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世界中で増加するNASH肝がん
肝がん罹患率の経年変化（2002年からの変化）
NASH

HCV
アルコール
HBV

Younossi Z. Clin Gastroenterol Hepatol 2019

diagnosed HCC patients. In this study, we aimed to estimate the
transition in the real number of cases of newly identified HCCcomplicated LC. Most of the hospitals supplied data up to 2016, since
the deadline for the abstract submission was set in December 2017.
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肝硬変の成因別頻度の推移
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肝硬変の治療⽅針
肝硬変/
肝線維化の治療

ウイルス性肝硬変 ︓ 抗ウイルス療法
アルコール性肝硬変 ︓ 断酒
⾃⼰免疫性肝硬変 ︓ 免疫抑制療法

原因の治療
抗炎症療法

栄養療法

合併症の治療

発癌対策

⾷事療法
肝不全⽤経⼝栄養製剤
肝性脳症
腹⽔・浮腫
カルニチン⽋乏症
⽪膚瘙痒症
⾨脈圧亢進症
消化管出⾎
早期発⾒（スクリーニング）
治療（「肝癌診療ガイドライン」※参照）

肝移植
⽇本肝臓学会 (編). 肝癌診療ガイドライン 2017年版

肝硬変診療ガイドライン2020（改訂第3版）
肝硬変の合併症に関するCQs

⽇本消化器病学会・⽇本肝臓学会 編 2020

肝硬変の合併症に対する新薬
l利尿薬
 トルバプタン（サムスカ®）

l肝性脳症治療薬
 リファキシミン（リフキシマ® ）
 亜鉛（ノベルジン® ）
 L-カルニチン（エルカルチン® ）

lそう痒症治療薬
 ナルフラフィン（レミッチ® ）

C型肝炎治療ガイドラインの改訂点
第7版（2019年6⽉）
⚫
C 型肝炎治療ガイドライン
（第 8 版）

2020 年 7 月
日本肝臓学会
肝炎診療ガイドライン作成委員会

編

⾮代償肝硬変︓SOF/VEL
DAA不成功︓SOF/VEL+RBV

非代償性肝硬変に対するソホスブビル/ベルパタスビル配合錠国内第 3 相試験の結果を追加

これに伴い C 型肝炎に対する抗ウイルス治療の対象についての記述、および非代償性肝硬変
⚫⚫ 非代償性肝硬変に対するソホスブビル/ベルパタスビル配合錠国内第
3 相試験の結果を追加
に対しての推奨を変更
⚫ これに伴い C 型肝炎に対する抗ウイルス治療の対象についての記述、および非代償性肝硬変
⚫ に対しての推奨を変更
シメプレビルの販売中止に伴い IFN ベース治療についての推奨を削除
⚫ ジメンシーの販売中止に伴い治療推奨からジメンシーの記載を削除
⚫ シメプレビルの販売中止に伴い IFN ベース治療についての推奨を削除
⚫ DAA 前治療不成功例に対するソホスブビル/ベルパタスビル配合錠国内第 3 相試験の結果を追
⚫ ジメンシーの販売中止に伴い治療推奨からジメンシーの記載を削除
加
⚫ DAA 前治療不成功例に対するソホスブビル/ベルパタスビル配合錠国内第 3 相試験の結果を追
⚫ この結果、およびグレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠の市販後成績の報告に伴い DAA 前
加
治療不成功例に対する推奨についての記載を変更
⚫ この結果、およびグレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠の市販後成績の報告に伴い DAA 前
⚫ 「SVR 後の肝発癌」
「special population に対する治療戦略－肝発癌後症例」を「抗ウイルス
治療不成功例に対する推奨についての記載を変更
治療による肝発癌抑制効果」へ統合
⚫ 「SVR 後の肝発癌」「special population に対する治療戦略－肝発癌後症例」を「抗ウイルス
⚫ 「special population に対する治療戦略－肝移植後再発例」をアップデート
治療による肝発癌抑制効果」へ統合

