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MEASUREMENT OF PENILE BRAC田AL INDEX（PBI）
      FOR PATIENTS WITH IMj．POTENCE

Noboru TAKAsAKi， Tamon KoTANi and Shigeru MiyAzAKi

    From砺DePartment of〔加log］， Osakaルfedical School

            Sougo SAITou
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  PBI was measured in 555 patients chosen at random frQm those who visited our impotence

clinic between October 1984 and September 1986． Of 555 patients with impotence 29 （5．26e ）

showed a ｝ow PBI level of ｝ess than O．6． On thc basis of carefully taken history， risk factors

caused the disturbance of penile blood fiox・v were found in 13 （4’1．89z）f） of these 29 patients．

They included diabetes mellitus， hypertension， surgery of pelvic organ， vertebral injury， vascular

disorder of brain and gangliosympathectomy． Although penile angiography is necessary to make

the definite diagnosis of vasculogenic impotence， hospitalization is usually required to perform

the examination． Measurement of PBI is useful as a screening test to detect vasculogenic

impotence at an outpatient clinic， because this examination is noninvasive and technically easy．

                             （Acta Urol． Jpn． 35： 1365－1368， 1989）
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緒 言

 近年，impotence（以下IMP）に関する臨床的研

究の進歩により器質的IMPが意外に多いことがわか

ってぎた．なかでも，勃起のメカニズムについての研

究が進み，．血管性IMPの存在が注目されている．陰

茎の勃起は陰茎海綿体への血液流入量の増加と流出量

の減少によって調節されているが，その基本的な調節

：機能は主として動脈系にある．大動脈一内腸骨動脈一

陰部動脈一陰茎背動脈から陰茎海綿体への血液流入系

のどこかに閉塞性病変が存在すれば，勃起障害を起こ

す可能性がある．これらの病変を確実に診断するため

aこは血管造影によらねばならないが，これを日常的に

外来診療で施行することは困難である．近年，陰茎の

血流状態を知る方法として，非侵襲的で操作が簡単な

ドップラー法による陰茎血圧測定や，陰茎動脈波の測

定などが行われ，血管性IMPの診断に利用されてい

る．penile brachial pressure index（PBI）はbrach－

ial blood pressureに対するpenile blood pressure

の比であって，陰茎血流障害が存在すればその値は低

下するとされている1・2）．そこでわれわれは，勃起不

全を訴える患者に対してPBI検査を施行し，本検査

の臨床的意義について検討した．

対象なら．びに方法

 対象：1984年10月から1986年9月までの2年間に関

西性科学研究所（現：三聖病院性機能診療部）を受診

したIMP患老の中から無差別に選択した17歳から72

歳までの555例である．

 陰茎血圧の測定方法：陰茎基部に2．5 cm×13．5 cm

のカフ付の水銀血圧計 （Fig．1）を装着し，収縮期

圧以上に加圧し，flat typeのドップラー血流検出器
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Fig． 1． Cuff used for measurement of penile

