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附韓欝1罰

持続性勃起症に対するCaverno－SPongiosa

        Anastomosisの経験

山口大学医学部泌尿器科学教室（主任：酒徳治三郎教授）

       酒  徳  治三郎

      大  北  純 三

      多 嘉 良    稔

       小金丸恒夫

CAVERNO－SPONGIOSA ANASTOMOSIS FOR RELIEF
       OF IDIOPATHIC PRIAPISM

Jisabur6 SAKATbKu， Junz6 OKiTA， Minoru TAKARA and Tsuneo KoGANEMARu

From the DePartment of Urology， Yamaguchi Ufaiversity School of 2／L（tedicine

         （Chairman ： Prof． 」． Sakatoku， lrL4． D．）

  Conti and Bolliger reported that corpus spongiosum drains venous blood directly by the way

of vena profunda penis， while corpus cavernosa through deep dorsal vein． For this reason an

anastomosis was reported by Quackels in 1964 in order to eliminate engorged venous blood in the

cavernosa by shunting with corpus spongiosum． ln our case， 29－year－old man with priapism

was successfully treated by the anastomosis． Technique employed was described and further

trial of this procedure was warranted．

        緒     言

 今日では，持続性陰茎勃起症はそれほど希有

な疾患ではないが，その成因および治療法につ

いて種々報告されてき『ている．著者らは特発性

持続性勃起症と考えられた1症例に対し，その

治療としてcaverno－spongiosa anastomosisを

実施したのでその経験を報告する．

症 例

．29才男子，初診1968年3月22日．

 主訴は持続性陰茎勃起および尿閉で，家族歴，既往

歴に特記事項はない．

 入院1遍間前より有痛性勃起は間歓的に起こってい

たが，3日前より疹痛強度，尿閉を伴う持続性勃起と

なり入院となる．入院時陰茎は嵌頓包茎を伴った持続

性勃起を呈し陰嚢は上方へ牽引され，会陰部には前医

による穿刺創の皮下出血を認めた（Fig。1）．胸部およ

び上腹部には打・聴診所見上特記事項はない，

 入院時検査成績：RBC 336×104， WBC 9，500， Ht

33，2， Hb 10．8g／dl， serum protein 7．Og／dl， albumin

2，8g／dl， globulin 4．2g／dl， A／G ratio O．67， blood

sugar 102mg／dl， icteric index 3， CCFT O， cholin

esterase O．78Ap｝｛， alk． phosphatase 1，9u， choleste－

rol 118mg／di， phenol turb． test 8u， GPT 1， NPN

33mg／d1， BUN 17mg／d工．

 入院後経過

 直ちに手術室に移してcaverno－sPongiosa anasto－

mosisによるvenous by－pass形成術を施行，術後薬

物治療を行なった．

 手術所見：硬膜外麻酔のもとに仰臥位とし，陰茎の

腹側で陰茎陰嚢移行部の中央より右寄りに縦の皮膚切

開を加えると，緊満した陰茎海綿体が露出された．こ

れを20ml用の注射器にて穿刺を行なうと，暗赤色粘

稠な血液が吸引された．吸引によっては十分に排液が

できなかったので，白膜の腹側中央寄りに約3cmの

縦切開を加え，陰茎が十分弛緩するまでマッサージを

行ない血液を圧出した．陰茎が弛緩すると圧出血液も

鮮紅色調を帯びてきた．ここで皮膚切開創より正中側

へ剥離を進め，尿道海綿体球部を露出した．外尿道口
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よりカテーテル9号を挿入し，尿道粘膜を損傷せぬよ

う注意して，この白膜に切開を加えた。この際両白膜

切開線がたがいに近接して平行になるようにした．尿

道海綿体切開創より流出する血液は鮮赤色で，この部

分の血行が正常に保たれているのを確認した（Fig．2）．

両白膜切開縁の相対する内側を，血管縫合用絹糸にて

連続縫合し，さらに外縁の縫合も行なって，両海綿体

間の吻合を完成した（Fig．3，4）．最後にガーゼドレーー

ンをおいて皮膚縫合を行なって手術を終えた（Fig． 5）．

 なお手術と併用して全身的にheparin 1000u／day，

Kimopsin 50u／dayを2週間，および経口的にCercin

4mg／day， Neuzym 60mg／dayを40日間投与した．

 術後の経過は良好で，手術創も一次的に治癒した．

陰茎は術後48時間まで軽度の半勃起の状態であった

が，以後は完全に弛緩した（Fig．6）．術後40日目に退

院，触診するとなお陰茎海綿体内に部分的に硬い部が

あり，入院期間中は生理的勃起をみなかった． ’