⚫ 「special population に対する治療戦略－肝移植後再発例」をアップデート
2020 年 7 月 第 8 版

第8版（2020年7⽉） ⼩児例︓GLE/PIB

⚫ Special population（小児例）についての記載を追加
2020 年 7 月 第 8 版
小児に対するグレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠の臨床試験結果を記載
⚫⚫ Special
population（小児例）についての記載を追加
⚫ 小児 HCV に関する海外ガイドラインおよび AMED 研究班による「C 型肝炎母子感染小児の診療
⚫ 小児に対するグレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠の臨床試験結果を記載
ガイドライン」の要点を記載
⚫ 小児 HCV に関する海外ガイドラインおよび AMED 研究班による「C 型肝炎母子感染小児の診療

ガイドライン」の要点を記載

⽇本肝臓学会︓C型肝炎治療ガイドライン第8版, 2020年7⽉

本邦で承認されたC型肝炎経⼝治療薬
（2/2021現在）
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慢性肝炎・代償性肝硬変に対するDAA治験成績
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C型代償性肝硬変（DAA治療歴なし）
治療期間は全て12週
2．代償性肝硬変（ＤＡＡ治療歴なし）＊1 ＊2 ＊3

1型

・SOF/LDV （重度腎障害なし)＊4
・EBR+GZR
・GLE/PIB ＊5

2型

・SOF＋RBV（重度腎障害なし)＊4
・GLE/PIB ＊5
・SOF/LDV （重度腎障害なし)＊4

代償性肝硬変

ハーボニー
エレルサ＋グラジナ
マヴィレット
ソバルディ＋リバビリン
ハーボニー
マヴィレット

※1ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠以外のIFNフリーレジメンはChild-Pugh分類grade BまたはC
の症例には禁忌、ないし使⽤すべきではない．DAA治療歴のない代償性肝硬変に対するソホスブビ
ル/ベルパタスビル配合錠の保険適⽤はない．
※2 治療前のNS5A変異測定が推奨されていない治療レジメンにおいても、同変異が及ぼす治療効果へ
の影響については、市販後⼗分に検討される必要がある．
※3 1型と2型の混合感染に対してはすべてのゲノタイプに有効なGLE/PIBないしSOF/LDVで治療する．
※4 重度の腎機能障害（eGFR＜30mL/分/1.73m2）または透析を必要とする腎不全の患者に対するSOF
の投与は禁忌である．
※5 国内臨床試験におけるGLE/PIBの投与期間は、代償性肝硬変では12週間である。
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C型⾮代償性肝硬変
５．C型⾮代償性肝硬変＊1

⾮代償性肝硬変

Child-Pugh分類
grade B

（全てのゲノタイプ）

Child-Pugh分類
grade C

・SOF/VEL12週間

（重度腎障害なし）＊２

・SOF/VEL12週間

（重度腎障害なし、肝専⾨医による

治療⽅針判断） ＊２ ＊３
・経過観察

※1 DAA治療不成功例への再治療の場合、SOF/VEL+RBV24週間投与は施⾏すべきで
はなく、肝臓専⾨医の判断においてSOF/VEL12週間投与を選択肢とする．
※2 重度の腎機能障害（eGFR＜30mL/分/1.73m2）⼜は透析を必要とする腎不全の
患者に対するSOFの投与は禁忌である．
※3 Child-Pugh分類grade C （とくにChild-Pughスコア13〜15点）症例に対する
同薬剤の安全性は⼗分に検証なされていない．
したがって、SOF/VEL投与については、肝臓専⾨医によって治療⽅針が決定され
るべきであり、投与の場合には極めて慎重な経過観察が望ましい.

エプクルーサ12週
(重度腎障害なし)
エプクルーサ12週

(肝臓専⾨医による治療⽅針判断)

経過観察

• ⾮代償性肝硬変に対する
2回⽬のDAA治療の場合,
エプクルーサ12週を選択
• エプクルーサ＋リバビリン
24週は投与すべきでない
• 肝臓専⾨医が治療⽅針判断
• CP13〜15点症例に対する
安全性は検証されていない
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⾮代償性肝硬変に対するSOF/VEL実臨床成績
SVR12

