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【要旨】 

 消化器癌における薬物療法の発展は目覚ましく、薬物療法奏効後に切除可能となった症例に対する conversion 

surgeryの報告が胃癌分野でもなされている。また免疫チェックポイント阻害剤nivolumabが胃癌においても使用

可能となり、一般市中病院に於いても多くの経験が蓄積されるようになった。今回我々は、切除不能進行胃癌に対

し三次治療としてnivolumabを投与後、著効しconversion surgeryが可能となり、術後組織学的な腫瘍細胞の消

失を認め、完全奏効（complete response：CR）を確認し得た症例を経験した。術後無治療経過観察にて6ヵ月間、

無再発生存中である。 
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【はじめに】 

 免疫チェックポイント阻害剤抗 PD-1 抗体薬

nivolumab は、本邦における進行再発胃癌において全

身化学療法三次治療以降での使用が推奨されている。

薬物療法の発展により、切除不能進行・再発胃癌にお

いても生存期間の延長が見込まれるようになったが十

分とは言えず、完全奏効（CR）が得られることは極稀

である。一方、ステージⅣ胃癌患者においても、薬物

療法奏効後に外科治療を介入することにより予後の改

善を目的とした conversion surgery の報告がなされ

ている。今回、三次治療 nivolumab治療後に根治切除

可能と判断し胃全摘術を施行した患者で、病理組織学

的効果判定grade3、完全奏効（CR）を確認し得た患者

を経験したので報告する。 

 

【症例】 

患 者：60歳代男性 

主 訴：倦怠感 

既往歴：虫垂炎手術  

家族歴：特記事項なし 

現病歴：倦怠感を主訴に、X 年 11 月に前医受診。Hb 

3.4g/dl と高度の貧血を認め、精査目的に当科紹介と

なった。上部消化管内視鏡検査では胃体上部から胃角

部、小弯から前後壁に広範囲に拡がる2型腫瘍を認め、

病理組織学的に tub2 の診断、HER2 は陰性であった。

造影CT検査では、胃癌から肝臓への直接浸潤、傍大動

脈リンパ節腫脹を認めcT4bN2M1（LYM）cStageⅣB（胃

癌取扱い規約）と診断した（図1）。切除不能進行胃癌

に対し全身化学療法一次治療S-1 + Oxaliplatin（SOX）

療法を開始したが、3 サイクル後の画像評価で原発巣

の増悪を認め、progressive disease：PDの判定であっ

た。二次治療weekly Paclitaxel（wPTX） + Ramucirumab

（RAM）療法を開始し、画像検査にて傍大動脈リンパ節

転移の消失、胃癌縮小を認め、partial response：PR

となり治療を継続した。16サイクル後に原発巣の増大

および膵浸潤、腹水出現を認め、progressive disease：

PDとなった。X+2年5月、三次治療 nivolumab投与を

開始した。nivolumab 5 回投与後の画像評価で原発巣

の縮小と腹水の消失を認め Non-CR/Non-PDと判定し、

nivolumab 治療を継続した。免疫関連有害事象で皮膚

掻痒症 grade2 を認めたが他に重篤な有害事象を認め

なかった。nivolumab 33回投与後の上部消化管内視鏡

検査で原発巣の明らかな縮小を認め ePRと判定した。

PET 検査でリンパ節を含め明らかな集積を認めなかっ
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たが、その後のCT検査で、胃癌原発巣の再増大を疑う

所見を認めた。この時点での根治切除は可能と判断し

原発巣切除の方針とした（図2）。X+3年8月、胃全摘、

D2郭清、肝S2部分切除、予防的胆嚢摘出術を施行、術

後診断はycT4a（SE）ycN0 ycM0 ycM0 ycStageⅡBであ

った。術後の病理組織学的検査では、胃原発巣部分を

含め切除臓器に病理学的に明らかな腫瘍細胞を認めず、

薬物治療組織学的効果判定grade3、臨床的治療効果完

全奏効（CR）と判定した（図3）。術後無治療にて経過

観察を継続しているが、6 ヵ月間無再発で経過してい

る。 

 

