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A 66-year-old woman visited our hospital complaining of painful, irritative urinary symptoms and
macroscopic hematuria. Cystoscopy revealed a non-papillary tumor covered with necrotic tissue on the
right side of the posterior wall of the bladder. Transurethral resection was performed ; histologically, the
tumor was found to be composed of carcinomatous and sarcomatous elements. The carcinomatous element
consisted of urothelial and squamous cell carcinomas. The sarcomatous element was composed of
osteosarcoma, chondrosarcoma and spindle cell sarcoma. Immunohistochemical examination showed that
the carcinomatous component was positive for cytokeratin and the sarcomatous component was positive for
S-100 protein. The patient underwent total cystectomy with ileal conduit under the diagnosis of
carcinosarcoma. Pathological examination showed no residual tumor. She was followed up with no signs
of recurrence or metastasis. Computed tomography (CT) at nine months following surgery showed no
evidence of recurrence. However, thirteen months after the operation, she complained of lower abdominal
pain, and CT demonstrated a bulky intrapelvic tumor and right hydronephrosis. Her condition worsened
rapidly and she died one month later.
(Hinyokika Kiyo 57 : 199-202, 2011)
Key words : Bladder tumor，Carcinosarcoma
緒

言

1 つの臓器内で上皮性の癌腫成分と非上皮性の肉腫
成分により構成される悪性腫瘍は癌肉腫と呼ばれる．

見で改善がみられず肉眼的血尿も出現したため，腹部
超音波検査と膀胱鏡検査行ったところ膀胱後壁右側に
径 7 cm の非乳頭状腫瘍を認めた．膀胱腫瘍の診断に
て精査加療目的に入院となった．

膀胱癌肉腫は膀胱悪性腫瘍のなかでも比較的稀であ

現症 : 腹部理学的所見なし

り，予後は不良であることが知られている．今回われ

血液検査所見 : WBC 9, 300/ μ l，Hb 13. 1 g/dl，Cre

われは TUR-BT 後に膀胱全摘除術を行い，摘出標本

0.9 mg/dl，CRP 0.2 mg/dl．血液一般，生化学検査で
は 特 記 す べ き 異 常 所 見 を 認 め な かっ た．尿 沈 渣 ;
RBC ＞ 100/HPF，WBC 50∼99/HPF．尿培養 ; 有意
な細菌の発育を認めなかった．尿細胞診 ; class II
画像検査所見 : CT，MRI で膀胱内に径 7 cm の腫
瘤を認め，後壁右側の筋層浸潤が強く疑われた (Fig.
1）．明らかな壁外浸潤は認めず，腫大リンパ節や他臓

に腫瘍の残存を認めなかったにもかかわらず，術後13
カ月後に局所再発を来たし，急速に状態が悪化して死
亡した膀胱癌肉腫の症例を経験したので若干の文献的
考察を加えて報告する．

症

例

患者 : 66歳，女性
主訴 : 排尿時痛

器への転移は認めなかった．
入院後経過 : 臨床病期 T2N0M0 の診断のもと，

既往歴 : 21歳，虫垂炎

2007 年 7 月，TUR-BT を施行した．膀胱内全体を占

家族歴 : 特記なし

拠する有茎性非乳頭状腫瘍を認めた．術中に腫瘍から

現病歴 : 2007年 5 月に排尿時痛を主訴に当院受診．

の出血は少なく，170 g の腫瘍組織を切除した．切除

尿沈渣で顕微鏡的血尿と膿尿を認めたため，膀胱炎と

標本の病理組織学的所見 (Fig. 2) より筋層浸潤性膀胱

して抗生剤による加療を行った．症状および尿検査所

癌肉腫と診断され，2007 年 8 月 7 日に膀胱全摘除術
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Fig. 1. Magnetic resonance imaging T2-weighted
image showed a tumor 7 cm in diameter on
the right side of the posterior wall of the
bladder.
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泌57,04,5-4

Fig. 4. Cytokeratin immunoreactivity (×50) is
noted in squamous cell carcinoma
(carcinomatous element), but not in spindle
cell sarcoma(sarcomatous element).They are
delimited from each other.
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Fig. 2. Microscopic ﬁndings (HE stain ×50) showing tumor inﬁltration of the muscle layer.
および回腸導管造設術を行った．膀胱周囲の癒着はな
く，明らかな腫大リンパ節も認めなかった．術後病理

Fig. 5. Computed tomography at the time of
recurrence revealed a bulky tumor 14 cm in
diameter occupying most of pelvic cavity.

診断は pT0N0 であった．
病理組織学的検査 : 腫瘍は上皮性成分と非上皮性成

腫を認めた．上皮性成分と非上皮性成分の境界は明瞭

分 が 混 在 し て い た．上 皮 性 成 分 は 移 行 上 皮 癌 と

であった (Fig. 4）．以上の所見より尿路上皮癌・扁平

cytokeratin 染色に陽性を示す扁平上皮癌，非上皮性成

上皮癌と骨肉腫・軟骨肉腫・紡錘形細胞肉腫が混在す

分としては軟骨肉腫 (Fig. 3），骨肉腫，紡錘形細胞肉

る膀胱癌肉腫と診断した．
術後経過 : 退院後，後療法を行わずに定期的に経過
観察を行った．2008年 5 月に施行した CT 検査では明

泌57,04,5-3

らかな転移は確認できなかったが，同年 9 月に左臀部
から左下肢にかけての疼痛としびれ，下腹部痛を訴え
受診した．CT で骨盤内に径 14 cm の巨大腫瘍 (Fig.