全国26施設共同研究

⾮代償性SVR群の肝機能変化

⾮代償性SVR群のCP変化
代償性 ⾮代償性
N=108 N=82
CP-B︓50%がCP-A
CP-C︓27%がCP-Bに改善

使⽤DAAの内訳
代償性肝硬変 ︓LDV/SOF, EBR/GZR, GLE/PIB, SOF/RBV, SOF/VEL/RBV
⾮代償性肝硬変︓SOF/VEL

Tahata Y, et al. JG 2021, 56:67-77

慢性肝炎・代償性肝硬変（IFNフリーDAA前治療不成功例）
４．慢性肝炎・代償性肝硬変

＊1＊2

（IFNフリーDAA前治療不成功例）

１型
・プロテアーゼ阻害剤＋ＮＳ５Ａ阻害剤の不成功例
・ＮＳ５Ａ阻害剤＋ＮＳ５Ｂ阻害剤の不成功例
２型
・ＮＳ５Ｂ阻害剤＋リバビリンの不成功例

マヴィレット12週
エプクルーサ＋リバビリン24週

・GLE/PIB １２週 ＊3＊4
・SOF/VEL+RBV ２４週＊4

※1 IFNフリーDAAによる前治療（ダクラタスビル+アスナプレビル併⽤、オムビタス
ビル/パリタプレビル/リトナビル配合錠、ソホスブビル/レジパスビル配合錠、エル
バスビル＋グラゾプレビル併⽤、ダクラタスビル/アスナプレビル/ベクラブビル配合錠）
を⾏い不成功となった例ではL31やY93以外にP32⽋失やA92など多彩な変異が出現する。
ことにP32⽋失はNS5A阻害薬に対して強い耐性を⽰し、P32⽋失以外の変異も治療効果
低下に関与する可能性がある。従って、DAA前治療不成功例に対する再治療を検討する際
には、NS3/4AならびにNS5A領域の薬剤耐性変異、ことにP32⽋失の有無を測定した上
で、肝臓専⾨医により慎重な治療薬選択がなされることを推奨する。
※2 ⾮代償性肝硬変に対するGLE/PIB治療の安全性と有効性は確認されていない。
RBV投与は禁忌であることからSOF/VEL+RBVも投与すべきではない。

• 2回⽬のDAA治療の前に
は耐性変異検査必要
• 肝臓専⾨医が治療薬選択

※3 国内臨床試験におけるNS3阻害剤＋NS5A阻害剤治療不成功例に対するGLE/PIB治療
の著効率は約9割であったが、少数例であったため、治療前の薬剤耐性変異が及ぼす
治療効果への影響については、今後、市販後の治療成績が⼗分に検討される必要がある。

※4 GLE/PIB 12週 治療不成功例に対してはSOF/VEL+RBV 24週、 SOF/VEL+RBV 24週不成功例に対しては
GLE/PIB 12週 が治療選択肢となるが、臨床試験においても実臨床においてもその有効性は確認されておらず、
肝臓専⾨医により慎重な治療薬選択がなされることを推奨する。
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DAA治療失敗例における薬剤耐性変異の実態
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Fig. 1. Prevalence of RASs in the NS3 and NS5A regions of the HCV 1b genome after the failure of a single treatment regimen. (A) The prevalence of Y56-

肝炎医療指標の評価（R1）

調査対象︓肝疾患診療連携拠点病院
調査期間︓令和元年9⽉1⽇〜11⽉30⽇
調査票回収率︓57施設/71拠点病院（80％）

- H30調査との⽐較

2回⽬以降DAA治療前のRAS検査を
実施している

⽇常診療に肝線維化指標（APRI,
FIB-4等）を⽤いている
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H30
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肝炎医療指標調査︓厚労省政策研究「指標班」「拡充班」（代表︓考藤達哉）

AMED 研究班によって「C 型肝炎母子感染小児の診療ガイドライン」が作成され、2020 年 5 月に公開
された 323)。

C型肝炎⺟⼦感染⼩児の診療ガイドラインのステートメント

以下のステートメントが示されている。

表 16 C 型肝炎母子感染小児の診療ガイドラインのステートメント

Recommendation
• 欧⽶では, SOFならびに
LEV/SOFの12歳以上での使
⽤が承認されているが, わが
国では未承認
• わが国では, 12歳以上のC型
慢性肝炎症例に対して
GLE/PIBが承認
• 12歳以上の⼩児C型慢性肝炎
では, GLE/PIBによる治療を
考慮
• 12歳未満の⼩児では, ALT値
の持続⾼値例, または線維化
が強い症例では, 抗ウイルス
治療を考慮してもよい
96
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⚫