【考察】 

Nivolumabは本邦において2017年9月、胃癌に対し

て保険償還された。日本胃癌学会ガイドライン第 5版

では、推奨される化学療法レジメン三次化学療法にエ

ビデンスレベル Aとして記載され、一般臨床での使用

が広がっている。国際共同第Ⅲ相比較試験ATTRACTION-

2では全生存期間中央値 5.3ヵ月、無増悪生存期間中

央値 1.6 ヵ月、奏効率 11.2％と報告された 1）。

ATTRACTION-2の2年間の観察報告では、CRあるいはPR

が得られた奏効症例の生存期間中央値は26.6ヵ月、12

ヵ月生存率 87.1％、24 ヵ月生存率 61.3％と非常に良

好であった。当院では2017年10月から2019年12月

までに 24 例の進行再発胃癌患者に対し nivolumab 投

与を行った。投与回数中央値は4.5回（2～49回）、奏

効例は3例でCR 1例（本症例）、PR 2例、SD 5例、PD 

16例、奏効率12.5％であった。CR症例はnivolumab投

与開始から 22ヵ月間、PR 症例 2 例では開始からそれ

ぞれ 27.5 ヵ月間、29 ヵ月間の生存を認めており、

ATTRACTION-2の報告同様、奏効例では長期生存を認め

ている（表1）。奏効例および長期生存症例における特

徴やバイオマーカーは確定的なものは明らかになって

いないが、好中球リンパ球比（NLR）、腫瘍細胞のPD-L1

発現、tumor mutation burden（TMB）、マイクロサテラ

イト不安定性（microsatellite instability：MSI）な

どが報告されている 2）-5）。当院で奏効した 3 症例はい

ずれも nivolumab開始前のNLRは低値であった。本症

例においてはMSI-Highを認めた（表2）。 

免疫チェックポイント阻害剤使用時には、免疫関連

有害事象（Immune-related adverse events：irAE）へ

の対応も重要である。本症例では皮膚掻痒感grade2を

認めたが、抗ヒスタミン剤内服投与で症状の改善を認

め治療継続が可能であった。 

Conversion surgeryは根治切除不能と判断された進

行癌に対して化学療法が奏効し、根治手術が目指せる

ようになった段階で手術を行う治療戦略である 6）7）。白

石らは、胃癌 nivolumab治療後に腫瘍の著明な縮小を

認めconversion surgeryを施行した症例で、術後病理

診断ypT3 ypN0、組織効果判定Grade1b と報告し、切

除検体の組織学的評価に加え、分子腫瘍学的解析を加

えることにより奏効メカニズムの解明ならびにバイオ

マーカー同定に繋がる可能性を述べている 2）。 

Nivolumab投与後にCRが得られた論文報告は、2症

例を認めたが、いずれも胃原発巣切除後の転移に対し

nivolumab治療を行い、画像にてCRを確認し得た報告

であった 4）5）。これら症例では1例でnivolumab投与を

継続、もう 1例では投与を終了し経過観察を継続して

いるが 2年間再発を認めていないとの報告であった。

本症例は術前に nivolumab投与を終了し術後半年間無

治療経過観察を継続しているが、無再発で経過してい

る。CR確認後の治療継続期間、再発時の治療に関して

は今後の症例の蓄積、報告を待ちたい。 

Nivolumabは2020年2月、がん化学療法後に増悪し

た治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテラ

イト不安定性（MSI-High）を有する結腸直腸癌、およ

び、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・

再発の食道癌に対し、効能が追加承認された。2018年

12 月には抗 PD-1 抗体薬 Pembrolizumab が、がん化学

療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテラ

イト不安定性（MSI-High）を有する固形癌（標準的な

治療が困難な場合に限る）に対し国内で保険承認され、

既に臨床の場で使用されている。今後も免疫チェック

ポイント阻害剤の併用療法やフロントラインでの使用、

臓器横断的な使用が見込まれ、効果が期待出来る症例

のバイオマーカーの開発と、多種多様な有害事象に対

応出来る体制の確保が望まれる。 

 

【おわりに】 

 本症例はnivolumab投与後conversion surgeryが可

能となり、原発巣での病理組織学的効果判定grade3 が

確認され、CRと診断し得た貴重な症例と考えられた。N

ivolumabが奏効する患者では長期間の治療効果が期待

されるが、奏効が得られる患者の見極めや、生存期間

のさらなる延長のための治療戦略に対し、今後も検討

が必要である。 
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