5) と右水腎症を認めた．腫瘍の再発と考えられたが，
積極的な治療の希望なく，徐々に全身状態悪化して約

1 カ月後に死亡した．

考

察

上皮性の癌腫成分と非上皮性の肉腫成分が混在する

Fig. 3. Microscopic ﬁndings (HE stain × 50)
showing osteosarcoma within a sarcomatous
lesion.

腫瘍は膀胱癌肉腫，あるいは肉腫様癌などと呼ばれて
きた．WHO 分類では，膀胱癌肉腫と肉腫様癌はいず
れも，上皮性の癌種成分と間葉系の肉腫成分が混在す

西川，ほか : 膀胱腫瘍・癌肉腫
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る腫瘍として，sacomatoid variant という category に分

胱癌肉腫ではなく，膀胱尿路上皮癌に関しての報告で

類される1)．一方，本邦の膀胱がん取扱い規約第 3 版

あるが，Tilki ら15) は術前に化学療法を行っていない

では膀胱癌肉腫の分類はなく，肉腫様癌は扁平上皮癌

膀胱全摘症例4,430例のうち膀胱全摘標本で pT0 と診

に含まれるものされている2)．膀胱癌肉腫については

断された288症例を検討したところ，中央値48.2カ月

肉腫様癌との鑑別も含め明確な診断基準が存在しな

の観察期間中に15例（6.6％）の膀胱癌の再発による

い．しかし，膀胱癌肉腫と肉腫様癌はいずれの肉腫成

死亡を報告している．また Volkmerら16)も膀胱全摘標

分も分子細胞学的に発生由来が同一であることを示唆

本で pT0 と診断された181例について検討を行ったと

する報告

4,5)

や，両者はともに悪性度が高く予後不良
6)

ころ 4. 7％に再発を認めたと報告している．Volkmer

であり，臨床的特徴が類似している といった報告が

らによれば pT0N0 症例の再発では局所再発は 1 例も

ある．これらを踏まえれば互いを区別する意義は乏し

認めなかった．本症例の場合，再発時にはすでに巨大

いと考える．その一方で，Wright ら3)は膀胱癌肉腫と

腫瘤となっており再発様式の判断はできなかった．

肉腫様癌を比較して明らかに前者の予後が悪く，両者

膀胱癌肉腫の予後は 1 年生存率 48％， 5 年生存率

を区別することの妥当性を述べている．本邦報告例で

17％と不良とされる3)．Wang ら12) は多変量解析に

は肉腫成分の組織発生が上皮性成分由来か非上皮性成

よって臨床病期が唯一の予後因子であったと報告して

分由来かによって肉腫様癌と癌肉腫を区別しているも

いる．現時点では早期発見のみが予後の改善につなが

7~11)

．本症例は尿路上皮癌・扁平上皮癌

るものと思われる．手術不能例または再発例に対して

からなる上皮性成分と骨肉腫・軟骨肉腫・紡錘形細胞

の抗癌剤を中心とした治療法の検討にはさらなる症例

肉腫からなる非上皮性成分が混在し，免疫染色で両者

の集積が必要と考えた．

のが多かった

の境界が明瞭であったことから癌肉腫に相当すると考
えた．
本邦で報告されている膀胱癌肉腫は本症例を含めて
調べた限り62例であった．年齢は27∼90歳，男女比は

2. 44 : 1（男 性 44 例，女 性 18 例）で あっ た．海 外 文
献12) でも男性のほうが多く比較的高齢者に多いよう
である．肉眼的血尿を主訴とする例が多い．膀胱悪性
腫瘍の約0.1∼0.3％の頻度と報告される7,12)稀な疾患
である．
治療については，報告されている膀胱癌肉腫62例の
うち38例に膀胱全摘が行われていた．化学療法は膀胱
癌肉腫についてはその成分の多様性ゆえに無効とされ
てきたが，小泉ら13) は膀胱全摘術後の肺，肝，消化
管，リンパ節の転移性多発病変に対し，gemcitabine
と cisplatin を投与し PR を得た症例を報告している．
また，Hoshi ら14) は TUR-BT 後，膀胱全摘術前に放
射 線 療 法 併 用 の gemcitabine と cisplatin に よ る neo-

adjuvant chemotherapy を行った後に膀胱全摘を行い病
理組織学的に pT0N0 と診断され，その後長期生存を
得た症例を報告している．本症例については膀胱全摘
標本に腫瘍の残存を認めなかったこと，患者が術後の
追加治療を希望しなかったこと，CT で再発を認めた
以降は急速な病勢の進行により全身状態が悪化して
いったことにより，術後の化学療法は行わなかった．
膀胱癌肉腫の治療における化学療法の位置づけは確立
されていないが，膀胱癌肉腫に対する化学療法の有効
性を示唆する報告も散見されることより，本症例にお
いても治療の選択肢の 1 つであったと思われる．
本症例は TUR-BT の切除標本で病理組織学的に
pT2 と診断され膀胱全摘除術を行った．全摘標本で
pT0N0 であったにも関わらず 13 カ月で死亡した．膀

結

語

膀胱全摘除術にて pT0 と診断されたが術後 13 カ月
で死亡した膀胱癌肉腫の 1 例を経験したので若干の文
献的考察を加えて報告した．
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