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陰茎化学熱傷に対し陰茎皮膚植皮術を行った l例

星ケ正厚生年金病院泌尿器科(部長:百瀬 均)

細川幸成 ， 岸 野 辰 樹 ， 小 野 隆 征

大山信雄，上甲政徳ぺ百瀬 均

A CASE OF ACID BURN OF THE PENIS 

Yukinari HOSOKAWA， Tatsuki KISHINO， Takamasa ONO， 

Nobuo OYAMA， Masanori ]OKO and Hitoshi MOMOSE 
From the Department oJ Urology， Hoshigaoka Koseinenkin Hospital 

A 27・year-oldman presented to our hospital complaining ofmultiple mild injuries sustained in an 

attack of violence at the workplace. He had received chemical burns to the penis induced by 

hydrochloric acid and had developed severe phimosis. He complained of pain on erection and 

ballooning during urination. The foreskin was partially resected with foreskin grafting for the 

stricture. The postoperative outcome was favorable and his symptoms were relieved. 
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緒 言

トイレット用洗浄剤サンポール@は塩酸と界面活性

剤を主成分とし，自殺目的で服用された報告が散見さ

れる l斗) 今回，われわれはトイレット用洗浄剤サン

ポール@をあびたために発生した陰部化学熱傷後の嬢

痕部に対し，包皮部分切除および、陰茎皮膚植皮術を

行った 1例を経験したので報告する.

症 例

患者:27歳，男性

既往歴:小児期に先天性小人症の診断で成長ホルモ

ン補充療法が行われていた.

家族歴:父親が先天性小人症で成長ホルモン補充療

法を受けていた.

現病歴:2001年3月末に職場で上司に暴行を受け，

その際便器洗浄剤であるサンポール@を陰部にかけら

れた. 2001年4月11日上腕部の痛みを主訴に当院整形

外科受診.多発性擦過傷，多発性度膚潰蕩，左上腕部

凄孔の診断で入院となった.翌日，陰部皮膚熱傷につ

き当科に紹介された.

入院時現症:身長は 153.5cm. 四肢・陰部に擦過

傷，熱傷跡を認めるが胸腹部理学的所見に異常なし.

入院時検査所見:血算，一般生化学検査上異常所見

なし.尿沈溢にて血尿と膿尿を認めず.

経過:四肢については整形外科により創部処置が行

われ，陰部熱傷に関しては陰嚢内容および尿路に障害

指現:大阪暁明館病院泌尿器科
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Fig. 1. Picture of the penis preoperatively. 
Arrow indicates the cicatrix. 

が認められなかったため，皮膚科にてステリクロンに

よる消毒およびブロメライン軟膏が塗布されていた.

2001年5月10日，熱傷後の嬢痕形成による勃起時痛お

よぴ排尿時の包皮のパルーニングに関して，皮膚科よ

り再度当科に紹介された.視診上，陰茎背側左側を中

心に包皮の癒痕部を認め，癒痕部と亀頭部の癒着が強

く疑われた (Fig.1).広範囲にわたる植皮術となるこ

とも想定したうえで2001年6月20日，腰椎麻酔下に包

皮部分切除術を施行した.

手術所見:癒痕部と亀頭部の癒着は認められなかっ

た.癒痕部の範囲は 25X20mmであり，単純に嬢痕

部分切除のみを行うことも考慮されたが，近位側の包

皮の伸展性が不良であり，術後の勃起時痛が懸念され

たため植皮術を選択した.陰茎右側の癒痕形成を認め

ない部分の包度を遊離植皮として用い，左側の特に癒
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Fig. 2. The penis one week postoperatively. 

痕化のひどい部分を切除した包皮欠損部に長めのかO

ナイロン糸で 3点固定し，その間を 5-0バイクリル糸

にて縫合した.術後は移植片と移植床を密着させるた

めに移植片の上にガーゼを置いて， 3点固定した 6-0

ナイロン糸の一部を使って，その辺縁を圧迫固定する

タイオーノT一法を行った.

術後経過:術後 7日目には，移植皮膚片は良好に生

着しており (Fig.2)， 6-0ナイロン糸のみを抜糸し

た.術後3カ月目には，植皮部は周囲よりやや白味を

帯びているが，勃起時痛は消失していた.

考 察

トイレット用洗浄剤サンポール@は，塩酸と界面活

性剤を主成分とするもので，界面活性剤には毒性はほ

とんど無いとされている.本製品は，しばしば自殺目

的に服用されること I斗)で知られ，治療難渋例，死亡

例5)も報告されている.本症例の場合は，陰部にかけ

られた塩酸の直接作用による化学熱傷であると考えら

れた.酸またはアルカリによる化学熱傷は，薬物の

量，種類， pH，濃度，粘調度，添加物の有無，接触

時間などによってその傷害の程度が異なると考えられ

る.大日本除議菊株式会社の製品安全データシートに

よると本製品の pHはl以下ー塩酸濃度9.5%とされ

ている.

一般的に酸性薬物による組織障害は，水素イオンが

組織蛋白と結合して吸水性の acid-albuminateを形

成し，組織の乾性凝固壊死を惹起することにより生じ

る.この凝固壊死層ため，酸は深部にまで浸透しにく

く，病変は比較的表層に限局することが多い.一方，

アルカリ性薬物の場合は組織蛋白に融解壊死を生じる

ため，障害は広範囲に及ぶとされている6.7) 自験例

で，術前に般痕部と亀頭部の癒着が強く疑われたにも

かかわらず癒着が認められなかったのは，この酸によ

る組織障害の特性によるものと考えられた.

今回，癒痕切除部の包皮欠損部に対して，閉じ包皮

を遊離移植片とした全層皮膚移植術を行った.癒痕部

自体は小範囲であり，単純な嬢痕部分切除あるいはZ

形成術などの局所度弁も可能であったが6) 勃起した

場合，残った包度では勃起時の突っ張り感は消失しな

いと考えた.全層皮膚移植術が成功するためには，移

植床の整備，移植片の圧迫固定，感染予防が重要なポ

イントであるとされているが9) 本術式は日常の泌尿

器科診療では経験することの少ない手技である.自験

例では，形成外科専門医の協力により，良好な結果を

得ることができた.

結 蓋
回

目三回

陰部化学熱傷後の嬢痕収縮部に対し，包皮部分切除

および、陰茎皮膚植皮術を行った l例を経験したので，

文献的考察を加えて報告した.

本文の主旨は第178回日本泌尿器科学会関西地方会におい

て発表した.
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