核酸アナログ製剤のテキスト中における表記を英文略語に変更

B型肝炎治療ガイドラインの改訂点
⚫

HBV DNA 量の単位を「IU/mL(LogIU/mL)」に統一

⚫

図 8「免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン」を改訂

⚫

表 25「添付文書上 B 型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のある薬剤」に新規薬剤を追加

⚫

ガイドライン作成委員の利益相反情報を更新

2019 年 3 月
⚫

第 3.1 版

HBV 再活性化の項にオビヌツズマブ、モガムリズマブなど新規薬剤についての記載を
追記し、
「免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン」の注釈を
改訂

B 型肝炎治療ガイドライン

表 25「添付文書上 B 型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のある薬剤」に新規薬剤を追加
第3.2版（2020年7⽉）
⚫ C 型肝炎に対する抗ウイルス治療に伴う HBV 再活性化についての記載を改訂
第3.3版（2021年1⽉）
⚫

（第３.３版）

2020 年 7 月
⚫

免疫抑制・化学療法前の HBV キャリアおよび既往感染者スクリーニング方法を改訂

2021 年 1 月 第 3.3 版（改訂個所を青字で記載）

2021 年 1 月

⚫
日本肝臓学会
肝炎診療ガイドライン作成委員会

第 3.2 版

HBV 再活性化の項に免疫チェックポイント阻害薬、突発性難聴、顔面神経麻痺等のス
テロイド治療についての記載を追記

編

⚫

表 25「添付文書上 B 型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のある薬剤」に新規薬剤を追加

HBV再活性化対策についての改訂・追記
• 免疫チェックポイント阻害剤, ⽿⿐科領域で
のステロイド使⽤について
⽇本肝臓学会︓B型肝炎治療ガイドライン第3.3版, 2021年1⽉

B型肝炎 抗ウイルス治療の基本指針
HBVDNA 2,000 IU/ml
(3.3LogIU/ml)
かつ
ALT 31 IU/l以上
(HBe抗原は問わない)

再治療

初回治療
治療反応性

Peg-IFN治療

あり

治療反応性

なし

慢性肝炎
ETV/TDF/TAF

エンテカ, テノホ, タフ

肝硬変

ETV/TDF/TAF

HBVDNA 陽性
(ALT, HBe抗原は問わない)

再燃時
①Peg-IFN治療
②ETV/TDF/TAF
ETV/TDF/TAF
ETV/TDF/TAF中⽌
後の再燃時*

①ETV/TDF/TAF
②Peg-IFN治療

*再燃時の再治療基準
HBVDNA 10,000IU/ml(5LogIU/ml)
以上またはALT 80 U/L以上
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免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン
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が低い 6 か月以降は、3 か月ごとの HBV DNA 量測定を推奨するが、治療内容に応じて高感

⽿⿐科領域でのステロイド使⽤と免疫チェック
度 HBs 抗原測定（感度 0.005 IU/mL）で代用することを考慮する。なお、高感度 HBs 抗原
モニタリングにおいて、1 IU/mL 未満陽性（低値陽性）の場合は、HBV DNA 量を追加測定
ポイント阻害剤使⽤について（抜粋）
して 20 IU/mL 以上であることを確認した上で核酸アナログ投与を開始する。
6-3-10．突発性難聴、顔面神経麻痺等のステロイド治療
日本耳鼻咽喉科学会から「突発性難聴、顔面神経麻痺等のステロイド治療における HBV 再
活性化防止に関する指針」が提案された 400)。突発性難聴や顔面神経麻痺、あるいは低音障
害型感音難聴、自己免疫疾患などの患者に対し全身ステロイド治療を行う場合、ステロイ
ド投与と同時に HBs 抗原・HBs 抗体・HBc 抗体の検査を行ない、HBs 抗原が陽性の場合は B
型肝炎を発症する可能性があるため、治療を継続しつつ肝臓専門医に紹介すること、また
HBs 抗原が陰性でも HBs 抗体・HBc 抗体のいずれかが陽性かつステロイド投与が 2 週間を
超える場合は、HBs 抗原陽性例と同様に B 型肝炎を発症する可能性があるため、治療を継
続しつつ肝臓専門医に紹介することが望ましいと記載された。
6-3-11．新規分子標的治療薬

