用して同定した。個々の最も良いＯＲは、修正されたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によ
って治験担当医報告データ由来であった。ＯＲを少なくとも１つの連続腫瘍評価により確
認し、ＯＲ率（ＯＲＲ＝｛［ＣＲ＋ＰＲ］÷ｎ｝×１００）を計算した。
【０２５８】
実施例５
抗－ＰＤ－１抗体で処置された患者に対する安全性評価
　臨床検査および研究室評価を含む安全性評価を、ベースラインおよび薬物の最後の投与
後最大１００日間一定間隔で全ての処置された患者において行った。ＡＥの重症度は、Ｎ
ＣＩ有害事象共通用語基準（ＮＣＩ　ＣＴＣＡＥ）、ｖ３．０に基づいてグレード化した
。コンピュータートモグラフィー（ＣＴ）または磁気共鳴イメージングを、ベースライン
で、およびそれぞれの処置サイクル後に腫瘍評価のために行った。
【０２５９】
　ＭＴＤは、この試験に対して試験されたＢＭＳ－９３６５５８の用量を超えて定義され
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ず、１０ｍｇ／ｋｇの最も高い計画された用量までであった。９０％以上の相対的ＢＭＳ
－９３６５５８用量強度が、８７％の患者においてなし遂げられた（詳細のためにTopali
anら, 2012b;Topalianら, 2013参照）。ＡＥは、国際医薬用語集（ＭｅｄＤＲＡ）、ｖｅ
ｒｓｉｏｎ　１４．１を使用してコード化された。ＡＥＯＳＩを、ＭｅＤＲＡの用語の予
め定義された一覧を使用して同定した。２９６人のうち１５人（５％）の患者は、ＢＭＳ
－９３６５５８－関連ＡＥによって処置を中断した。２０１２年２月の予備的分析におい
て、６２人（２１％）の患者は死に、２０１３年３月までに、１９５人の患者（６４％）
が最も一般的な死因である疾患進行で死んだ（Topalianら, 2012b；Topalianら, 2013）
。
【０２６０】
　最も一般的な有害事象は、因果関係にかかわらず、疲労、食欲の低下、下痢、嘔吐、咳
、呼吸困難、便秘、嘔吐、発疹、発熱および掻痒を含んだ（Topalianら, 2012b; Topalia
nら, 2013）。一般的なＢＭＳ－９３６５５８－関連ＡＥは、疲労、発疹、下痢、食欲の
低下および嘔吐を含んだ。大多数の事象は低いグレードであり、グレード３－４薬物関連
ＡＥが２９６人のうち４１人（１４％）の患者において観察された。処置関連ＡＥ（あら
ゆるグレード）が３０６人のうち２３０人の患者（７５％）において観察され、最も一般
的なものは疲労、発疹、下痢および掻痒であった（Topalianら, 2013）。ＢＭＳ－９３６
５５８－関連ＡＥの範囲、頻度および重症度は、処置期間に明白な関連なく、処置された
用量レベルにわたって一般的に類似であった。３０６人のうち５２人の患者（１７％）が
グレード３－４の処置関連有害事象を経験し、疲労（２％）、肺炎、リンパ球減少、下痢
、腹痛および低リン酸血症（それぞれ１％）が最も一般的であった。処置関連の重篤な有
害事象が、３０６人のうち４２人の患者（１４％）において起こった（Topalianら, 2013
）。
【０２６１】
　可能性のある免疫関連病因を有する薬物関連ＡＥＯＳＩを、頻度のより正確な概算を提
供するために臓器障害により分類した。特に肺炎、白斑、大腸炎、肝炎、下垂体炎および
甲状腺炎を含んだ。いずれかのグレードの処置関連選択有害事象が３０６人のうち１４０
人の患者（４６％）において観察され、最も一般的なものは発疹（１５％）、下痢（１３
％）および掻痒（１１％）（表２）であった。グレード３－４の処置関連選択事象が、１
９人の患者（６％）において見られた。
【０２６２】
　薬物関連有害事象を有する２３０人のうち５２人の患者（２３％）は、全身グルココル
チコイドおよび／または他の免疫抑制剤での管理を必要とした。肝臓または消化器ＡＥＯ
ＳＩを、必要なとき、コルチコステロイドの投与と共に、処置妨害で管理した。今まで処
置された患者のうち、これらのＡＥは、全ての場合において可逆性であった。内分泌ＡＥ
ＯＳＩは、補充療法で管理した。３０６人のうち３２人の患者（１１％）は、処置関連有
害事象によって治療を中断した。処置する医師の裁量で、患者にＢＭＳ－９３６５５８で
の処置を成功裏に再開した。２１人（４０％）が、毒性が解決された後に、再開すること
ができた。
【０２６３】
　薬物関連肺炎（いずれかのグレード）は、３０６人のうち１２人（４％）の患者におい
て起こった（Topalianら, 2013）。臨床提示は、無症候性患者において放射線学的異常か
ら、進行性の、びまん性肺浸潤と関連する症状（咳、発熱、呼吸困難）の範囲であった。
グレード３－４の肺炎が４人の患者（１％）において発症し、このうち３人の場合は致死
的（２人のＮＳＣＬＣ患者、１人のＣＲＣ）であった。肺炎の発生と腫瘍型、用量レベル
、または与えられた投与の数間の明確な関連は気付かなかった。１２人のうち９人の患者
において、肺炎は、処置中止および／または免疫抑制（グルココルチコイド、インフリキ
シマブ、ミコフェノール酸）で可逆性であった。２０１１年１１月における最新の肺炎関
連死の後に、７９人の患者は、これの、または他の処置関連原因からさらなる死亡なしで
、ニボルマブ（中央２９週、範囲２－６９週）を受け続けた。
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【０２６４】
実施例６
抗－ＰＤ－１抗体に対する薬物動態学／薬物動力学分析
　薬物動態学（ＰＫ）分析のために、連続血液サンプルを回収し、ＢＭＳ－９３６５５８
の血清濃度をＥＬＩＳＡを使用して定量した。薬物動力学（ＰＤ）分析のために、末梢血
単核細胞をベースラインおよびサイクル１後に患者から単離し、フローサイトメトリーに
よって循環ＣＤ３＋　Ｔ－細胞において、ＢＭＳ－９３６５５８によるＰＤ－１受容体占
有（ＲＯ）を概算した（Brahmerら, 2010）。
【０２６５】
　ＢＭＳ－９３６５５８の最大濃度を、注入の開始１－４時間後の中央Ｔｍａｘで観察し
た。ＢＭＳ－９３６５５８のＰＫは、０．１－１０ｍｇ／ｋｇの用量範囲において（ｎ＝
３５）、ＣｍａｘおよびＡＵＣ（０－１４ｄ）にて用量比例増加で直線であった。ＢＭＳ
－９３６５５８　ＰＤは、循環Ｔ－細胞上のＰＤ－１　ＲＯにより評価した。ＢＭＳ－９
３６５５８の１サイクルで処置された６５人のＭＥＬ患者からのＰＢＭＣは、隔週(biwee
kly)で０．１－１０ｍｇ／ｋｇで、６４％－７０％の範囲であるＢＭＳ－９３６５５８に
よる循環ＣＤ３＋　Ｔ－細胞上のＰＤ－１分子の中央占有を証明した（詳細のためにTopa
lianら, 2012b参照）。
【０２６６】
実施例７
抗－ＰＤ－１抗体により示される抗腫瘍有効性
２０１２年２月に分析されたデータ
　臨床的抗腫瘍活性が、試験された全てのＢＭＳ－９３６５５８用量で観察された。ＯＲ
（確認されたＣＲまたはＰＲ）は、ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬおよびＲＣＣを有する患者の相当
な割合において（表１および２；図４）、および、肝臓、肺、リンパ節および骨を含む転
移性疾患の種々の部位において（図５－７および示されていない）観察された。腫瘍退縮
が、慣用ならびに応答の「免疫関連」パターン、例えば、新規病変の存在における腫瘍組
織量における長期減少に続いた。個々の最も良い全体応答は、修正されたＲＥＣＩＳＴ　
ｖ１．０によって、治験担当医報告データから得た。ＯＲは、少なくとも１つの連続腫瘍
評価により確認した。データ分析時に、１０ｍｇ／ｋｇで処置されたＮＳＣＬＣを有する
２人の患者は、未確認の応答を有し、８人のさらなる患者（ＭＥＬ、ＮＳＣＬＣまたはＲ
ＣＣを有する）は、新規病変の存在においてベースライン標的病変において持続的低下を
有した（すなわち、「免疫関連」応答パターン）。これらの患者は、ＯＲ率を計算する目
的のために応答者として分類しなかった。抗腫瘍応答および／または長期疾患の安定化は
、受けた以前の治療にかかわりなく、患者において観察された（Topalianら, 2012bの補
足添付物４におけるＯＲおよびＳＤを有する患者に対する無進行期間の要約、参照）。
【０２６７】
　ＮＳＣＬＣ患者において、１４人のＯＲが、６％、３２％および１８％の反応率で、そ
れぞれ１、３または１０ｍｇ／ｋｇのＢＭＳ－９３６５５８用量で観察された。ＯＲは、
ＮＳＣＬＣ組織にわたって観察された：１８人の扁平上皮の６人の応答者（３３％）、５
６人の非扁平上皮の７人の応答者（１３％）、および２人のうち１人不明。ＯＲを有する
全１４人の患者にデータ分析前に、処置≧２４週を開始し、これらのうち８人は応答期間
≧２４週を有した（表１）。≧２４週持続する安定な疾患（ＳＤ）が、非扁平上皮組織を
有する全てのうち５人（７％）のＮＳＣＬＣ患者において観察された。ＭＥＬ患者中、２
６人のＯＲは、０．１－１０ｍｇ／ｋｇの範囲である用量で、用量レベルによって１９％
－４１％の範囲である反応率で観察された。３ｍｇ／ｋｇの用量レベルで、ＯＲは、１７
人のうち７人（４１％）の患者において気付いた。ＯＲをなし遂げた２６人のＭＥＬ患者
のうち１７人にデータ分析の前に処置≧１年を開始し、これらのうち１３人の患者はＯＲ
期間≧１年(yr)を有した。ＯＲを有する残りの８人の患者は試験＜１年であり、６人は１
．９－５．６月の範囲である応答を有した。≧２４週持続するＳＤは、６人（６％）の患
者において観察された。ＲＣＣ患者において、ＯＲは、１ｍｇ／ｋｇのＢＭＳ－９３６５
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５８用量で処置された患者の１７人のうち４人（２４％）および１０ｍｇ／ｋｇで処置さ
れた患者の１６人のうち５人（３１％）において起こった。データ分析の前に処置≧１年
を開始したＯＲを有する８人のＲＣＣ患者中、５人（６３％）はＯＲ期間≧１ｙｒを有し
た。≧２４週持続するＳＤは、さらなる９人（２７％）の患者において観察された。
【０２６８】
表１．２０１２年２月までに評価されたデータの有効性集団＊（Ｎ＝２３６）†における
ＢＭＳ－９３６５５８の臨床活性
【表１】

