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ERECTILE MECHANISM STUDIED USING PENILE 

     VASCULAR CASTS IN THE DOG

   Kenichi KANO, Shugo HANYU, and Shotaro SATO 

From the Department of Urology, Niigata University School of Medicine 

                  (Director Prof. S. Sato) 

     Toshihiko IWANAGA and Hiroaki KANAZAWA 

From the Department of Amatomy, Niigata University School of Medicine 

 (Director: Prof. T. Fujita)

   The possible mechanism of penile erection was discussed based on the findings obtained by 

the scanning electron microscope observations of the penile vascular casts in the dog. Pol-

sters protruding into the lumen of the distal helicine arteries regulate blood flow into the 

cavernous spaces. The drainage veins from the corpus cavernosum penis arose on the dorsal 

surface and crept on the corpus until changing direction perpendicularly. This suggested 

that these veins were efficiently compressed between the tunica albuginea and the corpus 

cavernosum penis during erection. For a high pressure to be maintained in the cavernous 

spaces during erection, a closed system separated from the sytemic circulation must be 

required.

Key words: Polster, Drainage vein, Penile vascular cast, Erection

陰茎の勃起に関す る メカニズムについてはいろいろ

な方面か ら研究 され てきたに もかかわ らず,未 だ に不

明な点が多い.勃 起の発現,持 続,消 退には陰茎血管

系の血液循環 が重要な役割を果た しているこ とは周知

の事実である.ま たそのメカニズムについては解剖学

的研究に加えて,近 年,陰 茎の血流動態の変化 と勃起

との関係が論 じられ るようになって きた.

これ らの研究 は ヒ トお よび動物で行 な わ れ て きた

が,両 者 の間では陰茎 の解剖学的構造,特 に血管系に

大ぎな違いがあるとの考えか ら,あ るいは勃起 を起 さ

せ る性的刺激 が異 なるとい う理 由か ら,動 物 での知見

が ヒ トにおける陰茎勃起の メカニズムの研究 に十分い

か されていない。それで医学的 には専 らヒ トについて

のみ研究 が行なわれて きた といって も よ い ほ どで あ

る.

われわれは勃起 のメカニズムは ヒ トも動物 も本質的

には同 じであろ うとい う考 えに基づき,血 管系 の研究

には最 も有効な手段 である血管鋳型 の走査電顕的観察

をイ ヌに導入 し研究 を進めて きた,血 管鋳型は内腸骨

動脈 よりメル コックス樹脂を注入 した後,摘 除 した陰

茎 を水酸化 ナ トリウム溶液に浸漬 し,軟 部組織を腐食

させて作成 した ものである.そ の観察の結果 い くつか

の新 しい所見 を得た.そ れ らをもとに,こ れ までの血

流動態に関す る報告を加えて勃起の メカニズムについ

て述べてみたい.

陰茎血管系の特徴

陰茎 の血管にはバイパスやポルスターな ど,勃 起に

関与 していると考え られてい る独特 な血管や装置があ

り,ま た静脈 も勃起に重要な役割を演 じているとされ

ている.こ こではこれ らを中心に陰茎の血管系 につい

て述べ る.
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1.バ イパス(シ ャン ト,動 静脈吻 合)

陰茎の血管 にはバ イパスがあ り,勃 起時 と非勃起時

の血液経路は異なるもの とされている.こ れについて

Conti')は,非 勃起時には輸入動脈にあるポルスター

が収縮 して血 管腔が狭 くな ってい るので海綿体洞への

血流が阻害 され,血 液はバイパスを通 って静脈へ と流

れる.勃 起に際 しては輸入動脈にあ るポルスターが弛

緩 して血管内腔が拡張するので,血 液は海綿体洞へ流

入す る.こ の時 は輸 出静脈にあるr°ルス ターは収縮 し

て血液 の流出が阻害 され,勃 起が維持 されると推論 し

ている.

Wagner&Green2)は ヒ ト陰茎で は陰茎背動脈 と

陰茎背静脈 の間に直径100μ のバ イパス が 存在す る

と報告 した,ま たWagnerら3)は ヒ ト陰茎に は陰茎

深動脈 と尿道海綿体 との間にはバ イパスがあ り,非 勃

起時には血液は ここを通 って尿道海綿体洞へ直接流入

す るが,バ イパスが収縮す ると血液は螺行動脈を通 っ

て陰茎海綿体洞へ と流れを変えるので勃起が生 じると

説明 した.こ のように,バ イパスの存在は勃起 の メカ

ーズムに関 しての説明には非常に 都合 が よい.し か

し,わ れわれ の血管鋳型を用いた研究ではバイパスの

存在は未だ確認するに至 っていない.

