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Thalidomide Celecoxib Vinorelbine CDDP が奏効した
播種性腹膜悪性中皮腫の 1例
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要旨 悪性中皮腫はまれな腫瘍であり

診断 治療の困難な腫瘍でもある。悪性中皮腫は予後不良であり 診断時よりの生
存期間は 12〜17か月といわれている。悪性中皮腫に対する化学療法では gemcitabine vinorelbine などが使用されるがまだ
十分な効果は得られていない。
今回われわれは thalidomide celecoxib vinorelbine CDDP を併用し 腹水の消失ならびに胸水をコントロールし得た
1例を経験したので

ここに文献的考察を加えて報告する。

bine CDDP を併用して良好な腹水 胸水コントロー

は じ め に

ルを得た 1例を経験したのでここに報告する。

中皮腫は胸膜 腹膜 心囊などを原発とするまれな腫

症

瘍である。
中皮腫には限局性とび漫性に分類されており

例

び漫性中皮腫はすべて悪性である。悪性び漫性 (胸膜)

症例:47歳 男性。

中皮腫は診断 治療の困難なことから臨床上問題となっ

主訴:腹部膨満感

ている。
予後因子としては 病期 リンパ節転移 年齢

家族歴 職業歴:特記すべきことはない。

PS 組織型（上皮性のほうがよいといわれている）があ

既往歴:腸炎（27歳時) 尿道結石（40歳時)。

げられている。び漫性胸膜中皮腫（悪性中皮腫）は予後

現病歴:2001年 8月下旬より咳嗽 全身倦怠感を生じ

不良であり 診断時よりの生存期間は 12〜17か月 とい

近医を受診 同年 12月 6日左胸膜 肺全摘術の施行。病

われている。悪性中皮腫に対する姑息的治療としては

理組織検査により悪性中皮腫と診断され その後化学療

腹水 胸水のコントロールが重要となってくる。

法ならびに放射線療法を受ける。2003年 3月に腹水貯留

今 回 わ れ わ れ は thalidomide celecoxib vinorel連絡先:〒 410‑0875 静岡県沼津市今沢字西畑 372‑5
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全身倦怠感。

を生じ 腹腔内に播種したものと考えられた。温熱還流
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腹部 CT
a:2003年 12月 3日 b:2003年 12月 17日

療法を受けるが改善が認められなかったため 加療目的
で 2003年 9月 19日当院に入院となる。
入院時現症:身長 169cm 体重 40.5kg 血圧 98/58

入院後経過:入院当日より thalidomide 200mg/日就
寝前 celecoxib 400mg/日朝夕経口投与に加えて週 1回
vinorelbine 20mg および CDDP 25mg を静脈内投与し

mmHg 脈拍 96回/分 体温 36.8℃。全身状態は悪く

た。約 1か月の治療でドレナージなしで腹水はほとんど

PS は 4と判定された。

消失し さらに大網肥厚も軽減した（図 1b)。左胸水も

入院時検査所見:赤血球数 366×10 /μl Hb 9.7g/dl

ドレナージなしで減少している。腹部膨満感および全身

Ht 30.5％と軽度の貧血がみられた。生化学検査で BUN

倦怠感が軽度となり PS も 2にまで改善したため 2003

25.4mg/dl Cre 1.32mg/dl UA 11.2mg/dl Fe 16

年 10月 25日に地元の病院に転院した。この間 軽度の

μg/dl と異常値を示した。腫瘍マーカーの CEA は 1.0

貧血状態には変化はなかったが CYFRA は 4.5ng/ml

ng/ml と正常値であったが CYFRA は 9.2ng/ml と高

と減少した。転院先にて同様の治療（thalidomide 200

値を示した。

mg celecoxib 400mg vinorelbine 20mg）を継続実施

入院時腹部 CT:多量の腹水も認められる（図 1a)。

しており 2003年 12月 3日の腹部 CT 検査では腹水の
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貯留はみられていないが
（図 2a) 12月 17日では少量の