【０２６９】
＊有効性集団は、処置が２０１２年２月におけるデータ分析の少なくとも８月前に開始さ
れた応答を評価可能な患者からなり、ベースラインおよび以下の１つで測定可能な疾患を
有した：疾患進行または死の少なくとも１つの処置スキャンまたは臨床的証拠。
†ＣＲは完全応答、ＭＥＬは黒色腫、ＮＳＣＬＣは非小細胞性肺癌、ＯＲＲは客観的応答
率、ＰＦＳＲは無進行生存率、ＰＲは部分応答、ＲＣＣは腎細胞癌、ＳＤは安定な疾患、
ｎは患者数を示す。
‡客観的応答率（｛［ＣＲ＋ＰＲ］÷ｎ｝×１００）は、Ｃｌｏｐｐｅｒ－Ｐｅａｒｓｏ
ｎ方法を使用して計算される信頼区間で確認された応答に基づいて計算されている。個々
の患者応答は、修飾を備えたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によって判定された（Topalianら, 
2012b参照）。
§無進行生存率は、Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ方法を使用する信頼区間でＫａｐｌａｎ－Ｍｅｉ
ｅｒ方法論により計算される２４週生存した、患者の割合であった。
¶１つのＣＲ。
＊＊３ｍｇ／ｋｇ用量レベルで処置された１人のＮＳＣＬＣ患者は、進行性疾患の最初の
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評価を有し、次にＰＲを有し、応答者に分類された。
【０２７０】
表２．２０１２年２月までに評価されたＢＭＳ－９３６５５８＊に対する客観的応答の期
間
【表２】

【０２７１】
＊ＭＥＬは黒色腫、ＮＡは適用できない(not applicable)、ＮＳＣＬＣは非小細胞性肺癌
、ＲＣＣは腎細胞癌を示す。
†第１の応答から、確認された進行、死までの時間、または打ち切りデータについて、最
後の腫瘍評価までの時間。
‡１人の患者は、進行性疾患の最初の評価を超えて処置され、次にＰＲを有し；該患者は
、ＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０による反応率を計算する目的のために応答者に分類されたが、
応答の期間の計算に適していなかった。
【０２７２】
２０１３年３月の分析されたデータ
　客観的応答は、ＮＳＣＬＣ（１７％）、ＭＥＬ（３１％）およびＲＣＣ（２９％）を有
する患者において観察されたが、ＣＲＣまたはＣＲＰＣを有する患者において観察されな
かった。応答は、試験された全てのニボルマブ用量にわたって観察された；１ｍｇ／ｋｇ
、対３または１０ｍｇ／ｋｇを受けるＮＳＣＬＣ患者における反応率は、減少しているよ
うであった（それぞれ３％、対２４％および２０％）（表３および４）。応答する組織を
有する２７０人のうち１３人の患者（４．８％）は、ＲＥＣＩＳＴ基準を満たさなかった
慣用にとらわれない応答パターンを有した（例えば、最初の進行後の新規病変または退縮
の存在における標的病変における持続的低下）（Wolchokら, 2009）。さらなる患者は、
２４週間またはそれ以上ＳＤを示した（１０％　ＮＳＣＬＣ、７％　ＭＥＬ、２７％　Ｒ
ＣＣ）。１および２年の画期的なＯＳ率により反映される持続的生存は、以下のとおり、
応答する集団のそれぞれにおいて気付いた：ＮＳＣＬＣ、４２％および１４％；ＭＥＬ、
６２％および４３％；およびＲＣＣ、７０％および５０％（表３）。肺癌に対して９．６
月（扁平上皮および非扁平上皮ＮＳＣＬＣ組織に対してそれぞれ９．２および１０．１月
）、ＭＥＬに対して１６．８月、およびＲＣＣに対して２２月以上の中央ＯＳが、観察さ
れた；中央ＰＦＳは、ＮＳＣＬＣにおいて２．３月、ＭＥＬにおいて３．７月、およびＲ
ＣＣにおいて７．３月であった；および中央応答期間は、それぞれ７４、１０４および５
６週であった（表４）。疾患進行以外の理由のために治療を中断し、少なくとも２４週間
追跡された１６人の応答者のうち、１３人（８１％）は、分析時に応答であった（図８）
。
【０２７３】
表３．２０１３年３月に評価された有効性集団（Ｎ＝３０６）＊におけるニボルマブの臨
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床活性
【表３】

【０２７４】
＊客観的応答は、結腸直腸癌を有する１９人の患者または去勢抵抗性前立腺癌を有する１
７人の患者において見られなかった。
†客観的応答率（｛［ＣＲ＋ＰＲ］÷ｎ｝×１００）は、Ｃｌｏｐｐｅｒ－Ｐｅａｒｓｏ
ｎ方法を使用して計算される信頼区間で確認された応答に基づいて計算されている。個々
の患者応答は、修飾を備えたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によって判定された（方法Ｓ１およ
び試験プロトコール、ＮＥＪＭ．ｏｒｇ、参照）。
‡第１の応答から、確認された進行、死までの時間、または打ち切りデータについて（「
＋」により示される）、最後の腫瘍評価までの時間。
＊＊非小細胞肺癌を有する１２９人の患者のうち、１人は未知の組織を有し、客観的応答
を示さなかった。他の患者は、示されているとおり、扁平上皮または非扁平上皮組織を有
した。
§ＮＲ、到達しなかった；応答者が進行する可能性が５０％以下に下がる時点は、不十分
な数の事象および／または追跡によって、到達されていなかった。
¶追跡の不十分な期間。
【化１】

１人のＣＲは黒色腫と示され、１人のＣＲは腎臓癌と示された。
＃中央全生存は、この試験において腎臓癌を有する患者の範囲で死までの最も長い時間で
ある、２２月で到達しなかった。
＾ＮＥ、評価できない。
【０２７５】
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【表４－１】
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【表４－２】

【０２７６】
＊客観的応答率（｛［ＣＲ＋ＰＲ］÷ｎ｝×１００）は、Ｃｌｏｐｐｅｒ－Ｐｅａｒｓｏ
ｎ方法を使用して計算される信頼区間で確認された応答に基づいて計算されている。個々
の患者応答は、修飾を備えたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によって判定された（方法Ｓ１およ
び試験プロトコール、ＮＥＪＭ．ｏｒｇ、参照）。
†第１の応答から、確認された進行、死までの時間、または打ち切りデータについて（「
＋」により示される）、最後の腫瘍評価までの時間。
‡ＮＲ、到達しなかった；応答者が進行する可能性が５０％以下に下がる時点は、不十分
な数の事象および／または追跡によって、到達されていなかった。
§１人のＣＲは黒色腫と示され、１人のＣＲは腎臓癌と示された。
¶腫瘍進行を有する５人の患者は、０．１から１．０ｍｇ／ｋｇに用量増大させ、６人は
０．３から１．０ｍｇ／ｋｇに用量増大させた。これらの患者は治療に応答しなかった。
＃中央全生存は、この試験において腎臓癌を有する患者の範囲で死までの最も長い時間で
ある、２２月で到達しなかった。
＾ＮＥ、評価できない。
【０２７７】
実施例８
膜のＰＤ－Ｌ１発現および抗－ＰＤ－１応答間の相関関係
　ＰＤ－Ｌ１のＩＨＣ染色は、標準ＩＨＣプロトコール（Taubeら, 2012; Supp. Materia
ls）において、マウス抗－ヒトＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ　５Ｈ１（Dongら, 2002）を使用して
前処置ホルマリン固定パラフィン包埋（ＦＦＰＥ）腫瘍標本において行った。簡潔には、