突発性難聴、顔⾯神経⿇痺等のステロイド治療

新規の分子標的治療薬に関しては、再活性化のリスクに関するエビデンスは十分でない

治療開始時にHBs抗原, HBs抗体, HBc抗体の検査

が、いくつかの分子標的治療薬により、HBV 再活性化による肝炎が報告されている 401-404)。

• HBs抗原陽性例
90
• HBs抗体・HBc抗体いずれか陽性かつステロイド投与2週間以上
→肝臓専⾨医に紹介
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考慮する(レベル 2a、グレード C1)。

⚫ 化学療法・免疫抑制療法中に HBV 再活性化がみられた場合には、免疫抑制作用のあ
⽿⿐科領域でのステロイド使⽤と免疫チェック
る抗腫瘍薬や免疫抑制薬の投与を直ちに中止するのではなく、対応を肝臓専門医と
ポイント阻害剤使⽤について（抜粋）
相談するのが望ましい(レベル 5、グレード C)。
⚫

免疫チェックポイント阻害薬治療においては、免疫チェックポイント阻害薬そのも
のによる再活性化の可能性が報告されていること、および免疫関連副作用に対して
ステロイドを投与する可能性があるので、治療前に HBs 抗原、HBc 抗体、HBs 抗体
を測定し、免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドラインのフロー
チャートに基づいて対応することを推奨する(レベル 5、グレード A)。

⚫

HBs 抗原陽性例に対して免疫チェックポイント阻害薬治療を行う際には、肝疾患の
病期、HBV DNA 量などから、肝炎発症のリスクがあると考えられる場合は核酸アナ
ログを予防投与することが望ましい(レベル 5、グレード B)。

⚫

核酸アナログを投与しない症例では、HBV DNA のモニタリングを行い、上昇が見ら
れた場合に核酸アナログを投与する。免疫関連副作用に対して副腎皮質ステロイド
を投与する場合には、直ちに核酸アナログを投与することを推奨する(レベル 5、グ
レード A)。

免疫チェックポイント阻害剤治療

6-3-13．C
型肝炎に対する抗ウイルス治療
治療前にHBs抗原,
HBs抗体, HBc抗体の検査→ガイドライン遵守

HBV と HCV の重複感染例、あるいは現時点における HBV 感染がない HBV 既往感染例におけ
る•HCVHBs抗原陽性例→核酸アナログ投与が望ましい
感染に対して、HCV に対する抗ウイルス治療を単独で行うと、HBV の再活性化およ

• HBV DNAモニタリング→増加したら核酸アナログ投与
び重症肝炎が起こる可能性があり、注意が必要である。Peg-IFN+リバビリン併用療法を行
412, 413)
• irAE発症例→ステロイド投与の場合,
直ちに核酸アナログ投与
うと、HBV
の再活性化が約 3 割の症例で起こることが報告されている
。IFN フリー

の DAA combination では、海外からソホスブビル/シメプレビル併用療法やソホスブビル/
⽇本肝臓学会 B型肝炎治療ガイドライン（第3.3版）2021.1

免疫チェックポイント阻害剤
ヤーボイ
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Fig. 5 The underlying signaling cascade of the PD-1/PD-L1 and
CTLA4 pathway and the corresponding therapeutic immune-check-
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HBV再活性化率
5.3％（6/114）

Fig. 2 Characteristics of the six patients suffering from HBV reactivation. HBsAg, hepatitis B surface antigen; HBV, hepatitis B virus; PD-1,
programmed
PD-L1, programmed cell death-ligand 1; NPC, nasopharyngeal carcinoma; HCC, hepatocellular carcinoma; HNSCC, head
Table 2 Details of the
6 Patients cell
withdeath
HBV 1;reactivation
and neck squamous cancer
Baseline

Patient Age
Gender Cancer
(years)
type

Anti-tumor
therapy

At reactivation

HBV DNA
(IU/mL)

Antiviral
Weeks from
HBV
Peak
Anti-PD-1/PD-L1
Antiviral
Time for achieving
Time for ALT
prophylaxis start of
DNA (IU/mL) ALT (U/L) therapy disruption treatment
HBV-DNA undetectable recovery (weeks)
virus reactivafrom clinical
trials of There also are very limited data regarding(weeks)
immunotherapy