考 按

 持続性勃起症は1907年Terrier and Dujarier

17｝により48例の症例が集められ報告されている

がその後Hinman， Sr． lo）により170症例が集録

され，病因および治療に関してくわしく報告さ

れている．本邦においては，古川ら7｝によると

1930年山本18）の症例が第1例とされ，その後総

論的事項については大越14），大森15）らにより検

討されている．

 1 病因と診断

 生理的な勃起機構に関して1952年冬onti5）は

陰茎血管系の動静脈吻合様式を基礎として究明

を試みた．彼によるとすべての陰茎海綿体に入

る動脈の主要分枝には動静脈吻合があり，その

海綿体側の小動脈腔内には筋性のいわゆる

Polsterkissenと呼ばれる構造が存在し弁の役

目をしている．陰茎の弛緩時にはこのPolster－

kissenのため，大部分の血流は海綿体を通過

eずに直接静脈系に誘導される．勃起に対する

神経刺激が加わるとPolsterkissenは弛緩して

1血流の大部分が直接海綿体内に入りその体積を

増加させる．さらに同様のPolsterkissenは海

綿体からの導出血管内聞にも存在し，これは小

動脈のそれと逆に働いて静脈血の流出を減少さ

せて膨張を助長して勃起を成立させる，

 持続性勃起症は，勃起の過程に異常な動脈血

の大量流入あるいは静脈血の流出不全によって

発生し，1血液が静止するとCO2分圧の上昇を

まねき，血液粘稠度が高まってますます静脈系

への流出が妨げられるため発生するといわれ

る．

 持続性勃起症の原因について，Hinman，

Sr．10）は次のような分類をこころみている．

 A． Neurogenic

  l Psychic stimu工i

  2 Direct nerve stimulation （in cord， pudend－

   al nerve， or nervi erigentes）

  3 Reflex from local stimuli

 B． Mechanical

  1 Thrombosis or pseudothrombosis （increas－

   ed blood viscosity）

 2 Hemorrhage and hematoma

  3 New growths in penis

 4 Local inflammation

 C． Cause not assigned （idiopathic priapism）

 したがって診断にあたっては上記のような原

因があるか否かに対する追求が必要とされる．

自験例は神経的および機械的原因をみとめず，

特発性持続性勃起症と考えられた．

 2 治療

 治療に関しては保存的および外科的治療に大

別される．もちろんおのおの独立して行なわれ

るよりはむしろ両者併用されるのが常である．

文献上見られる主な治療を分類するとTable 1

のようになる．

Table 1 治療法の分類

1 保存的療法

 A）薬剤投与

  a）鎮静剤 b）女性ホルモン C）血液

 凝固阻止剤d）自律神経遮断剤e）抗

 生剤 f）酵素剤 9）降圧剤

 B）麻 酔

  a）全麻 b）脊髄麻酔

 C）レ線照射

 D）ジアテルミs一一

 E）マッサージ（温，冷湿布）

U 外科的療法

 A）穿刺，切開法

 B）流入動脈結紮法．
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 a）陰茎背動脈 b）1側の内陰部動脈