(73) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

スライドガラス上にマウントした５μｍ－ＦＦＰＥ切片をキシレンにおいて脱パラフィン
化し、抗原賦活化装置（Biocare Medical）において１２０℃で１０分間ｐＨ９．０で、
Ｔｒｉｓ－ＥＤＴＡバッファーを使用して抗原回復を行った。内因性ペルオキシダーゼ、
ビオチンおよびタンパク質をブロックし（CAS system K1500, Dako; Avidin/biotin Bloc
king Kit, SP-2001, Vector Laboratories; Serotec Block ACE）、一次５Ｈ１　Ａｂを
２μｇ／ｍｌの濃度で加え、４℃で２０時間インキュベートした。二次Ａｂ（ビオチン化
抗－マウスＩｇＧ１、５５３４４１　ＢＤ）を、室温（ＲＴ）で３０分間１μｇ／ｍｌの
濃度で適用した。次に、シグナルを、製造業者のプロトコール（CAS system K1500, Dako
）にしたがって増幅で発生させた。切片をヘマトキシリンで対比染色し、エタノールにお
いて脱水し、キシレンにおいてクリアにし、カバースリップを適用した。
【０２７８】
　ＰＤ－Ｌ１に対して細胞表面染色を示す腫瘍細胞のパーセントを、処置結果が見えなく
された２人の独立した病理学者によりスコア化された。ＰＤ－Ｌ１陽性を、５％発現閾値
（Taubeら, 2012; Thompsonら, 2006）により標本毎に、多数の標本の場合において、標
本がこの基準を満たすとき、定義した。Ｆｉｓｈｅｒの直接確率検定を、ＰＤ－Ｌ１発現
およびＯＲ間の関連性を評価するために適用した。しかしながら、この分析は、部分的に
、集団の非ランダムなサブセットからの任意の生検に基づき、統計的仮説の試験は事前に
指定されていなかったことに注意すること。
【０２７９】
　４２人の患者（１８人ＭＥＬ、１０人ＮＳＣＬＣ、７人ＣＲＣ、５人ＲＣＣ、および２
人ＣＲＰＣ）からの６１個の前処置腫瘍標本を、腫瘍細胞表面ＰＤ－Ｌ１発現について分
析した（図８）。２５から４２人の患者からの生検標本は、ＩＨＣによりＰＤ－Ｌ１発現
に対してポジティブであった。Ｆｉｓｈｅｒの直接確率検定を、ｐｏｓｔ－ｈｏｃ分析に
おいてＰＤ－Ｌ１発現およびＯＲ間の関連性を評価するために適用した。４２人の表面－
ＰＤ－Ｌ１＋患者のうち、９人（３６％）はＯＲをなし遂げたが、ＰＤ－Ｌ１－腫瘍を有
する１７人の患者は、ＯＲをなし遂げなかった（図８Ａ）。したがって、患者のサブセッ
トにおいて、前処置生検における腫瘍細胞上のＰＤ－Ｌ１の細胞表面発現は、ＢＭＳ－９
３６５５８で処置された患者において、ＯＲ率の増加と関連するが、立証されたＰＤ－Ｌ
１－ネガティブ腫瘍を有する患者はＯＲを経験しなかった。これらのデータは、腫瘍ＰＤ
－Ｌ１発現が、抗－ＰＤ－１免疫療法に対する患者選択を可能にすることができる分子マ
ーカーであることを示す。
【０２８０】
実施例９
ＦＦＰＥ組織において膜のｈＰＤ－Ｌ１抗原を指向するウサギｍＡｂの単離
　ヒトＰＤ－Ｌ１ポリペプチドに対するウサギＡｂは、Epitomics, Inc. (Burlingame, C
A)によって、組換えヒトＰＤ－Ｌ１融合タンパク質を使用するウサギの免疫化により調製
した。抗血清力価を、ｈＰＤ－Ｌ１抗原での標準直接ＥＬＩＳＡを使用して、およびｈＰ
Ｄ－Ｌ１を過剰発現するトランスフェクト細胞を使用する細胞ＥＬＩＳＡを使用して評価
した。これらのＡｂは、ＦＦＰＥ組織切片のＩＨＣアッセイにより、ＰＤ－Ｌ１に結合す
る能力についてスクリーニングもした。最も高いＡｂ力価を有するウサギを脾臓摘出術の
ために選択した。脾臓から単離されたリンパ球を、４０ｘ９６－ウェルプレートにおいて
骨髄腫細胞に融合し、免疫ＰＤ－Ｌ１抗原に対するＥＬＩＳＡにより、およびｈＰＤ－Ｌ
１を過剰発現する細胞に対する細胞ＥＬＩＳＡによりスクリーニングした。ポジティブな
クローンを２４－ウェルプレートに拡張し、確認スクリーニングを直接ＥＬＩＳＡおよび
細胞ＥＬＩＳＡにより行った。スクリーニング抗原に特異的であったクローンの上清（ｓ
ｕｐｓ）を、ＩＨＣにより再スクリーニングした。
【０２８１】
　マウス抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂのセットもまた、ウサギｍＡｂに対して上記されてい
るのと同様のプロトコールを使用して、マウスの免疫化により生産した。
【０２８２】
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　スクリーニングされたウサギおよびマウス免疫化の両方からの合計１８５マルチクロー
ンのうち、１０個のみのウサギマルチクローンＡｂが、ｈＰＤ－Ｌ１の膜形態を特異的に
検出した。精製されたマウスサブクローンは、細胞表面ｈＰＤ－Ｌ１を特異的に検出する
ことが見られなかった。トップ５のウサギマルチクローンからの６０サブクローン（それ
ぞれ１２サブクローンを含む、指定された番号１３、２０、２８、２９および４９）を、
ＦＦＰＥ低密度組織マイクロアレイ（ＴＭＡ）におけるＩＨＣにより最初にスクリーニン
グし、次に限られた２５サブクローンにおいて確認および特異性検証をした。ウサギＩｇ
Ｇをネガティブアイソタイプコントロールとして使用し、ｍＡｂ　５Ｈ１（Dongら, 2002
）をポジティブコントロールとして使用した。特異性を、抗原前吸収アッセイにより、さ
らに検証した。ＩＨＣの２ラウンドによって、以下の１５個の精製されたサブクローンを
、染色の特異性および強度に関して非常に有望なＡｂとして選択した：１３－１、１３－
３、１３－７、１３－８；２０－５、２０－７、２０－１２、２０－６；２８－１、２８
－８、２８－１２；２９－８；４９－５、４９－７および４９－９。これらの選択された
Ａｂに対する免疫反応データは、表５において要約されている。
【０２８３】
表５．ウサギ抗－ｈＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂの免疫反応
【表５】