blood pressure

o
e ．

，

penile brachial index （PBI）＝ penile blood pres－

sure／brachial blood prcssureを算出した．PBIに

よる陰茎血流障害の判定基準は，諸家の報告3－6）にな

らって0．6以下（low PBI）を異常とした，

結 果

 全症例についてみると，PBIは最低値O． 23，最高

値1．03，平均値0．82であった．Table 1はその分布

を示したものであり，PBIO．7～0．9の間に60％以上

の症例が集中しているが，0．6未満のlow PBIの症

例は5． 2％（29／555）であった．これら29例に対して

詳しい問診を行い，陰茎の血行障害をおこしうるrisk

factorについて検討した結果，29例中13例（44． 8％）

にrisk factorの存在が認められた．他の16例（55．2

％）については問診のみではrick fact・rの存在を明

確にすることはできなかった．

しコ レ

ミ1ぞ

Table 1． PBI in 555 patients with impotence

PBI No． of Cases （e／e）

 〈O．6

0．6＄一くO．7

0．7＄一一一くO．8

0．8S一くO．9

 0．9＄

29

86

184

177

79

（5．20／o）

（15．50／o＞

（33．2e／o）

（31．9e／o）

（14．2e／o）

F量9．2， Scheme of measurement of penile
blood pressure

により陰茎背動脈圧を測定した．Fig．2は陰茎血圧

測定法をシェーマで示したものである．

 PBI：患者を仰臥位に10～15分間安静に保った後，

上腕動脈圧（brachial blood pressure）と陰茎血圧

（penile blood pressure）とを測定し，両者の比

Tota1 555

 Table 2は10w PBIを呈した患者のうちrick

factorが存在した13例のうちわけを示したものであ

る．糖尿病，高血圧や直腸癌などによる骨盤腔内臓器

の手術の既往を有するものが比較的多くみられ，他に

脊椎損傷，脳血管障害，交感神経摘除術などの既往の

あるものがみられた．

Table 2， Risk factors in i3 patients with low PBI

Case Age PBI Risk factors

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

K．S．

A．W．

K．Y．

S．H．

K．1．

S．T．

T．K．

T．N．

K．K．

K．F．

K．M．

H．H．

K．1．

61

58

60

56

65

52

38

61

54

35

54

57

65

O．25

0．48

0．39

0．50

0．59

0．56

0．58

0．53

0．59

0．50

0．52

0．56

0．59

Diabetess mellitus

Diabetes mellitus， Hypertension

Diabetes mellitus， Op． of vertebral artery

Apoplexy， Hypertension

Compression fracture of 1umber vertebra’

Op． for spinal cord turnor

Op． of rectal cancer

Diabetes mellitus， Hypertension

Diabetes mellitus

Op． for rectal cancer

Diabetes mellitus， Hypertension

Op． for rectal cancer

Gangliosympathectomy
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案

 勃起不全症の多くは心因性疾患であり，器質的原因

によるものは少ないと長い間考えられていた．しか

し，近年，勃起のメカニズムに関する研究が進み，勃

起に関与する神経系，内分泌系，血管系の詳細な検査

が行われるようになって，器質的IMPもかなり多い

ことが判明してきた，器質的IMPとしては神経性

IMP，内分泌性IMP，陰茎性IMP，血管性IMP，

薬剤性IMPなどがあるが，これらの鑑別は必ずしも

容易ではない．陰茎の血行障害によって起こる血管性

IMPを確実に診断するためには陰茎の血管造影6）を

施行しなければならないが，血管造影は侵襲的であり

手技的にも簡単に施行しうるものではない．陰茎の血

流障害の有無を非侵襲的に知るための方法としては，

陰茎．血圧の測定，ラジオアイソトープを利用した

penography，陰茎皮膚温の測定等がある．最初に陰

茎血圧の測定を試みたのは1971年Gaske117）やBritt

らDであるが，ドップラー法を用いた陰茎血圧の測

定は1975年Abelson8）によって行われている．陰茎

血圧と上腕血圧との比（PBI）をみることによって，

陰茎の血流障害の有無を間接的に知ることができる，

陰茎血圧は正常では上腕動脈よりもやや高いという報

告8・9＞もあるが，現在では陰茎血圧は上腕血圧よりや

や低いという報告の方が多い．陰茎血流に障害があれ

ばPBIは低下するが，その値が0．6以下（上腕血圧

の60％以下）であれぽ陰茎血流に障害があると判定し

ている報告が多い3一］o）．しかし一方では，PBIは陰

茎動脈圧と上腕動脈圧との比をみたものであるから末

梢血管や静脈系の状態は関係なく，したがってPBI

は陰茎の血行状態を必ずしも正確に表現しているとは

いえないという意見もある11）．

 血管性IMPの頻度は報告者によって異り，その頻

度は低いとするもの12・13）もあれば，非常に高いと述べ

ているもの3・14）もある．今川12）の集計では1．4％（1／

72）であり，Solgら13）の集計では120人のIMP患者

の病因として血管性IMPの記載がない．彼らが発表

した病因のうち原因不明のものが7％あるが，この中

に血管性IMPが含まれている可能性がある．これに

対して，Elliottら3）はIMPの50．5％（56／111）が，

またDePa正maら14）は52，1％（38／73）が血管性IMP

であり，血管性IMPの頻度は高いと報告している．

これらは恐らく，対象患者の相違や，診断する医師の

専門分野の相違によるものであろうと思われる．今回

われわれのIMPクリニックでの成績では， PBIで

低値を示した症例が5．2％（29／555）であったことか
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らみて，血管性IMPの頻度は5．2％以下であると考