2.ポ ルスター(ク ッシ ョン,枕)

陰茎の血管には血管腔への枕状 の突起物であるポル

スターが存在する とされてい る.こ のポルスターは動

脈4,5)または静脈6)に,あ るいは動脈 と静脈の両方 ワ),

に見 られるなど意見の一致をみていない.ま たポルス

ターの存在を疑問視す る者 もある8).

われわれ の血管鋳型の観察に よる と,陰 茎 深動脈 お

よび尿道球動脈は海綿体 の中を走る途中 ところ どころ

で直角に枝 を出す.こ れ らの枝はたます ぐに分枝 して

今度は海綿体 の中を屈曲 しなが ら走る ようになる.こ

れが螺行動脈 であ る.分 枝直後の螺行動脈は円柱形 で

あるが,し ば らくす るといびつにな り縦に長い舟窩状

の陥凹が現れて くる.こ れが ポルスターに よる陥 凹で

ある(Fig.1),ポ ル ス タ ーの存在す る部位をホルマ

リンで固定 した通常の走査電顕資料 で観察する と,ポ

ルスターは血管腔に縦 に長 く突出 してお り,血 管腔 は

狭 くな っていた(Fig。2),螺 行動脈,ポ ルスター,

海綿体洞 との関係をFig.3に 示す.

ポルスターは平滑筋 で構成 され てお り,海 綿体洞へ

流入する血液量を調節 している と考 えられているが,

加齢につれて線維成分 が増加するので,イ ンポテ ンス

を きたす よ うになる との報告がある5).

3.静 脈の走行

陰茎海綿体洞を去 る静脈は回旋静脈を経 て陰茎背静

罵織襲
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Fig.1.螺 行動脈(Ha)は 海綿体洞(Si)へ 連なる

手前でゆるやかに曲 った縦に長い陥凹(矢印)
を形成 してい る.こ れが ポルスターに よる陥

凹である.x200.
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Fig.2.血 管 腔(B1)へ 向 か って縦 に長 く突 出 してい

る ポ ル ス タ ー(Po).ホ ル マ リ ン固定 に よ る

試 料.x800.
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Fig.4.陰 茎海綿体洞(CSi)を 去 る静脈(Ve)は 海

綿体洞がそ のまま移 行 し,海 綿体の上を這 う

よ うに走 った後,ほ ぼ垂直 に 向 きを 変 え て

(矢印)去 って行 くが,起 始部は くびれてい

る.×30.
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Fig.5.螺 行動脈(Ha)の うちで もポルスター(*印)

の存在す る部位の血管壁 にはVIP含 有神経

線維 が特に豊富 で あ る(黒 くなって い る部

分).血 管腔はポルスターの突 出に よ り非 常に

狭 くなって いる.×350.

脈に至 るとされている.鋳 型で観察す ると,海 綿体 の

表面で海綿体洞がそのまま静脈へ と移行 し海綿体 の上

を這 うように走 った後(最 長約1mm),何 本か が合

流 して垂直に向きをか えて去 って行 く.こ の所見 は静

脈が 白膜 の直下をこれ と平行に走 っているため,勃 起

に際 して陰茎海綿体 と白膜 との間 で圧平 されることを

示唆 している.ま た,静 脈は向きを変えてか ら約500

aに わた って くびれてお り,こ の部位を過 ぎる と太 く

なって い た(Fig.4).こ れ ら の くび れ は,静 脈 が

白膜 を通過す る部分で ある ことを示 して い る.こ こ

か らは弁が出現 した が,ポ ル スタ ーは存在 しなかっ

た.

一方,尿 道海綿体 を去 る尿道球静脈は太 く,多 数の

海綿体洞が直接 ここへ注いでいる ような所見を呈 して
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いた.こ の静脈は尿道海綿体に対 して弓状の傾斜を も

って去 っていた.こ の所見は勃起時に尿道海綿体 と白

膜 に よる圧迫の影響が少い ことを示唆 している.尿 道

球静脈には弁が存在 していたが,ポ ルスターは認め ら

れ なか った.

勃 起

以上勃起に関与 してい るとされてい る陰茎 の血管系

について述べてきたが,次 に血管鋳型の観察 よ り明 ら

かになった所見を土台 として勃起 のメカニズムについ

て考察 してみたい.