【０２８４】
＊ＰＤ－Ｌ１を安定にトランスフェクトされたＣＨＯ細胞　対　ＣＨＯ－Ｓコントロール
；
†ＰＤ－Ｌ１ポジティブ組織は、胎盤および１つの非小細胞性肺癌を含んだ；「非常に高
い」発現までの検出は、膜のＰＤ－Ｌ１の検出でのより良い感受性を示唆する。
【０２８５】
　さらなるアッセイを、表面プラズモン共鳴により、Ａｂ中の結合親和性および交差競合
を決定する（重複　対　異なるエピトープ領域を同定するために）ことを含む、精製され
たＡｂクローンをさらに特徴付けするために行った。全てのＡｂは、高い結合親和性（Ｋ
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Ｄ＜１０－９Ｍ）を示した。これらの１５の精製されたクローンをまた、ＰＤ－Ｌ１の細
胞表面発現に対してポジティブまたはネガティブであることが知られている種々の細胞お
よび組織型に対する標準切片またはＦＦＰＥ低密度ＴＭＡにおけるＩＨＣにより、再スク
リーニングした。ウサギＩｇＧをアイソタイプコントロールとして使用し、ｍＡｂ　５Ｈ
１をポジティブコントロールとして使用した。高い濃度（１０μｇ／ｍｌ）で、クローン
２８－ｘおよび４９－ｘは組織において低いから中程度のレベルのバックグラウンド染色
を示したが、クローン１３－ｘはバックグラウンド染色を示さず、１３－ｘクローンは広
ダイナミックレンジを有するということを示唆した。２０－ｘクローンは、主に細胞質お
よび拡散であった種々の程度のバックグラウンド染色を示した。膜のＰＤ－Ｌ１の非常に
強力な特異的な検出を有するクローンである、ウサギクローン２８－８（ＳＰＲにより決
定されるとき、ＫＤ＝１００ｐＭ）、後のＩＨＣアッセイのための主なＡｂとして選択さ
れた。ＭＡｂ　２８－１、２８－１２、２０－１２および２９－８は、それぞれ、１３０
ｐＭ、９４ｐＭ、１６０ｐＭおよび１２００ｐＭのＫＤ値を有した。ｍＡｂ２８－８の重
鎖可変（ＶＨ）および軽（カッパ）鎖可変（Ｖκ）領域の配列は、それぞれ、配列番号３
５および３６に記載されている。２８－８　Ａｂは、ＳＰＲ分析に基づいて、マウスｍＡ
ｂ　５Ｈ１と異なるエピトープを認識することが示された。クローン２８－１、２８－１
２、２９－８および２０－１２は、ＦＦＰＥ組織において膜のＰＤ－Ｌ１の強力な検出に
関して次に良いＡｂであった。ｍＡｂ１３－１は膜のＰＤ－Ｌ１の検出に関して最も良い
特異性を有したが、最大検出レベルは、他の主なＡｂのものよりも低かった。ウェスタン
ブロッティングもまた、ＰＤ－Ｌ１に対する上位の選択されたＡｂの特異性を立証するた
めに、プラス／マイナス抗原競合で行った。
【０２８６】
　異なる腫瘍型からの腫瘍細胞および腫瘍浸潤炎症性細胞を含むＦＦＰＥ試験組織サンプ
ルにおいて、膜のＰＤ－Ｌ１へのｍＡｂ　５Ｈ１および２８－８の結合を比較した。膜の
ＰＤ－Ｌ１発現を、２人の独立した病理学者により行われるヒストスコア方法を使用して
評価した。４つのＮＳＣＬＣ、２つのＭＥＬ、および２つのＲＣＣ腫瘍が、２ｍｇ／ｍｌ
で２８－８および５ｍｇ／ｍｌで５Ｈ１で染色された。データは表６に一覧とされており
、図９にグラフで示されている。ウサギｍＡｂ２８－８は、２．５倍少ないＡｂを使用し
て、１０個のうち７個のサンプルに対してより良い検出（より高いヒストスコア）を示し
、１つのサンプルのみにおいて、ｍＡｂ２８－８よりもわずかに高い５Ｈ１に対するヒス
トスコアであった。
【０２８７】
表６．ヒストスコア分析によるｍＡｂ　２８－８および５Ｈ１の比較
【表６】

【０２８８】
　Taubeら (2012)は、ｍＡｂ　５Ｈ１が細胞表面に結合したことを培養細胞におけるフロ
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ーサイトメトリーにより証明し、ＰＤ－Ｌ１への結合の特異性を、組織切片への５Ｈ１　
ｍＡｂの結合を競合的にブロックするＰＤ－Ｌ１融合タンパク質を使用して確認した。こ
れらの著者らはまた、Gadiotら (2011)により以前に記載されている５Ｈ１をウサギポリ
クローナル抗－ｈＰＤ－Ｌ１　Ａｂである４０５９と比較し、５Ｈ１がＦＦＰＥサンプル
における細胞表面染色パターンを示し、ｐＡｂ　４０５９が広範な細胞質染色を証明した
ことを見出した。さらに、５Ｈ１をウェスタンブロット分析によりｐＡｂ　４０５９と比
較したとき、グリコシル化ＰＤ－Ｌ１の５０ｋＤａバンドを特異的に検出した５Ｈ１と対
照的に、Ａｂ　４０５９は、グリコシル化ＰＤ－Ｌ１の予期される質量に対応する５０ｋ
Ｄａタンパク質に加えて、黒色腫細胞の溶解物において複数のタンパク質に結合した（Ta
ubeら, 2012）。Taubeら (2012)の結果および本明細書に記載されている（表７に要約さ
れている）結果に反して、Gadiotら (2011)は、ｍＡｂ　５Ｈ１がＦＦＰＥ組織サンプル
において高レベルのバックグラウンド染色を生じたことを報告し、ｐＡｂ　４０５９がＦ
ＦＰＥサンプルにおいてＰＤ－Ｌ１の十分な特異的染色を生じたことを見出した。Gadiot
ら (2011)により試験された１３個の他のＡｂはいずれも、高いバックグラウンド染色を
与えるＦＦＰＥ組織を染色しなかったか、またはＰＤ－Ｌ１融合タンパク質競合によりブ
ロックされず、ＦＦＰＥ組織においてＰＤ－Ｌ１に特異的に結合する抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂを得る困難性を強調した。
【０２８９】
　本試験において、自動ＩＨＣアッセイ（実施例１０参照）を、ＰＤ－Ｌ１を発現する種
々の細胞を含むＦＦＰＥ組織サンプルへのいくつかの市販されている抗－ＰＤ－Ｌ１　Ａ
ｂおよび５Ｈ１（Dongら, 2002）の結合を評価するために使用した。表７に要約されてい
る結果は、試験された市販されているＡｂは、ＰＤ－Ｌ１を発現するか、またはＰＤ－Ｌ
１を発現するＣＨＯ細胞　対　ＰＤ－Ｌ１を発現しないトランスフェクトされていない親
ＣＨＯ細胞を明確に区別することが知られているヒト組織において、膜のＰＤ－Ｌ１発現
を特異的に認識しなかったことを示す。特異的に認識された膜のＰＤ－Ｌ１に結合するポ
リクローナル　Ａｂ（ｐＡｂ）４０５９の無能力は、Taubeら (2012)の発見と一致する。
２８－８の結合は、このアッセイにおいて５Ｈ１のものと同様であるが、ヒストスコア分
析は、２８－８が５Ｈ１よりもより良く働くことを示唆する。
【０２９０】
表７．ＰＤ－Ｌ１発現細胞を含むＦＦＰＥサンプルへのｍＡｂの結合
【表７】

