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    TWO CASES OF PRIAPISM CURED BY TRANSCATHETER 

     EMBOLIZATION OF INTERNAL PUDENDAL ARTERIES 

             Kenji Mitsui, Hiroyuki Mizumoto, Yoshiaki Yamada, 

                  Nobuaki Honda and Hidetoshi Fukatsu 
                 From the Department of Urology, Aichi Medical University 

                 Katsuhito Murata and Masuichi Gushiken 
                 From the Department of Radiology, Aichi Medical  University 

                            Tosikazu Otani 

                  From the Department of Urology, Chubu  Rosai Hospital 

                            Hachiro Senda 
                                 From Senda Clinic 

   We report here two cases of priapism. One of these cases was suspected to be drug induced 
and high and low flow mixed type. The patient had taken the drugs, a-blocker  for hypertension 
and dysuria by BPH for a long time. He was treated by a caveno-glandular shunt. After surgery, 
detumescence was obtained for some time, but erection appeared again soon. Transcatheter em-
bolization of the internal pudendal arteries was then performed, and detumescence became perma-
nent. 
   The other case was an idiopathic and high flow type. Detumescence was achieved soon by 

   transcatheter embolization of the internal pudendal arteries only, then he experienced morning 
erection imperfectly on the 9th day after this treatment. The management of priapism as reported 

 to date is also reviewed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 303-308, 1995) 

Key words: Priapism, and Transcatheter embolization of pudendal arteries

緒 言

持 続 勃 起 症priapismは,発 生 機 序 が 不 明な点 が多

いが け っ して 稀 な疾 患 では な い.一 般 にpriapismは

highflowtypeと10wflowtypeに 分 け ら れ,10w

flOwtypeが 本疾 患 の 大部 分 を 占め る とい われ て い る

が,今 回,わ れ われ は,highflow-10wflowmixed

typeと 思われ る症例 とhighflowtype症 例を経験

し,前 者 には亀頭陰茎海綿体 痩増設術(Winter法)

と内陰部動脈 塞栓術を,後 者 には 内陰部動脈塞栓術を

施行 し両者 とも良好な結果がえ られたので若干の文献

的考察を加 え報告す る.
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症 例

泌尿紀要41巻4号1995年

症例1:76歳,既 婚,1994年1月13日,起 床時 よ り

突然疹痛を伴 う勃起が続いた.翌 日にな っても軽快せ

ず,さ らに尿閉とな ったため1月14日 当科 を受診 した.

既往歴ll984年 頃 よ り高血圧症にて内服 治療中.

1993年6月 よ り前立腺肥大症 にて内服治療中.

職業1無 職.

身体所見 ・陰茎は著明に腫大 し,勃 起状態で,亀 頭

陰茎海綿体は弾性軟であ り,自 発痛,圧 痛は著明だ っ

た.

検査所見:血 液,生 化学 お よび出血,凝 固系に異 常

はなか った,

騨

曝
AB

Fig.LCasel.

A,pretreatmentapPearanceofpenis

B,post-embolizationalappearanceofpenis

Fig・2・Case2

A.Pre-embolizationselectiveinternalpuden-

dalarteriogramshowscavernosalarterial

laCeratiOn(arrOW).

B.Thecavernosalarterialblushwasoverlying

thesiteofthepreviousintracavernosal

injection.

C.Thecontrastmediumwithinthecorpora

cavernosaquicklydisappearedwithoutsta-

　　コ

D,Post-embolizationselectiveinternalpuden-

dalarteriogramrevealsembolizedre-

constitutedrightcavernosalartery(arrow)

andabsentcavernosalarterialblush。

治療経 過:持 続勃起症 と診 断 し,陰 茎海綿体 に塩酸

エチ レフ リン0,2mgを 局所投与 したところ陰茎海綿

体はわずかに 弛緩 したが疹痛 が消退す るまでには至 ら

なか った.入 院 し,陰 茎海綿体 を穿刺吸引 した ところ

黒褐色の血液 であ り,そ の血液 ガス 分析 は,pH7.0,

Pco271.0,Po215.1で あった.Lowflowtypeが 疑

われたため,16Gエ ラス タ針を刺 し直 し,200ml潟

血後,1,000単 位 ヘパ リソ加生食水にて陰茎海綿体 洗

浄を試みたが,一 時的に陰 茎の高度が和 ら ぐ程度で明

らかな効果は認め られなか った.保 存的治療の限界と

考 え,腰 椎麻酔下 に 亀頭陰茎海綿体 痩孔術(W童nter

法)Dを 施行 した.術 直後,海 綿体 は 十分弛緩 したが

数分後 より再び勃起状態 を呈 した.麻 酔覚醒後,疹 痛

は消失 したが,勃 起状態は持続 した ため,小 児用 カブ

に よる圧迫解除を約24時 間施行 したが改善は認め られ

な い た め,再 度,陰 茎海綿体血液 ガ ス 分析を施行 し

た.Po211L2と 高値 であ り,色 調は鮮紅色であった.

