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Thalidomide Celecoxib Gemcitabine が奏効した
切除不能胆囊癌の 1例
羽田

正人

堀内 智英

進示 永子

〔 Jpn J Cancer Chemother 33(2):259 ‑261, February, 2006〕

A Case Report of Unresectable Gallbladder Cancer That Responded Remarkablyto the Combination of Thalidomide,
Celecoxib, and Gemcitabine:Masato Hada, Tomohide Horiuchi and Hisako Shinji（Dept. of Gastroenterology,
Ashitaka Hospital)
Summary
Gallbladder cancer is an asymptomatic disease in the earlystage and no therapeutic measure is available except
surgical intervention.The prognosis for patients with advanced,i.e.,unresectable or metastatic disease is dismal,
with median survival usuallybeing less than 6 months ifnot treated with chemotherapy.To date,chemotherapyfor
gallbladder cancer has been limited by the absence of agents with effective cytotoxic activity.
Thalidomide has been shown to have antiangiogenic and immunomodulatoryeffects,including the inhibition of
vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor and tumor necrosis factor alpha.
Celecoxib is a potent selective COX‑2 inhibitor.The reported biological consequences ofCOX‑2 up‑regulation
include inhibition of apoptosis,increased metastatic potential and promotion of angiogenesis.These events may
contribute to cell transformation and tumor progression. Antiangiogenesis represents a significant new strategy
for cancer treatment.
Therefore,it is important to accept a wide range of different inhibitors such as thalidomide and selective COX‑
2 inhibitors with conventional cytotoxic agents. Here we show a case of unresectable gallbladder cancer with
remarkable improvement in CA19 ‑9 and prolongation of life. Key words:Thalidomide, Celecoxib, Gemcitabine,
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要旨 胆囊癌は症状発現が遅いため早期発見が難しく 根治的手術可能例は少ない。進行胆囊癌では化学療法 放射線治療
に抵抗性を示し予後は悪い。今回われわれは 胆囊癌と診断 開腹されたが腹膜播種 肝浸潤のため試験開腹に終わった 74
歳 男性患者に thalidomide celecoxib および gemcitabine により治療を行い 2年間にわたり QOL をまったく落とすこと
なく加療 経過観察でき

現在外来通院にて治療継続中である 1例を経験した。血管新生抑制作用を有する thalidomide と
COX‑2阻害剤である celecoxib に 最近胆囊癌に有用性が報告されている gemcitabine を低用量併用することで CA 19‑9
値の低下 生命の延長が得られたものと考える。

は じ め に

症

例

切除不能胆囊癌の治療には化学療法 放射線療法など

患者:74歳 男性。

があるが有効かつ確立されたものはない。診断時切除不

主訴:右季肋部痛。

能となって発見されるものも多く 予後不良な疾患であ

現病歴:2003年 6月 12日右季肋部痛にて他院に緊急

る。近年画像的に縮小例の報告はあるが 生存期間中央

入院 精査の結果胆囊癌と診断された。6月 23日に開腹

値は約 6か月で生命延長の報告例は少ない

するも肝浸潤 腹膜転移を認め 切除不能と診断された。

。今回われ

われは thalidomide celecoxib に gemcitabine（GEM ）

近位腹膜に多数の小結節転移が観察され腺癌が検出され

を併用して長期間 stable disease（SD）を維持している

ている。手術時所見は S

切除不能胆囊癌の 1例を経験したのでここに報告する。
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図

3剤併用療法施行前(2003年 7月 19日)の
腹部 CT
胆囊底部腫瘍と肝浸潤。

図

図

3剤併用療法施行中(2005年 4月 13日)の
腹部 CT
胆囊底部腫瘍と肝浸潤の縮小。

腫瘍マーカーの推移

和医療を勧められる。入院前の腫瘍マーカーは CEA 3.9

2005年 4月 13日の CT（図 2）では胆囊病変は安定化し

ng/ml CA19‑9 1,194.6U/ml（2003年 6月 6日）で

ており（最長径が 11mm と 26.7％の縮小率) 退院後 2

あった。7月 17日加療目的で当院に入院となる。全身状

年 4か月経過した現在も外来経過観察中である。なお

態は比較的良好で performance status（PS）は 2と判定

2005年 2月 23日 の CA 19‑9は 57.9U/ml と 正 常 範 囲

された。

をやや超していた（図 3)。

入院時検査所見:血液生化学検査所見では特に異常は

考

みられなかったが CA19‑9は 1,800U/ml と著明な高
値を示した。腹部 CT 検査で肝浸潤を伴う胆囊癌が認め
られた（図 1)。胆囊内 CT 値は 10.14であった。