【０２９１】
＊ＰＤ－Ｌ１を安定にトランスフェクトされたＣＨＯ細胞　対　親ＣＨＯ－Ｓネガティブ
コントロール；
†ＰＤ－Ｌ１ポジティブ組織は、扁桃腺および／または胸腺を含んだ；
ｍＡｂ、マウスモノクローナルＡｂ；ｐＡｂ、ウサギポリクローナルＡｂ。
【０２９２】
実施例１０
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ＰＤ－Ｌ１発現を評価するための自動ＩＨＣプロトコールの開発
　自動ＩＨＣプロトコールを、ＦＦＰＥ標本におけるＰＤ－Ｌ１発現をアッセイするため
に開発した。組織切片（４μｍ）をスライドにマウントし、キシレンに５分間２回浸すこ
とにより自動染色器（Ｌｅｉｃａ）で脱パラフィン化し、それぞれ２分間で１００％Ｅｔ
ＯＨに２回、９５％（ｖ／ｖ）ＥｔＯＨに２回、７０％（ｖ／ｖ）ＥｔＯＨに１回、およ
び脱イオン水（ｄＨ２Ｏ）に１回浸すことにより再水和した。抗原回復を抗原賦活化装置
（Biocare Medical Decloaking Chamber Plus）およびＤａｋｏ　ｐＨ６　バッファーを
使用して行い、１１０℃（Ｐ１）に１０分間加熱し、次に、次の工程（９８℃でＰ２　Ｆ
ＡＮ　ＯＮ；９０℃でＦＡＮ　ＯＦＦ）に移した。スライドを室温（ＲＴ）で１５分間冷
却し、約１分間、水で濯いだ。
【０２９３】
　試薬を自動染色器（BioGenex i6000）に設置し、組織領域を、ｐａｐ　ｐｅｎを使用し
て定義した。自動染色器をリサーチモードにおいて使用して働くＩＨＣアッセイは、以下
の工程を含んだ：１０分間Ｐｅｒｏｘｉｄａｓｅ　Ｂｌｏｃｋ（Leica）を使用して内因
性ペルオキシダーゼを中和し、次にＩＨＣ洗浄バッファー（Dako）で３回濯ぐ；スライド
にＰｒｏｔｅｉｎ　Ｂｌｏｃｋ（Leica）を適用し、ＲＴで１０分間インキュベートし、
次に洗浄バッファーで３回洗浄する；スライドに一次Ａｂ（２μｇ／ｍｌ）を適用し、Ｒ
Ｔで１時間インキュベートし、次に洗浄バッファーで６回洗浄する；スライドにＰｏｓｔ
　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｂｌｏｃｋ（NovoLink Kit）を加え、３０分間インキュベートし、次
に洗浄バッファーで６回洗浄する；スライドにＮｏｖｏＬｉｎｋ　Ｐｏｌｙｍｅｒ（Novo
Link Kit）を加え、３０分間インキュベートし、次に洗浄バッファーで６回洗浄する；Ｄ
ＡＢクロモゲン基質（NovoLink Kit）を加え、３分間展開し、次にＲＴでｄＨ２Ｏで５回
濯ぎ；ＲＴで１分間ヘマトキシリン（NovoLink Kit）で対比染色し、次に、ＲＴで５ｔｉ
ｍｅ間ｄＨ２Ｏで３回洗浄する。一次Ａｂは、表４に示されているウサギ抗－ＰＤ－Ｌ１
　Ａｂから選択された；ｍＡｂ２８－８が好ましいＡｂであった。ネガティブコントロー
ルとして、ウサギＩｇＧ（Dako）を使用した。組織切片を、７０％　ＥｔＯＨに２分間１
回、９５％　ＥｔＯＨに２分間２回、および７０％　ＥｔＯＨに２分間３回洗浄すること
によりＬｅｉｃａ自動染色器を使用して脱水し、キシレンに５分間３回洗浄することによ
りクリアにした。切片を、スライドにｐｅｒｍｏｕｎｔで永久的にマウントし、カバース
リップでカバーし、乾燥させるために化学フード（ｈｏｏｄ）に移した。
【０２９４】
実施例１１
抗－ＰＤ－Ｌ１抗体のフェーズ１臨床試験の設計
試験設計
　フェーズ１試験を、選択された進行性固形腫瘍を有する患者においてＢＭＳ－９３６５
５９（本明細書および米国特許第７，９４３，７４３号において１２Ａ４とも称される）
の安全性および耐容性を評価するために行った。副次的目的は、ＢＭＳ－９３６５５９の
抗腫瘍活性の最初の評価および薬物動態学評価を含んだ。薬物動力学測定は予備的目的を
含んだ。患者を、それぞれのサイクルの１、１５および２９日目の２週毎に、６０分静脈
内注入として投与されるＢＭＳ－９３６５５９の６週サイクルにおいて処置した。患者が
許容されない毒性、疾患進行を経験するか、または同意を引っ込めるまで、最大１６サイ
クルの処置を続けた。臨床的に安定であった数人の患者において、さらなる進行が確認さ
れるまで、最初の疾患進行を超える処置が許された。
【０２９５】
用量漸増
　進行性ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＣＲＣ、ＲＣＣ、卵巣（ＯＶ）、胃（ＧＣ）、乳房（ＢＣ
）および膵臓（ＰＣ）癌腫を有する患者は、登録するために適格であった。速められた滴
定設計を使用して、安全性を０．３、１、３および１０ｍｇ／ｋｇの用量で評価した。サ
イクル１中≧グレード２薬物関連ＡＥであった、１人の患者をそれぞれの連続コホートに
登録した。次に、２人のさらなる患者をその用量レベルで登録し、試験を標準３＋３設計
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に移行した。患者内の用量漸増または段階的縮小は許されなかった。１／３未満の患者が
用量制限毒性を有した場合、最大耐量（ＭＴＤ）を最も高い用量として定義した。
【０２９６】
コホート拡張
　最初に、５つの拡張コホート（ｎ＝１６／コホート）を、ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＲＣＣ
、ＯＶおよびＣＲＣを有する患者に対して１０ｍｇ／ｋｇで登録した。活性の最初のシグ
ナルに基づいて、さらなる拡張コホート（最大ｎ＝１６／コホート）を、ＭＥＬ（１．０
および３．０ｍｇ／ｋｇで）、ＮＳＣＬＣ（１、３または１０ｍｇ／ｋｇランダム化され
た扁平上皮または非扁平上皮組織コホート）、およびＰＣ、ＢＣおよびＧＣに対して１０
ｍｇ／ｋｇで登録した。
【０２９７】
患者
　患者は、進行性ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＲＣＣ、ＯＶ、ＣＲＣ、ＰＣ、ＧＣまたはＢＣを
立証することが必要であり、進行性／転移性疾患に対する少なくとも１つの以前の腫瘍に
適当な治療に失敗した（処置ナイーブであり得るＰＣまたはＧＣ患者を除いて）。他の試
験対象患者基準は、年齢≧１８年、平均余命≧１２週、≦２の米国東海岸共同腫瘍学グル
ープの一般状態、ＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０により定義される測定可能な疾患、および十分
な血液学、肝臓および腎臓機能を含んだ。処置された脳転移を有する患者は、少なくとも
８週間安定であるとき、許容された。主な除外基準は、自己免疫疾患またはステロイドま
たは免疫抑制薬治療を必要とする他の疾患の病歴、Ｔ細胞を調節するＡｂでの以前の治療
（抗－ＰＤ－１、抗－ＰＤ－Ｌ１および抗－ＣＴＬＡ－４を含む）、ＨＩＶ、または活動
性ＢまたはＣ型肝炎の病歴を含んだ。
【０２９８】
　この継続試験において、ＮＳＣＬＣ（ｎ＝７５）、ＭＥＬ（ｎ＝５５）、ＣＲＣ（ｎ＝
１８）、ＲＣＣ（ｎ＝１７）、ＯＶ（ｎ＝１７）、ＰＣ（ｎ＝１４）、ＧＣ（ｎ＝７）ま
たはＢＣ（ｎ＝４）を有する２０７人の患者を、３４か月間ＢＭＳ－９３６５５９で処置
した。これは安全性データを含む。有効性を、１６０人の応答を評価可能な患者において
特徴付けた。全患者集団および応答を評価可能な患者集団のベースライン人口学的特性は
、非常に類似であった（Brahmerら, 2012）。処置された患者中、８６％は以前の化学療
法を受けており、２８％は免疫学または生物学治療を受けている。腫瘍型による以前の治
療は、ＭＥＬを有する患者において免疫療法（５６％）およびＢ－ＲＡＦインヒビター（
９％）；ＮＳＣＬＣを有する患者において白金を用いた化学療法（９５％）およびチロシ
ンキナーゼインヒビター（ＴＫＩ；４１％）；および、ＲＣＣを有する患者において腎摘
出（９４％）、抗血管形成治療（８２％）および免疫療法（４１％）を含んだ（患者の前
処置の詳細について、Brahmerら, 2012参照）。
【０２９９】
統計分析
　分析日の処置を開始する全２０７人の患者を、ベースライン特性およびＡＥの要約のた
めに使用した。有効性集団は、分析日の少なくとも７月前に処置を開始した１６０人の応
答を評価可能な患者からなった。ＡＥは、ＭｅｄＤＲＡ　ｖ１４．１を使用してコード化
された。個々の最も良い全体応答は、修正されたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０による放射線ス
キャン測定由来であった。ＯＲを少なくとも１つの連続腫瘍評価により確認した。統計方
法に関するさらなる詳細は、Brahmerら (2012)において提供される。
【０３００】
実施例１２
抗－ＰＤ－Ｌ１抗体で処置された患者に対する安全性評価