Highflowtypeが 混在 していた もの と考 え,内腸骨動

脈造影 を施行 した.右 内陰部動脈 の拡張が著明であ り,

その末 梢陰茎深動脈の断裂 と造影剤 の陰茎海綿体 内へ

の盗流を認めたため 自己血 餅を用いての右内陰部脈 塞

栓術 を施行 した.施 行後,勃 起は速やかに消退 した.

発症後10カ 月経過 した現在,再 発な く経過良好である,

症例2=54歳 既婚1991年 は じめ頃 よ り不 完全勃起

症が持続 し,性 的衝動時 に 有痛性勃起 を 自覚 しは じ

め,性 的衝動が覚めた後も勃起が2日 ほ ど続 くことが

初診時 までに3回 程 あ った.そ の度に,市 販 の鎮痛剤

を服用 していた.1994年10月3日 再び勃起 し軽度 の疹

痛を伴 い勃起が3日 続 くため1994年10月6日 当院を受

診 した.

既往歴:陰 部打撲等 の外傷 の既往はなか った.高 血

圧 を指摘 されたが放置 していた.

職業1建 築業

身体所見:陰 茎は著名に腫大 し,体 幹 と鋭角 をな し

て勃起 していたが,亀 頭お よび陰茎海綿体 は正常 よ り

柔 らか く,疹 痛 も軽 度だった.陰 茎以外に特 に異常は

認め られ なか った.

治療経過:陰 茎持続 勃起症 と診断 し,超 音波 ドプラ

法 にて陰 茎深動脈の血流 の有無を検査 した ところ,超

音 波 ドプラ血流計に より動脈性の血流信号音 を確認 し

えた.さ らに陰茎海線体 を刺穿吸引 した ところ動脈様

鮮紅色 の血液所見,そ の血液 ガス 分析 は,pH7.40,

Pco235,1,Po273.0で あった.つ ぎに,陰 茎海綿体

内へ塩酸 エチ レフレン2mgを2回 局所投与 した とこ

ろ,い ずれ も一過性 ではあ るが勃起は和 らいだ.以 上

の所見は,受 診時の陰 茎の硬度が弾性であること,激
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痛を伴 っていない ことを 考え合 わせ,本 症例は,high

flowtypeと 考 えられた.入 院の うえ,た だ ちに内陰

部動脈造影を施行 した ところ,右 深 陰部動脈 の陰茎海

綿体内での盗流があ り破綻血管 と断定 し,右 内陰部動

脈よ り自己血餅による塞栓術 を施行 した.施 行直後 よ

り勃起は著 しく消退 した.塞 栓後,9日 目には不 完全

勃起ではあったがmomingerectionを 認めた,

考 察

持続勃起症は,性 的衝動 を伴わず持続性の勃起状態

を呈するもので,陰 茎海綿体へ の血液の出入 りがバ ラ

ンスを失った状態 と考え られ てい る.

この原因は,Winterら2)は,特 発性,薬 剤性,鎌

状赤血球症,外 傷,新 生 物,白 血病,パ パペ リン ・

フェソトラミソの陰茎海綿体 内へ の注射,TPN中 の

脂肪製剤 の 使用等 をあげている.ま た,Fassbinder

ら3)は,ア ン ドロゲ ン製剤の投与,高 ヘマ トク リ ノト

値,低 循環血液量をあげ,Ylitaloら4)は,長 期の α一

blockerの 使用 との関連を強調 している.し か し,実

際には,原 因不 明で特発性 と分類 されて いる例が最っ

とも多い.

自験例1は,長 期 の α一blockerの 服用歴 があ り薬

剤性 が推察 され た.自 験例2は,後 述す る典型的な

hlghflowtypeで あった ため,ま た 患者 の職業が建

設業であ ったことも考 え合わせる と,外 傷 性を疑わせ

たが,外 傷の既往はな く,ま た,受 診時宋 梢血 白血球

増多があ り,血 液疾 患を疑 わ せ た が 分画 は正常であ

り,ま た翌 日には正常値に復 していた.以 上 よ り特発

性に分類 した.