C）静脈短絡法

 a） corpus caverno－saphenous shunt

 b） caverno－spongiosa anastornosis

 保存的治療に関しては種々の薬剤が投与され

てきた．鎮静剤は持続性勃起発症後の経過時間

が長ければ単独で有効とは思われない．女性ホ

ルモン投与については1954年Ardvinoi）によ

りsickle cel！diseaseに合併した持続性勃起症

に対し内因性男性ホルモンが病因の役割をはた

すというFinklerの暗示によるものでCamp－

bell and Cumnis4）によりestrogen治療が行

なわれている．神経的刺激が原因で，なお静脈

系の通過障害が可逆性のときには麻酔によって

かなりの効果があるように思われるが，実際臨

床上ではこのような症例はほとんどない．いず

れにしても保存的治療は早急かつ適切な治療が

要求され，Farrer and Goodwin6）による15例

の結果では，全身麻酔などによる低血圧の維

持，凝固阻止剤の投与，局所または全身的に線

維素溶解酵素剤の投与が推賞されている。

 外科的治療で最も一般的に行なわれるのが穿

刺切開法で，周知のごとく穿刺，切開により，

うっ血した血液を排除するもので，多くは腰細

のもとに，マッサージとともに行なわれ，また

生食およびヘパリン液などにより局所の洗浄も

行なわれる．しかしこれらの方法は積極的なも

のではなくきわめて消極的で，局所の循環の自

然治癒を待つものである．以」二のような治療が

無効に終る理由としてHinman，・Jr．11）は， こ

れらは静脈系の再建でもなく，また勃起機構に

対する障害の除去も行なわれていないためだと

指摘している．このような理由によって血管外

科的治療法が開発された．

 根治的療法には勃起の原因となっている流入

動脈血量を減少させる方式と，静脈系の流出を

容易にする2つの考え方がある．前者としては

Hinman， Jr．11〕は陰茎背動脈の結紮を提起し

ているが， これは後に陰萎を残す危険が大き・

い．次いで内陰部動脈の結紮法であるが，これ

は1960年Burtら3）および1961年Farrer and

Goodwin6）により報告されたもので片側の内陰
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部動脈の結紮により著効を得ている．

 最後に静脈血の導出をはかる短絡法by－pass

についてややくわしく述べる．この中で内外と

もに多くの追試がみられるのが，1963年Gray－

hackg）らにより報告されたもので， V． saphena

とcavernosaを外側吻合して血流を静脈系へ

直接誘導するものである．Grayhack以後
Garrett and Rhamy8｝により5例の報告があ

るがいずれについても好結果を得ており，術後

の性生活が可能だとされている．本邦において

も岩佐12），宮崎13）の報告がなされている．この

術式はV，saphenaを十分に剥離しcavernosa

に達し野冊するまでに技術的な困難を伴い手技

が繁雑である．同じ短絡法でも著者らの行なっ

たcaverno－spongiosa anastomosisは手技が非

常に簡単でしかも満足すべき術式である．この

術式は1964年Quackelsi6）により最初に報告さ

れたもので，本邦では自験症例が最初である．

これは前述したように陰茎海綿体と尿道海綿体

を側々に吻合する術式である．本術式の解剖学

的根拠としては，ContiS）は尿道海綿体は陰茎

海綿体にみられるPolsterkissenを欠如してお

り，このため勃起に際しては陰茎海綿体と比較

して硬度が軟であると述べているnまた両海綿

体は流出静脈系を異にしており，尿道海綿体は

陰茎深部静脈V，profunda penisを介して直接

内陰部静脈に入るが，陰茎海綿体は深部陰茎背

静脈deep dorsal veinを介して前立腺周囲静

’脈叢に注ぐとされている．Bolliger2）はこの事

実に着眼して，持続性勃起症の陰茎海綿体内に

貯留した血液を，尿道海綿体と吻含することで

治療ができることを予言した．しかし彼は実施

症例の発表をしておらずQuackels17）によって

実行に移された．Quackelsは23才の症例に本

法を施行して満足すべき成績を収めている．著

者らも同じ原則にのっとって本吻合術を行なっ

た．Quacke！s17）は左右両陰茎海綿体にそれぞ

れ別個の吻合を試みているに対し，われわれは

右側1ヵ所の吻合のみを行なった．その理由と

してはGrayhach9）らも言己載しているごとく，

両陰茎海綿体は交通を有しているので，吻合は

1カ所で十分であると判断したためである．実

際自験例では右側のみの吻合で目的を達するこ



822 酒徳・ほか：持続性勃起症に対するCaverno－Spongiosa Anastomosisの経験

とができた．本術式は簡単で広く推賞され得る

ものと信ずる．

 3 予後

 一般に持続性勃起症の予後は悪く特に保存的

治療では術後に勃起は軽快しても，後遺症とし

て陰萎を残す率が高い．古川7｝の統計でみると

129例中3倒に勃起をみとめるにすぎず2。3％で

ある．ゆえに保存的治療のみでは術後陰萎の合

併はやむをえない状態であろう．しかるに静脈

短絡法が試みられてからは未だ日も浅いが外国

文献では本法は術後の陰萎を起こすことがまれ

と報告されている．本邦では報告例も少なく，

自験例も含めて今後の観察が必要であって，さ

らに積極的に新たな症例が加えられるべきであ

ろう．

結 語

 29才の特発性持続性勃起症の1例に対し，本

邦第1例と思われるcaverno－spongiosa anasto－

mosisを実施し，ほぼ満足すべき成績を得た．

その術式を紹介するとともに，本手術法の解剖

学的根拠などについて文献的考察を行なった．

 本論文の要旨は1968年7月，第202回日本泌尿器科

学会福岡地方会にて発表した．
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