　安全性評価（臨床検査および研究室評価）を、ベースラインおよび一定間隔（サイクル
１の期間、週に１回、およびその後、隔週）で全ての処置された患者において行った。Ａ
Ｅの重症度は、ＮＣＩ　ＣＴＣＡＥ、ｖ３．０に基づいてグレード化した。コンピュータ
ートモグラフィー（ＣＴ）スキャンまたは磁気共鳴イメージングを介する疾患評価を、ベ
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ースラインで、およびそれぞれの処置サイクル前に行った。
【０３０１】
　ＭＴＤは、ＢＭＳ－９３６５５９の１０ｍｇ／ｋｇの最も高い試験される用量まで到達
しなかった。治療の中央期間は１２週（範囲２．０－１１１．１週）であった。９０％≧
の相対的用量強度が、８６％の患者においてなし遂げられた。２０７人の患者のうち１２
人（６％）を、ＢＭＳ－９３６５５９関連ＡＥのための処置を中止した（詳細のために、
Brahmerら, 2012参照）。
【０３０２】
　因果関係（あらゆるグレード）にかかわらず、ＡＥが２０７人の患者の１８８人におい
て報告された。治験担当医が評価したＢＭＳ－９３６５５９－関連ＡＥは、２０７人のう
ち１２６人（６１％）の患者において観察された。最も一般的な薬物関連ＡＥは、疲労、
注入反応、下痢、関節痛、発疹、嘔吐、掻痒および頭痛であった。大多数の事象は低いグ
レードであり、ＢＭＳ－９３６５５９－関連グレード３－４の事象が２０７人のうち１９
人（９％）の患者において観察された（Brahmerら, 2012）。ＢＭＳ－９３６５５９－関
連ＡＥの範囲、頻度および重症度は、注入反応を除いて、用量レベルにわたって類似であ
った。起こり得る免疫関連病因を有する薬物関連ＡＥＯＳＩは、２０７人のうち８１人（
３９％）の患者において観察され、発疹、甲状腺機能低下、肝炎を含み、サルコイドーシ
ス、眼内炎、糖尿病および重症筋無力症をそれぞれ単独の場合にて含んだ（Brahmerら, 2
012）。これらのＡＥは、主にグレード１－２であり、処置妨害または中止で一般的に可
逆性であった。著しく、９人の患者を、ＡＥの管理のためにコルチコステロイドで処置し
た。ＡＥは、全患者において改善または解決された。さらに、これらの９人のうち４人の
患者は、コルチコステロイドでの処置にもかかわらず、疾患コントロールを維持した。内
分泌腺ＡＥは、補充療法で管理し、処置する医師の裁量で、患者にＢＭＳ－９３６５５９
での処置を再開した。注入反応が、２０７人のうち２１人（１０％）の患者において、主
に１０ｍｇ／ｋｇで観察された。該患者らは、１０ｍｇ／ｋｇでの１人のグレード３事象
を除いて、グレード１－２であった。注入反応は、抗ヒスタミン剤および解熱で、いくつ
かの場合においてコルチコステロイドで、一般的に迅速に可逆性であった。抗ヒスタミン
剤および解熱での予防レジメンを、試験中、実施した。グレード１－２注入反応を有する
患者は、予防的抗ヒスタミン剤および解熱と共に、低下させた注入速度で、ＢＭＳ－９３
６５５９での処置を続けることができた。ＢＭＳ－９３６５５９－関連の重度のＡＥが２
０７人のうち１１人（５％）の患者において起こった。データ分析日に、４５人の患者（
２２％）は死んでいた（Brahmerら, 2012）；薬物関連死は観察されなかった。
【０３０３】
実施例１３
抗－ＰＤ－Ｌ１抗体に対する薬物動態学／薬物動力学分析
　ＰＫ分析のために、連続血液サンプルを回収し、ＢＭＳ－９３６５５９の血清濃度をＥ
ＬＩＳＡにより定量した。末梢血単核細胞をベースラインおよび１つの処置サイクル後に
患者から単離し、フローサイトメトリーによって循環ＣＤ３－ポジティブＴ－細胞におい
て、ＢＭＳ－９３６５５９によるＰＤ－Ｌ１　ＲＯをアッセイした（Brahmerら, 2010）
。
【０３０４】
　ＢＭＳ－９３６５５９の血清濃度を、１－１０ｍｇ／ｋｇから用量依存的に増加させた
（ｎ＝１３１）。１、３および１０ｍｇ／ｋｇ用量レベルに対する幾何学的平均曲線下面
積（０－１４日間）はそれぞれ、２２１０、７７５０および３６６２０μｇ／ｍＬ・ｈｒ
であった（変数係数［ＣＶ］３４－５９％）；これらの用量レベルでの幾何学的平均ピー
ク濃度はそれぞれ、２７、８３および２７２μｇ／ｍＬであった（ＣＶ　３０－３４％）
（最初の投与後）。ＢＭＳ－９３６５５９の半減期を、集団薬物動態学データから約１５
日と概算した。ＣＤ３－ポジティブ末梢血リンパ球におけるＰＤ－Ｌ１　ＲＯを、１－１
０ｍｇ／ｋｇのＢＭＳ－９３６５５９用量で、処置の１サイクルの最後に、２９人のＭＥ
Ｌ患者において評価した。中央ＲＯは、全グループに対して６５％を超えた（Brahmerら,
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【０３０５】
実施例１４
抗－ＰＤ－Ｌ１抗体により示される抗腫瘍有効性
　処置された２０７人のうち１６０人の患者を、２０１２年２月によって応答について評
価でき、ＮＳＣＬＣ、ＭＥＬ、ＣＲＣ、ＲＣＣ、ＯＶおよびＰＣを有する患者を含んだが
、ＧＣまたはＢＣを有する患者を含まなかった。臨床活性は、≧１ｍｇ／ｋｇの全ての用
量で観察された（Brahmerら, 2012）。ＯＲ（確認された完全［ＣＲ］または部分［ＰＲ
］応答）は、典型的なクモ状プロットおよびＣＴスキャンにより説明されるとおり（図１
０－１３）、ＭＥＬ、ＮＳＣＬＣ、ＲＣＣおよびＯＶを有する患者（表８）において観察
され、多数のＯＲおまた持続的であった（表９）。４人のさらなる患者は、応答の「免疫
関連」パターンと一致する、新規病変の存在において標的病変において持続的低下を有し
た。しかしながら、これらの患者は、反応率を計算する目的のために、応答者として分類
しなかった。抗腫瘍応答および／または長期安定な疾患（ＳＤ）は、種々の以前の受けた
治療を有する患者において観察された。ＯＲは、転移性疾患の広範な負担を有する患者に
おいてさえ観察された。
【０３０６】
　ＭＥＬを有する患者において、１、３および１０ｍｇ／ｋｇ用量レベルでそれぞれ６％
、２９％および１９％の反応率で９人のＯＲがあった。３人のＭＥＬ患者はＣＲをなし遂
げた。ＯＲを経験した全９人のＭＥＬ患者は、データ分析の前に処置≧１年を開始した；
これらの５人は、応答期間≧１年を有した。さらに、１４人のＭＥＬ患者（２７％）は、
≧２４週持続するＳＤを有した。ＮＳＣＬＣを有する患者において、３および１０ｍｇ／
ｋｇ用量レベルでそれぞれ、８％および１６％の反応率で５人のＯＲがあった。非扁平上
皮（ｎ＝４）または扁平上皮組織（ｎ＝１）を有する患者においてＯＲがあった。全５人
のＮＳＣＬＣ応答者は、データ分析の前に処置≧２４週を開始した；これらのうち３人は
≧２４週持続する応答を有した。６人のさらなるＮＳＣＬＣ患者は、≧２４週持続するＳ
Ｄを有した。全て１０ｍｇ／ｋｇ用量で、ＯＶを有する１７人の患者のうち１人のＰＲ（
６％反応率）および≧２４週持続するＳＤを有する３人の患者（１８％）であった。ＲＣ
Ｃを有する患者において、１０ｍｇ／ｋｇで処置された１７人のうち２人（１２％）患者
において、それぞれ４および１８月持続する応答で、ＯＲがあった。７人のさらなるＲＣ
Ｃ患者は≧２４週持続するＳＤを有した。
【０３０７】
表８．１６０人の患者におけるＢＭＳ－９３６５５９の臨床活性、評価できる応答＊
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【０３０８】
ＣＩは信頼区間を、ＭＥＬは黒色腫を、ＲＣＣは腎細胞癌腫を、ＮＳＣＬＣは非小細胞性
肺癌を、ＯＶは卵巣癌を、ＲＣＣは腎細胞癌腫を、Ｎ／Ａは適用できないを、ＯＲＲは客
観的応答率（完全応答＋部分応答）を、ＳＤは安定な疾患を、ＰＦＳＲは無進行生存率を
示す。
＊有効性集団は、分析日の少なくとも７月前に処置を開始し、ベースライン腫瘍評価およ
び少なくとも以下の１つ：試験時の腫瘍評価、臨床的進行または死で、測定可能な疾患を
有した応答を評価可能な患者からなる。
†２人のＣＲを含む
††１人のＣＲを含む
§客観的応答率（｛［ＣＲ＋ＰＲ］÷ｎ｝×１００）は、Ｃｌｏｐｐｅｒ－Ｐｅａｒｓｏ
ｎ方法を使用して計算される信頼区間のみで確認された応答に基づく。
＊＊無進行生存率は、Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ方法を使用する信頼区間でＫａｐｌａｎ－Ｍｅ
ｉｅｒ方法論により計算され、進行せず、２４週で生存であった患者の割合であった。
【０３０９】
　個々の患者応答は、修飾を備えたＲＥＣＩＳＴ　ｖ１．０によって判定された（さらな
る情報のために、Brahmerら (2012) N Engl J Med（提出された）における試験プロトコ
ール、参照）。
【０３１０】
表９．ＢＭＳ－９３６５５９＊に対する客観的応答の期間