察

切除不能胆囊癌の化学療法は確立されておらず その
予後は悪い。5‑FU mitomycin C cisplatin など使用さ

治療経過:入院時より 連 日 thalidomide 200mg/day
就寝前 celecoxib 400mg/day朝夕経口投与し 併せて
10日ごとに GEM 800mg/bodyを点滴静注した。1か月

れたがその有効性は見いだされていない 。近年 GEM
単独または併用の有効性と安全性が報告されている 。
胆囊癌に胆石が合併しやすいことより 腫瘍発生に慢

間 で GEM を 3回 総 量 2,400mg 投 与 し た と こ ろ

性炎症の関与が想像される。実際 胆囊癌組織の上皮と

CA19‑9は 340U/ml にまで低下した。副作用としては

間 質 組 織 に は cyclooxygenase‑2（COX‑2）mRNA と

grade 1の便秘を認めたのみである。2003年 8月 31日

COX‑2自体が発現しており しかも胆囊癌が進行してい

退院となり 外来にて同様の治療を継続した。11月 17

るほど発現が強い。進行胆囊癌では間質組織の COX‑2

日 の CT 検 査 で 胆 囊 病 変 の 縮 小 が 確 認 さ れ さ ら に

活性が強く上皮は弱い。間質組織で産生された prostag-

CA19‑9は 34U/ml と正常化した。副作用として grade

landin（PG）E を介して腫瘍の増殖と進展が起こると考

2の便秘を認めたが 骨髄抑制などはまったくなかった。

えられる。COX‑2によって発現した PGE は腫瘍の増殖
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と進展に重要な役割を担っている 。COX‑2阻害剤の一

癌において thalidomide celecoxib と GEM で長期の生

つである celecoxib は血管新生と腫瘍増殖を抑制し 癌

存安定状態が得られた 1例をここに報告した。

治療に有効であろうといわれている 。

未承認薬 thalidomide および celecoxib の使用に際し

胆囊癌が増殖 進展 転移するためには血管新生が必
要不可欠である。血管新生に大きな役割を担っているの

ては十分なインフォームド コンセントの上 書面での
了解と確認を行った。

が血管内皮細胞増殖因子
（VEGF）である。胆囊癌の 38％
に VEGF の発現が確認でき 腫瘍の大きさ リンパ管内
浸潤 病期また微小血管密度（MVD）と VEGF と強い
相関関係があったという。VEGF 高発現は予後不良であ
るという 。
thalidomide は種々の薬理効果をもち

血管新生阻害

剤 免疫受容調節剤として使用されはじめ またその抗
癌作用も多く報告されている。作用機序は明確にはされ
ていないが 抗 TNF‑αによる解熱

悪液質の改善や

VEGF や塩基性線維芽細胞増殖因子（bFGF）による血管
新生を抑制するという。腫瘍血管は種々の特徴を有する
細胞から構成されており 単一の血管新生抑制剤ではそ
れに対応できない。そのため併用使用することが重要で
ある。また thalidomide は完全に COX‑2活性や PG の
生合成を阻害しないので COX‑2阻害剤の併用が勧めら
れる。COX‑2阻害剤は種々の抗癌剤の IC を低下させ
併用療法の有効性が報告されている。COX‑2阻害剤と
GEM の併用は IC を約 2倍下げることから

単独で使

用するより併用するほうが細胞増殖を大きく阻止する。
「COX‑2発現の弱い場合には COX 阻害剤がむしろ癌
の増殖に促進的に働くという報告があります 。した
がって本来ならば COX 発現を確認して阻害剤を使用す
るのが合理的と思われますが。著者のコメントを追記し
て戴けませんでしょうか」という指摘が査読者よりあっ
た。謙虚に受け止めなければならない事実と考える。し
かしながら 臨床上この動物実験段階の報告がどれだけ
意義があるかは将来の問題と考える。実際 膵 癌 で の
COX‑2発現率は 多い報告では 90％に中等度から高度
の COX‑2の発現がみられるという 。臨床上すべてに
COX 発現を確認して阻害剤を使用することは合理的と
はいえないと思う。また COX‑2阻害剤の作用発現も
種々の 機 序 が 報 告 さ れ て お り 確 定 し て い な い 。
apoptosis に関しては celecoxib の COX‑2阻害作用と
無関係という報告もある 。さらにこの発想に立つなら
ば WHO の癌疼痛コントロール使用の場合もすべて
COX 発現を確認することが必要となろう。opioid の使
用も血管新生を促し癌増殖を促進するため 使用はでき
なくなると考える 。一編の論文から帰結を求めるのは
時期尚早と考える。
われわれは thalidomide celecoxib と抗癌剤による有
用性について報告を行ってきた
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