1.平 滑筋の弛緩 と海綿体洞へ の血液の流入

勃起 の発現にあたっては,海 綿体洞へ入る動脈が拡

張 して流入する血液量が増加す る9).こ の時に はポル

スターお よび海綿体小柱に豊富 に存在 している平滑筋

は弛緩 してい る必要が あ る.こ れ ら平滑筋 の弛緩は

vasoactiveintestinalpolypeptide(VIP)と 呼ばれ

る生理活性ペプチ ドに よって惹起 され ることが確実に

な ってきた10,11).VIPに 対する抗血清を 用い て免疫

組 織化学的に調べ ると,確 かに海綿体の平滑筋や血管

にVIP含 有神経線維が密に分布 している1213).わ れ

われ の観察では螺行動脈の うちでも特にポルスターの

存在す る部位 にVIP含 有神経 が密に分布 し,そ の平

滑筋に終 っていた(Fig.5).

2.海 綿体洞圧 の上昇 と血管系 の閉鎖機構

1)海 綿体洞圧 の上昇

勃起時の陰茎海綿体洞の圧 は ヒ ト14)や動物15-17)測

定 されてい るが,い ずれ も非常 に高 くなることが特徴

的である.た とえば,ヒ トでは1,100～1,600mmHg

に達す るが,そ の際の血圧は135～70mmHgに 過

ぎず14),こ れは血圧 のほぼ10倍 あるいはそれ以上に相

当す る.

そ こで陰茎海綿体 に血液を供給す る陰茎深動脈圧を

調べ る必要が生 じるが,ヒ トの場合直接 これを測定す

ることは不可能に近 い.ド プラー法を用いて測定 した

非勃起時 の陰茎深動脈圧は,陰 茎 背動脈圧の約50%に

過ぎない との報告 があるIg).ま た同 じ方法で測定 した

陰茎背動脈圧 は 血圧 の お よそ0.85～0.95(penile-

brachialindex)な ので19・2り).陰茎深動脈圧は血圧の

1/2に も満たないことにな る.こ のよ うに陰茎深動脈

圧が低 いのは陰茎深動脈が海綿体の深 いところを走っ

てい るために生 じた測定誤差に よる もので,結 果 は信

頼性に乏 しい.

またイ ヌでは交尾時 の陰茎海綿体 の最高圧の平均は

7,000mmHg以 上に達す るが,こ のよ うな高圧 は坐

骨海綿体筋 の収縮が関与 している との報告がある17).
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また ウシでは14,000mmHg以 上にもな るが,や は

り坐骨海綿体筋の関与が示唆 されている16)

一芳,勃 起縛の象送晦緯体圧は どの程度か とい うこ

とが問題になるが,ヒ トではほ とん ど測定 され ていな

い.PurohitandBeckett:?)tこ よ ると,イ ヌでは勃

起i時の陰茎海綿体洞肥 のわずか11%に 過 ぎない,

霞然勃起 とは異な 参,実 験鮒に敦起を起 こさぜた場

合 の陰茎海綿体の圧 は 自然 に 勃起 した 際 の圧 よ り低

L・21・22).何故この ような差が生 じるか は不明 で あ る

が,鵡 の2つ のメカxeズ ムは一部で異 なっている可能

挫がある.

2)血 管系 の閉鎖機構

勃趨跨の陰茎海綿体濁 の圧が葬常'に高 くなるの纏,

海綿体小柱 に存在 している豊窟な平滑筋の収縮 と陰茎

内の血流の一時的な閉鎖機構が生 じるか らであると説

明 されているi4・2:).さもなければ海綿体洞の血液は螺

行勤賑へ向つて逆 流 した う,静 賑 より流出 して しまう

か らである.し か し,鋳 型の観察か らは完全な閉鎖機

構が存 在す るとは思われない.そ こで動脈 と静脈 とに

分けてそれぞれの閉鎖機構について考えてみたい.

イ 静脈 の閉鎖機講

勃起に際 して陰茎海綿体圧 が高 く保たれ るためには

海綿体洞 よ り流出す る血液 をできる限 り少な くす る必

要がある.勃 趨時 の陰部嚢鎌造影では,坐 骨灘綿体筋

に よる陰茎背静脈 の流出阻害 が見 られる24).ま た走査

電顕に よる観察 では,陰 茎 海綿体を去る静脈は陰茎 海

綿体の上を這 うように走 った後ほぼ塾直 に向雪を変 え

て去 っているのが確認 された.こ の琢見綜勃趨時 に静

脈が白膜 と海綿体 との間で圧平 されやす いことを示 し

ている.つ まり,勃 起時には2つ の異 った部位で血液

の流 出が阻害惑れ るのであろ う.