(82) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

【表９】

【０３１１】
＊ＭＥＬは黒色腫、ＮＳＣＬＣは非小細胞性肺癌、ＲＣＣは腎細胞癌、ＯＶは卵巣癌を示
す。
†第１の応答から、確認された進行、死までの時間、または打ち切りデータについて（「
＋」により示される）、最後の腫瘍評価までの時間。
【０３１２】
実施例１５
進行性ＭＥＬにおける抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４のフェーズ１臨床試験の設計
試験設計
　フェーズ１試験において、患者の連続コホートは、静脈内に同時に投与される上昇する
用量のニボルマブおよびイピリムマブで処置され（同時レジメン）、および別に、患者の
２つのコホートは、イピリムマブで以前に処置され、ニボルマブ単独を受けた（連続レジ
メン）。
【０３１３】
　同時レジメンにおいて、患者は、誘導期間中、３週毎にニボルマブおよびイピリムマブ
を４回、次に３週毎にニボルマブ単独を４回受けた。次に、併用処置は、維持期間中、１
２週毎に最大８回続けた。両方の薬物が共に投与されたとき、ニボルマブを先に投与した
。コホート内で、ニボルマブおよびイピリムマブ用量は、誘導および維持期間中、一定に
保った。用量制限毒性評価期間は９週にわたった。腫瘍評価は１２、１８、２４および３
６週で、その後１２週毎であった。
【０３１４】
　連続レジメンにおいて、試験登録の前にイピリムマブで以前に処置された患者は、２週
毎にニボルマブを最大４８回受けた。ニボルマブ治療は、イピリムマブ単剤療法後に４－
１２週以内に開始した。腫瘍評価は、８週で、その後８週毎であった。腫瘍応答は、両方
のレジメンにおいて、ｍＷＨＯおよび免疫関連ｍＷＨＯ基準を使用して判定された。
【０３１５】
　治療完了後、確認される疾患進行なしの患者は、最大２．５年追跡された。ＣＲ、ＰＲ
またはＳＤ≧２４週および後の疾患進行を有する患者は、元のレジメンで再処置され得る
。安全性評価を、プロトコールごとに行った。ＡＥの重症度を、国立癌研究所有害事象共
通用語基準、ｖｅｒｓｉｏｎ　３．０にしたがってグレード化した。適当なときＣＴおよ
び／またはＭＲＩを使用して、疾患評価を、プロトコールごとに行った。
【０３１６】
用量漸増およびコホート拡張
　用量漸増フェーズのために標準３＋３設計を使用する同時レジメン、次に最大耐量また
は最大投与用量での合計最大１６人の患者に対するコホート拡張を評価するために、試験
を最初に計画した。用量漸増のための用量制限毒性（ＤＬＴ）評価期間は９週であった。
患者内用量漸増が認められず、ＤＬＴを経験した患者は治療から中断した。薬物関連毒性



(83) JP 6448533 B2 2019.1.9

10

20

30

40

50

以外の理由のためにＤＬＴ評価期間中に試験から離脱した患者は置き換えることができた
。プロトコールは、用量漸増中の任意の同時レジメンコホートの拡張をＮ＝最大１２人の
患者に可能となるように修正された。２つの連続レジメンコホート（それぞれ６から１６
人の患者）を後で加えた；患者は、前のイピリムマブを受けた後に、ニボルマブ（１ｍｇ
／ｋｇまたは３ｍｇ／ｋｇ）で処置された。
【０３１７】
患者
　適格な患者は、年齢１８歳であり、測定可能な切除不能なステージＩＩＩまたはＩＶ黒
色腫の診断；０－１の米国東海岸共同腫瘍学グループの一般状態、ここで０が無症候性で
あり、１が軽度の対症的である；十分な臓器機能；および平均余命≧４月を有した。活性
な未処置の中枢神経系転移；自己免疫疾患の病歴；Ｔ細胞を調節する抗体（連続レジメン
コホートのためのイピリムマブを除く）での以前の治療；ＨＩＶ；またはＢまたはＣ型肝
炎を有する患者を除いた。
【０３１８】
　連続レジメンコホートにおいて、患者は、ニボルマブの開始の４－１２週以内に投与さ
れる最後の用量で、３つの事前の用量のイピリムマブを受けることが必要であった。ＣＲ
、臨床的悪化の証拠での進行、またはイピリムマブと関連する高いグレードＡＥの病歴を
有する患者を除いた（プロトコールの詳細のために、Wolchokら 2013a、参照）。
【０３１９】
　８６人の患者を２００９年１２月から２０１３年２月で処置し、５３人が同時レジメン
であり、３３人が連続レジメンであった。ベースライン患者特性は、Wolchokら (2013a)
に詳細に述べられている。同時および連続レジメンにおいて、それぞれ３８％および１０
０％の患者が全身療法の前に受けた。大多数の患者はＭ１ｃ疾患を有し、＞３０％が血清
乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）の上昇を有した。連続レジメンコホートに登録された多
数の患者は、前のイピリムマブ処置で放射線進行（７３％）を証明した。
【０３２０】
ＰＤ－Ｌ１免疫組織化学
　前処置ＰＤ－Ｌ１発現を、ウサギ抗－ＰＤ－Ｌ１　ｍＡｂ、２８－８を使用するＦＦＰ
Ｅ腫瘍標本におけるＩＨＣ、およびＤａｋｏ（Carpinteria, CA）により開発された自動
アッセイにより測定した。Ａｂ特異性は、ＰＤ－Ｌ１を発現する細胞系および発現しない
細胞系からの組換えＰＤ－Ｌ１タンパク質および溶解物に対するウェスタンブロッティン
グにより評価した。正常ヒト組織における染色パターンの評価および抗原競合有りおよび
無しでのＩＨＣアッセイを行った。免疫組織化学アッセイの分析感度、特異性、再現性、
再現性およびロバスト性を試験し、全ての予め指定された受け入れ基準にあった。処置結
果が見えなくされた２人の病理学者が、独立して、全ての臨床的標本を読み、スコアを判
定した。腫瘍細胞の５％が、１００個の評価できる細胞を有する切片において任意の強度
の膜ＰＤ－Ｌ１染色を示したとき、サンプルをＰＤ－Ｌ１－ポジティブとして定義した。
【０３２１】
統計分析
　２０１３年２月の全ての処置された患者（Ｎ＝８６）を、ベースライン特性、安全性、
および絶対的リンパ球数（ＡＬＣ）、およびＰＤ－Ｌ１染色の分析を示すために使用した
。有効性集団は、少なくとも１つの用量の試験治療を受け、ベースラインで測定可能な疾
患を有し、少なくとも以下の１つ：処置時の＞１の腫瘍評価、臨床的進行または最初の処
置時の腫瘍評価の前の死を有した８２人の応答を評価可能な患者からなった。ＡＥは、Ｍ
ｅｄＤＲＡ、ｖｅｒｓｉｏｎ　１５．１を使用してコード化された。起こり得る免疫学的
病因で厳選したＡＥを、ＭｅｄＤＲＡ用語の以前に定義されたリストを使用して同定した
。最も良い全体応答は、修飾されたＷＨＯ（ｍＷＨＯ）または免疫関連応答基準（Wolcho
kら 2009）による試験現場の放射線技師および治験担当医により提供される腫瘍測定から
プログラム的に得た。全体応答および部分応答を、少なくとも１つの後の腫瘍評価により
確認した。放射線評価によって標的病変の減少の大きさを評価するために、分析も行った
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。応答は、ベースライン基準から８０％の減少を示したとき、強度として特徴付けられた
。この分析日の未確認の応答もまた、総臨床活性の概算に含んだ。
【０３２２】
実施例１６
抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４で処置されたＭＥＬ患者に対する安全性評価
　同時レジメン（ｎ＝５３）において、あらゆるグレードのＡＥは、属性にかかわりなく
、９８％の患者において観察された。処置関連ＡＥは、９３％の患者において観察され、
最も一般的なものは発疹（５５％）、掻痒（４７％）、疲労（３８％）および下痢（３４
％）であった。グレード３－４のＡＥは、属性にかかわりなく、７２％の患者において観
察されたが、グレード３－４の処置関連事象は５３％において見られ、最も一般的なもの
はリパーゼ（１３％）、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（１３％）およびアラ
ニンアミノトランスフェラーゼ（１１％）の上昇であった。２８人のうち６人（２１％）
の患者は、グレード３－４の用量制限処置関連事象を有した。処置関連の重度のＡＥは、
４９％の患者において報告された。一般的なグレード３－４の処置関連厳選ＡＥは、肝臓
（１５％）、消化器（９％）および腎臓（６％）事象を含んだ。肺炎およびブドウ膜炎の
極端な事例が見られ、歴史的単剤療法経験と一致した。１１人（２１％）の患者は、処置
関連ＡＥによって中断した。
【０３２３】
　コホート３（３ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリムマブ）は、ＭＴＤを
超えた（６人のうち３人の患者は、３週間持続した、無症候性グレード３－４の上昇した
リパーゼを経験した）。コホート２（１ｍｇ／ｋｇ　ニボルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリ
ムマブ）は、ＭＴＤとして同定された（それぞれ１人の患者において、グレード３のブド
ウ膜炎、グレード３の上昇したＡＳＴ／ＡＬＴ）。
【０３２４】
　連続レジメン（ｎ＝３３）において、あらゆるグレードのＡＥが、属性にかかわりなく
、２９人（８８％）の患者において観察された。処置関連ＡＥは、２４（７３％）人の患
者において観察され、最も一般的なものは、掻痒（１８％）およびリパーゼ上昇（１２％
）を含んだ。グレード３－４のＡＥは、属性にかかわりなく、１１人（３３％）の患者に
おいて観察されたが、グレード３－４の処置関連ＡＥは６人（１８％）の患者において観
察され、最も一般的な事象としてリパーゼ上昇（６％）であった。処置関連の重度のＡＥ
は、７人（２１％）の患者において報告された。グレード３－４の内分泌腺事象は、２人
の患者において処置関連厳選ＡＥと示された。１人の患者は、グレード２の肺炎を有した
。３人（９％）の患者は、処置関連ＡＥによって中断した。
【０３２５】
　同時および連続レジメンの両方において、処置関連ＡＥは、イピリムマブに対して以前
に確立されたアルゴリズムによって、免疫抑制剤および／または補充療法（内分泌障害の
ための）で管理でき、一般的に可逆性であった（ＹＥＲＶＯＹ（登録商標）パッケージの
広告(insert)参照）。試験において処置された８６人の患者中、薬物関連有害事象を有す
る７３人のうち２８人の患者（３８％）は、全身性グルココルチコイドでの管理を必要と
した。３人の患者は、インフリキシマブ（２人の患者）またはミコフェノール酸モフェチ
ル（１人の患者）でのさらなる免疫抑制療法を必要とした。処置関連死は報告されなかっ
た。ＡＥおよびそれらの管理のさらなる詳細は、（Wolchokら 2013a）において提供され
る。
【０３２６】
実施例１７
ＭＥＬ患者において抗－ＰＤ－１および抗－ＣＴＬＡ－４の組合せにより示される有効性
　臨床活性が、同時および連続レジメンの両方で観察された（表１０および１１）。同時
レジメンコホートにおいて、ｍＷＨＯ基準による確認された客観的応答（ＯＲ）は、全て
の用量にわたって、応答を評価可能な患者の５２人の２１人（４０％；９５％　ＣＩ：２
７－５５）において観察された。（ＣＲをアプローチする）主な応答を証明したいくつか
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の患者に気付いた後、完全応答をアプローチする腫瘍退縮のレベルを示すため、選択され
た経験的閾値である少なくとも８０％の腫瘍減少を有する患者数を、評価した。応答のこ
の深さは、チェックポイント遮断の公開された試験において一般的ではなかった（Hodiら
, 2010; Topalianら, 2012b）。１６人の患者は１２週で≧８０％腫瘍減少を有し、５人
のＣＲを含んだ（表１０、図１４Ａおよび１５－１７）。ｍＷＨＯ基準によるＯＲを有す
る２１人の患者に加えて、４人の患者は免疫関連応答基準による客観的応答を経験し、２
人の患者は未確認の応答を有した。これらの患者は、ＯＲＲの計算に含まなかった。同時
レジメンにおいて、臨床的活性の総合的な証拠（慣用の、未確認の、または免疫関連の応
答またはＳＤ≧２４週）が、患者の６５％（９５％　ＣＩ：５１－７８；表１０）におい
て観察された。同時組合せの大きな影響は、滝型プロットにおいて最も理解しやすい（図
１４Ｂ）。応答は、データ分析時に６．１＋から７２．１＋の範囲の週の期間で、２１人
のうち１９人の応答者で継続した（表１２）。ＭＴＤ（コホート２、１ｍｇ／ｋｇ　ニボ
ルマブ＋３ｍｇ／ｋｇ　イピリムマブ）で処置された患者において、ＯＲが１７人のうち
９人（５３％；９５％　ＣＩ：２８－７７）の患者に起こり、３人のＣＲを含んだ。全９
人の応答者は、最初に予定された処置評価で≧８０％腫瘍減少をなし遂げた（表１０およ
び図１４Ａ）。
【０３２７】
　連続レジメンコホートにおける患者において、３０人のうち６人の患者は、１人のＣＲ
を含むＯＲ（２０％；９５％　ＣＩ：８－３９）をなし遂げた。４人（１３％）の患者は
、８週で８０％腫瘍減少をなし遂げた（表１１および図１８）。さらなる患者は、免疫関
連の応答（ｎ＝３）または未確認の応答（ｎ＝３）を有した。客観的な、免疫関連の、ま
たは未確認の応答またはＳＤ≧２４週が考慮されるとき、連続レジメンにおいて臨床活性
の証拠が４３％（９５％　ＣＩ：２６－６３）において観察された。滝型プロットは、イ
ピリムマブの前に応答しなかった患者が後のニボルマブに応答することができることを示
す（図１８Ｃ）。
【０３２８】
表１０．ニボルマブおよびイピリムマブの同時レジメンを受けた患者の臨床活性＊
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【表１０】