病態生理学的 に は,Hauriら5)の 仮設 に よって,

lowflowtypeとhighflowtypeの2群 に分類 され

てい る.LOwflOwtypeは 陰茎海綿体 洞を充満 した動

脈が還流不能 とな った状態であ る.一 方,highflOw-

typeは,動 脈損傷 な どで 陰茎海綿体 洞へ 流入 す る

動脈血が減少不能 とな った状態であ る.前 老の陰茎所

見は,全 体に硬 く疹 痛 も激 しいといわれ,ま た陰 茎海

綿体穿刺によってえ られた血液は黒みを帯び,そ の酸

素分圧は静脈血のそれに近 く低い値を示す.後 者 の陰

茎所見 は,比 較的柔 らか く疹痛は きわめて少ない とい

われ,深 部陰茎動脈の血流 を超音波 ドプラ法にて確認

で き,陰 茎海綿体穿刺に よる血液は鮮紅色で,そ の酸

素分圧は動脈血に近 い値 を示 し,そ れに加えて,血 管

収縮剤 の陰茎海綿体 への投与 の効果が一過性であるが

認め られ るのが特徴 である といわれ る6).

Spycherら7》 は,両 タイプの経時的な組織的変化 を

検討 し,lowfiowtypeは,発 症後14時 問で平滑筋 に
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変化を生 じ,24時 間を超え ると壊死 に陥 り,最 終 的に

繊維化に よる器質的 イ ンポテソスを生 じるとし,h董gh

fiOwtypeで は組織的変化は少なか った と述べている.

一方
,Wittら6》 は,highflowtypeは 内皮 か らプロ

スタサイ クリンや内皮細胞由来の血 管弛緩因子が放出

され,動 脈 の収縮や止血機序が傷害 され不可逆性にな

ると述べてい る.

本性 の治療 として従来 よ り比較的早期にshunt形

成術 が施行 されてお り,病 態生理 学的な診断がつかな

くて もこの方法が有用 であるとの報告 もあるが8),高

率に術後勃起障害を生 じてお り,や は り病態生理 に基

づいた迅速な治療が肝要 である.陰 茎所見,陰 茎海綿

体 ガス分析,超 音波 ドプ ラ法に よる陰茎深動脈の血流

の有無 等にて,速 やか にタイプ決定を行 った後,10W

fiowtypeに は直ちにWinter法 に よるshunt手

術 を,無 効 な ら他のshunt手 術を,highfiowtype

には内陰部動脈造影 によ り破綻血管を証 明 し,動 脈 塞

栓術 を行 うべ きと考 える,

自験 例1は,当 初の陰茎海綿体 ガス分析Po2低 値

に より,10wflowtypeを 考 え,Winter法 を施行 し

たが,勃 起状態は完全には改善せず,再 度施行 した陰

茎海綿体 ガス 分析 に て,Po2高 値を示 しhighflOw

typeを 疑 い,内 陰部動脈造影 に より破綻血管が認 め

られ 塞栓術を施行 し勃起状態は完全に消失 した,本 例

は,highflowtypeとIowflowtypeの 混在型 で あ

った と思われ る.つま り,発症初期,動 脈が破綻 し陰茎

海綿 体内に過剰の動脈 血が流入 し,も ともとあった軽

度の静脈 の還流不全のため陰茎海綿体 内に欝血を生 じ

凝血 が起 き,あ たか もlowflowtypcの ごとき病態

を示 したのではないか と思われる.本 疾患の病態 の複

雑性,タ イプ鑑別の難 しさを痛感 した.本 例は,10年

前 よ りポテ ソシーは 失 わ れ て お り,今 回のWinter

法,塞 栓術 の勃起機能への影響は定かではない.

自験例2は,陰 茎所見,超 音波 ドプラ法に よる血流

の確認,陰 茎海綿体 ガス分析お よび血管収縮剤の陰 茎

海綿 体内への注入に よる一時的な効果所見 よ り,典 型

的なhighflowtypeで あ り,内 陰部動脈造影にて破

綻血管を確認 し,Wittら6)の 自己血 餅を用いた内陰部

動脈 塞栓術を行い勃起状態は消退 し,ま た,塞 栓術 後

9日 目よ り不完全勃起 なが らmorningerectionを 認

め良好 な経過をえた.本 例におけ る塞栓術は病態生理

に基ずいた,最 も侵襲 の少ない方法であ った と考 える。

いずれの 持続勃起症 に 直面 した 場合 も,原 因疾患

の検 索はもちろんであるが,highflowtypeか10w

flowtypeか の鑑別 に努力 し,治 療方針 の決定を速 や

かに行 うことが勃起状態の改善,性 機能に関す る予 後
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においても重要である と思われた,

結 語

泌尿紀要41巻4号1995年

Highflow-Lowflow混 合型 と思われ た1例 に,

Winter法 と自己血餅 に よ る 内陰部動脈塞栓術 を,

highflowtypeの1例 に 自己血餅 に よる 内陰部動脈

塞栓術を施行 し良好 な経過をえたので若干の文献的考

察 を加 え報告 した,
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