一方,勃 起は静嶽が賜鎖 されな くて も生 じるとい う

意見がある25・`6),これ らは ヒ トや動物の実験結果に基

づいてお 参,鮒 鎖機構に対す る意見 として流鞘 してい

る.

勃起時の尿道海綿体圧 はそれほ ど上昇 しない.こ れ

は尿道海綿体洞を去 る静脈がJma迫されに くい走行を と

ってい るため と雛i定され る.

ロ.動 脈の閉鎖機構

陰茎海綿体洞圧が螺行動脈肥以上になって も海綿体

洞 の血液が逆流せずに高い血圧を維 持できるとい う謎

を解 くかぎは ポルス ターにあ ると思われ る、勃趣 こ際

して陰茎海綿体洞を去る静脈が完全に閉鎖 される とは

考えに くい.そ こで勃起を維持す るためには動脈 の閉

鎖のみでほ不欝能で,静 脈 よ り流出す る愈液簸 と嗣量

あるいはそれ以上を海綿体洞に送 り込む必要がある.

われわれは平 滑筋の発達 した ポルスタ～の蠕動がこの

役割を果た していると推定 している.し か し,朱 だそ

れを謹畷す るをこ1まi至っていない.

勃 起 の 消 退

勃起の消退につ いては未だに解 明されてお らず,勃

起の発務や持続について よウも港らに五里霧申である

とい って よい.Meehanら14)は 回旋静脈 の弛緩に よ

って消邊す ると述べている、しか し,静 脈の走行を考

慮す るとまず静脈の圧平 が解除 惑れる必 要があゐ.そ

れは海綿体小柱の平 潰筋 の弛緩に よる陰茎海綿体洞圧

の低下 と関連 しているもの と思われ る.

陰茎 滋綿棒か らの壷液 の流出が縛 らか の漂霞で障害

港れると陰茎持続 勃起癌 をきたす.こ の流 出の障害が

陰茎海綿体のみに生 じることは海綿体洞を去る静脈が

細い上 に圧平 されやすい走行を とってい ることに起因

するものと思われ る.大 伏在静 賑 ・陰茎 海綿 体吻 合

術,陰 茎海綿体 ・尿道海綿体吻禽術 などの治療法は陰

茎持続勃起症に対 しては効果をあげ てい るが,イ ソポ

テ ソスとい う後遺症になや まされ る.こ れは海綿体洞

より流 出する血液 の調節が阻 害され,流 入す る血液量

よりも多 くな ったためであろ う.

ま と め

勃起の発現 にあた っては短時間 に大量の血液が海綿

体洞へ流入す る必要がある.そ れには海綿体洞へ連な

る動脈の拡張 とともにポルスターが弛緩 し,な おかつ

海綿体小柱 に豊憲に存 在 してい る平滑筋 が弛緩 してい

なければ な らない.血 管を含む平 滑筋 の弛緩はVIP

によって惹起 され る、灘綿体潟獲が上昇 し1薙綿体漏だ

拡張 し始める と,白 膜 と海綿体 との間で海綿体洞を去

る静脈が圧平 され鬼液の流 出が阻害 され る.こ の段階

で海綿体洞圧 と檬ぽ等 しくなると,ポ ルスターの蠕動

で壷液が海綿棒漏へ送 り込 まれ るもの と雛定 され る、

そ して海綿体洞厩 はます ます 上昇す る、その際少量の

血液は静脈 より流出する ものと思われる.圧 の上昇は

静脈が圧迫 されやすい走行をとっている陰茎海綿体で

著 羽であ り,陰 茎海綿体ほ圧 の低い尿道海綿体を爾背

側 よ り支える副子の役割を果 た しているのであ ろ う。

勃起 の消退は海綿体を玄る静脈の圧平 の解除に よっ

て始 まるものと患われる.こ れは海綿体 小柱の弛緩 に

よって惹起 される可能性があ る.

稿を終 るにあたり御指導,御 校閲頂 いた第3解 剖学教室藤

田恒夫教授 に深謝い た します.

また,陰 茎鋳型の作成に 楽たって は第3解 舗学教 室武田政

衛技官に手転 って頂いた ことを感謝 します.
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