【０３２９】
＊ＣＲは完全応答、ＰＲは部分応答、ｕＰＲは未確認の部分応答、ｉｒＰＲは免疫関連部
分応答、ＳＤは安定な疾患、ｉｒＳＤは免疫関連の安定な疾患を示す。
†応答を評価可能な患者は、試験治療の少なくとも１つの用量を受け、ベースラインで測
定可能な疾患を有し、以下の１つ：１）少なくとも１つの処置時の腫瘍評価、２）臨床的
進行、または３）最初の処置時の腫瘍評価前の死を有した患者であった。
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‡１つの腫瘍評価後にＰＲを有したが、最初のＰＲの確認のための十分な追跡時間を有さ
なかった患者。
§免疫関連ＰＲまたはＳＤと一致する、新規病変の存在における標的腫瘍病巣減少を有し
た患者。
¶［（ＣＲ＋ＰＲ）／応答を評価可能な患者数］×１００。信頼区間は、Ｃｌｏｐｐｅｒ
－Ｐｅａｒｓｏｎ方法により概算された。
【化２】

［（ＣＲ＋ＰＲ＋ｕＣＲ＋ｕＰＲ＋ｉｒＰＲ＋ＳＤ≧２４週＋ｉｒＳＤ≧２４週／応答を
評価可能な患者数］×１００。
＊＊コホート２において２人のさらなる患者が、１２週後に行われた最初に予定された評
価で≧８０％腫瘍減少をなし遂げた。
【０３３０】
表１１．ニボルマブおよびイピリムマブの連続レジメンを受けた患者の臨床活性＊
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【表１１】

【０３３１】
＊ＣＲは完全応答、ＰＲは部分応答、ｕＰＲは未確認の部分応答、ｉｒＰＲは免疫関連部
分応答、ＳＤは安定な疾患、ｉｒＳＤは免疫関連の安定な疾患を示す。
†応答を評価可能な患者は、試験治療の少なくとも１つの用量を受け、ベースラインで測
定可能な疾患を有し、以下の１つ：１）少なくとも１つの処置時の腫瘍評価、２）臨床的
進行、または３）最初の処置時の腫瘍評価前の死を有した患者であった。
‡１つの腫瘍評価後にＰＲを有したが、最初のＰＲの確認のための十分な追跡時間を有さ
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なかった患者。
【０３３２】
表１２．個々の患者の確認された客観的応答の期間
【表１２】

【０３３３】
＊利用できない；この分析時、確認される客観的応答は報告されていない。
【０３３４】
腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現および絶対的リンパ球数の評価
　腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現および末梢血ＡＬＣにおける変化は、それぞれ、ニボルマブおよび
イピリムマブ単剤療法に対するバイオマーカーにて研究された（Topalianら, 2012b; Ber
manら, 2009; Kuら, 2010; Postowら, 2012; Delyonら, 2013）。腫瘍ＰＤ－Ｌ１発現は
ＩＨＣ染色を介して特徴付けられ、末梢血ＡＬＣにおける薬物動力学変化を分析した。Ｐ
Ｄ－Ｌ１陽性を定義するために≧５％カットオフを使用して、５６人のうち２１人（３８
％）の患者からの腫瘍標本はＰＤ－Ｌ１－ポジティブであった。ＯＲは、同時レジメンで
処置された患者中、ＰＤ－Ｌ１－ポジティブ（６／１３）またはＰＤ－Ｌ１－ネガティブ
（９／２２）腫瘍のいずれかを有する患者において見られた（ｐｏｓｔ－ｈｏｃＰ値＞０
．９９；Ｆｉｓｈｅｒの直接確率検定）。連続レジメンコホートにおいて、全体応答の数
値的により高い数が、ＰＤ－Ｌ１－ネガティブ腫瘍を有する患者（１／１３）と比較して
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、ＰＤ－Ｌ１－ポジティブ腫瘍サンプルを有する患者（４／８）において見られたが、数
は少ない。
【０３３５】
　イピリムマブ単剤療法での観察と対照的に、ベースラインからのＡＬＣにおける一貫性
のある上昇は、同時組合せで処置された患者またはイピリムマブ治療後にニボルマブで処
置された患者において検出されなかった。同時レジメンコホートにおいて、５から７週で
低いＡＬＣを有する患者（＜１０００細胞／μＬ）（Kuら, 2010）は、５から７週で正常
ＡＬＣを有する患者（４０％）と比較して、同様のＯＲ（４３％）を有した。同様に、連
続レジメンコホートにおいて、低いＡＬＣを有する患者の１７％はＯＲを有し、正常また
は高いＡＬＣを有する患者の２３％はＯＲを有した。
【０３３６】
配列表要約
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