作用が増加し症状の軽減を得られることは少ない。それ

腹水貯留がみられはじめている（図 2b)。

ゆえに新しい薬剤の出現とそれらの組み合わせに期待が

考

寄せられる所以である 。paclitaxel を使用した症例で

察

は 9％の奏効率を gemcitabine は 0〜7％ vinorelbine

悪性中皮腫の原因物質としてアスベストが有名である

は 24％と報告されている 。現在海外で注目されている

が 実際の被曝が確認できる例は少ないという。また

薬剤は pemetrexed で 単剤での奏効率が 14.4％ 白金

Simian virus‑40（SV‑40）が悪性中皮腫組織に発現して

製剤との併用で 45％という報告もある 。現在日本で入

おり 発癌性に関与するという報告も多数ある 。本症例

手でき副作用も少なく奏効率のよい薬剤は vinorelbine

では SV‑40の抗体発現は証明されていない。悪性中皮腫

といえよう。gemcitabine は celecoxib との併用で血小

の進展には血小板由来増殖因子（PDGF) インスリン様

板減少が強くでる可能性があり PS が悪い症例への使

増殖因子（IGF) 塩基性線維芽増殖因子（bFGF) 上皮

用は避けたほうがよい考えられる。thalidomide と cele-

増殖因子（EGF) 肝細胞増殖因子（HGF）など多くの増

coxib と抗癌剤を併用する際は 抗癌剤の量を通常使用

殖因子が重要な役割をなしている。またトランスフォー

量の 1/2〜1/3前後にし しかも頻回投与することにより

ミング 増 殖 因 子（TGF)‑βは 血 管 内 皮 細 胞 増 殖 因 子

血管新生抑制作用がより増強されるという 。本法の副

（VEGF）を通じて多量の胸水貯留および胸膜癒着を引き

作用は thalidomide celecoxib による多形滲出性紅斑

起こす。胸水貯留はリンパ管からの排出の減少と胸水の

が最大の特徴で 軽度なものから重症のものまでみられ

過多な流入によって起こると考えられており

VEGF

る。重症な場合にはステロイドの投与を必要とする。皮

腹水貯留は癌

下脂肪の多い症例 特に大腸癌でいわゆる小太りと表現

。悪性中皮腫を

される症例には気をつけなければならない。重篤な副作

含む悪性疾患に伴う胸 腹水中には高濃度の VEGF が

用として肺血栓塞栓症が報告されており 予防に最大の

検出されており VEGF を阻害することで胸 腹水をコ

力点を置かなければならない。その他便秘 めまいなど

ントロールできる可能性がある 。

がある。thalidomide の最大の副作用は催奇性であるが

はこの胸水貯留の主因をなしている。胸
の終末状態で生命予後は限られている

thalidomide は VEGF のみならず 癌の症状を悪化さ

妊娠可能な男女に thalidomide を避妊なしに投与しては

せる腫瘍壊死因子（TNF)‑αなどの産生を m‑RNA の

ならないということは医療人にとって言を待つまでもな

段階で阻止するといわれている 。TNF‑αの産生を抑え

い。精液中にも thalidomide は移行することを付け加え

るため進行癌症例の食欲低下

ておきたい。

全身倦怠感などを取り除

き全身状態を改善する。この thalidomide は現在臨床上

過去多くの症例報告を行ったが thalidomide celec-

使用できる薬剤のうちでは最も強力で安全な抗 TNF‑α

oxib と抗癌剤の併用効果に関して 多くの査読者から疑

剤と考えられている。

問を呈されている。本症例においても「本例で抗癌剤と

（COX)‑2はアラキドン酸よりプロ
cyclooxygenase‑2

の併用効果がありとする根拠がないと思われます。
」と指

スタグランディン（PG）を合成する酵素で 通常の生理

摘されている。われわれは thalidomide と抗癌剤の併用

的条件では人体には存在せずサイトカインや増殖因子に

は腫瘍細胞の抗癌剤抵抗性を減弱し アポトーシスの閾

よって急速に癌組織に誘導される 。PG は癌組織で多量

値を低下させ その結果病状の安定と生命の延長が得ら

に産生され 血管新生作用 により酸素と栄養素を癌組

れる

という報告から有効と考えている。

織に供給するとともに 免疫監視機構とアポトーシスを

thalidomide は TNF‑αmRNA の安定性を減じる と

阻害する。アスベストに被曝した胸膜中皮細胞は上皮増

同様に COX‑2 mRNA の安定性も損なうが 完全には

殖因子受容体（EGFR）の発現と活性化を起こす 。次い

COX‑2発 現 や PG 生 合 成 を 阻 害 し な い 。COX‑2は

で核内転写因子を活性化し最終的に COX‑2の発現を促

COX とペルオキシダーゼの両作用を有している。celec-

進する 。悪性中皮腫細胞には COX‑2発現がみられ 細

oxib は COX 活性を抑制し PG 生合成低下をもたらす

胞増殖能 浸潤能に関連している。
COX‑2は独立した生

が ペルオキシダーゼ活性は抑制せず発癌物質の産生を

命予後因子である 。選択的 COX‑2阻害剤 celecoxib

可能にする。thalidomide はこれら両作用を抑制するが

は強力な抗血管新生作用と抗腫瘍効果を有し悪性中皮腫

強度の点で問題があり thalidomide と celecoxib の併

の治療に有効であろう 。

用が有効である

悪性中皮腫の化学療法は種々報告されているが 奏効

。し か し な が ら thalidomide と

CDDP の併用は CDDP の効果を増強しなかったという

率が 30％を超すものはほとんどない。単剤で 0〜15％

報告もある 。celecoxib と抗癌剤の併用も抗癌剤の治

抗癌剤の組み合わせによっても 20％の奏効率であり 副

療効果を高め QOL を損なわないという 。celecoxib の
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悪性中皮腫に対する抗癌作用は 2004年に初めて Catalano らによって報告されている 。celecoxib は用量と時
間依存性に悪性中皮腫細胞のアポトーシスを起こすとい
う。また VEGF 受容体阻害剤と celecoxib を併用すると
celecoxib の IC を最大 65％引き下げる。vinorelbine は
29人中 7人（24％）に有効（PR）であったという報告が
ある 。以上の研究論文などにより われわれは thalidomide celecoxib vinorelbine の併用は有効と考える。
本症例報告を行った患者は 2004年 11月 1日現在入院治
療中で全身状態（PS）は 4である。今後 thalidomide
celecoxib vinorelbine を主体とし CDDP を使用しない
臨床試験を行いたいと考えている。
thalidomide 200mg/日および celecoxib 400mg/日連
日経口投与に抗癌剤 vinorelbine 20mg/週および CDDP
25mg/週を併用することで 少ない副作用で強力な抗癌
作用が得られた。悪性中皮腫の場合 特に胸 腹水のコ
ントロールが肝要である。
未承認薬 thalidomide celecoxib の使用に際しては
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。
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