えられる．

 Wabrekらlo）はIMP患者に対して問診を行った

結果から，陰茎血行障害をきたす可能性のあるrick

factorとして脳血管障害，糖尿病，高血圧，心筋梗

塞冠動脈の手術の既往や，肥満または高脂血症など

を挙げており，これらのrick factorとPBIとの

関係について調べた結果，PBIが低いほどrick fac－

torの存在する率が高いと述べ，これらのrick factor

が血管性IMPの病因となっている可能性が高いと報

告している，われわれの症例では，PBIO，6以上の症

例についてはrick factorの存在について調べていな

いが，PBI O．6以下の症例では約45％にrick factor

が見出されており，それが血管性IMPの病因となっ

ている可能性は大きいと考えられる．

 Low PB Iの症例の中にどの程度血管性IMPが存

在するかについて，Elliottら3）は運動負荷前にIow

PBIを示した症例が血管性IMPである確率は50％

であるが，これらの症例のうち下肢の運動負荷後さら

にPBI値が低下する症例を選ぶと，これらの症例が

血管性IMPである確率は80％であり，運動負荷後に

本検査を行えば一層診断率が高くなると報告してい

る．

 機能的IMPと器質的IMPとを鑑別するには，一

般的には夜間陰茎勃起現象（n・ctumal penile tu－

mcscence）の有無やaudiovisual stimulationに

よる勃起検査などが施行されている．一方，陰茎海綿

体内に分布する血管の機能を評価する方法としてpa－

paverine chlorideなどを海綿体内に注入することに

よって勃起が惹起されるかどうかをみる薬剤誘発勃起

テスト（papaverine test）がある． Abbcrら15）は，

まずnocturnal penile tumescenceの有無によって

機能的IMPと器質的IMPを鑑別し，ついで器質

的IMP患者に対してPBI測定とpapaverine test

とを施行した結果，low PBIを呈した11例のうち

papaverinc testに反応せず血管性IMPが疑われ

たものは6例であったと報告しており，low PBIを

呈するIMP患者の約半数が血管性IMPの可能性

があると考えられる．そして彼らは，PBI検査に用

いる陰茎血圧は陰茎背動脈の血圧であって海綿体圧で

ないから，PBIが正常であるからといって血管性

IMPを否定したことにはならず，陰茎の末梢動脈や

静脈系の障害ではPBIは正常であることが多く，そ

のような症例に対してはpapaverine testを行って

血管性IMPを診断することが必要であり，血管性

IMPのスクリーニングにはPBI測定とpapaverine
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testとを併せて行うのがよいと述べている．

 以上のように，PBIは陰茎動脈圧測定を基本とし

たものであり，陰茎動脈の本幹に血流障害がある場合

には血管性IMPの診断上有用な検査法であるが，

陰茎の末梢血管や静脈系の病変による血管性iMPは

見逃される可能性があり，本検査を施行する際にはそ

のような点を考慮に入れておく必要がある．

結 語

 1984年10月から1986年9月までの2年間に関西性科

学研究所を受診したIMP患者の中から無差別に選ん

だ555例にPBI検査を施行した。その結果， low

PBI（0．6以下）を示したものは29例（5，2％）であっ

た．このうち13例（44．8％）に陰茎の血行障害をきた

す可能性のあるrisk factorが見出された．

 PBI検査は非侵襲的で比較的簡単な検査であるた

め，外来診療における血管性IMPのスクリーニング

テストとして有用であると考えられる．
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