HBV infection and their exclusion
3 HBsAg-positive patients from prospective studies.
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immunotherapy.
With the
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191.4
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Entecavir
1
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× 106
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who Nil
received 35
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7
for× 10
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In the KEYNOTE-224
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[7–9]. In Nil
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6a
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F therapy
Soft Tissue
Undetectable
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NA HBV DNA.
Entecavir
8
4
ling Sarcoma
14 patients with advanced cancers and hepatitis B study, 22 patients with hepatitis B and advanced HCC
a
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other HBV
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during anti-PD-1/PD-L1
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were
treated
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Table 3 Efficacy of antiviral prophylaxis in HBsAg-positive patients
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HBs抗原陽性患者に対する抗PD-1/PD-L1抗体治療
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Atezolizumab
Avelumab
Durvalumab

PD-L1

Non–small-cell lung cancer, urothelial
carcinoma

免疫チェックポイント阻害剤によるirAE
PD-L1

Merkel-cell carcinoma, urothelial carcinoma

PD-L1

Urothelial carcinoma

* CTLA-4 denotes cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, PD-1 programmed cell
death 1, and PD-L1 programmed cell death ligand 1.

Adverse Events with Immune Checkpoint Block ade

Increasing T-cell activity against
antigens that are present in tumors
and healthy tissue

Encephalitis, aseptic meningitis
Hypophysitis

Increasing levels of preexisting
autoantibodies

Uveitis

Antithyroid
antibodies

Activated
T cell

Thyroiditis, hypothyroidism,
hyperthyroidism
Pneumonitis

Dry mouth, mucositis
Tumor with antigen
and activated T cells

Rash, vitiligo

Thrombocytopenia,
anemia
Increasing level of
inflammatory cytokines

Myocarditis
Hepatitis
Adrenal insufficiency

Pancreatitis,
autoimmune diabetes

Activated
T cell

Nephritis
Vasculitis
Arthralgia
Neuropathy

Cytokines

Enhancing complement-mediated
inflammation due to direct binding
of an anti–CTLA-4 antibody with
CTLA-4 expressed on normal tissue

Anti–CTLA-4
antibody

Complement-mediated
inflammation

Colitis
CTLA-4 on
pituitary

Enteritis

Figure 1. Organs Affected by Immune Checkpoint Blockade.
Immune checkpoint blockade can result in inflammation of any organ.
Shown are the most common immune-related adverse events that clinicians encounter in patients treated with immune checkpoint blockade.

Figure 2. Possible Mechanisms Underlying Immune-Related Adverse Events.
The mechanisms that result in immune-related adverse events are still being elucidated. Some potential mechanisms
include increasing T-cell activity against antigens that are present in tumors and healthy tissue, increasing levels of
preexisting autoantibodies, an increase in the level of inflammatory cytokines, and enhanced complement-mediated
inflammation due to direct binding of an antibody against cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) with CTLA-4
expressed on normal tissue, such as the pituitary gland.

related adverse events are effectively treated by
delaying administration of the checkpoint inhibitor or by inducing temporary immunosuppres159
d 378;2 nejm.org January 11, 2018
sion with agents such as oral glucocorticoids or
he New England Journal of Medicine
additional immunosuppressants in more severe
EALTH AND MEDICINE on January 15, 2018. For personal use only. No other uses without permission.cases. Many reports describe algorithms based
on clinical experience and provide detailed prac8 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.
tical guidance for how to manage specific immune-related adverse events.1,23-26

irAE︓どの臓器にも起こり得る

• 消化管, 内分泌器官, ⽪膚, 肝臓が多い
• 4つの発症メカニズムが想定されている

used to manage Crohn’s disease and ulcerative
colitis, also has shown efficacy in patients with
moderate-to-severe colitis induced by immune
checkpoint blockade.27 In treatment algorithms
for immune-related adverse events, infliximab is
usually recommended if glucocorticoids have not
been successful. However, given the potential
immediate efficacy of infliximab and the toxicity of long-term glucocorticoid therapy, an unan-

Postow MA, et al. NEJM 378;2, 2018

