
　池田　湯村先生、陰茎癌について質
問ですけれども、割礼の行われないア
ジア、日本では、陰茎癌の発生頻度が
高いというご指摘なのですけれども、
本当なのでしょうか。
　湯村　陰茎癌の日本での発生頻度は
だいたい10万人当たり0.4人といわれて
いますので、それほど高いとは私は思
っていません。海外ですと、アメリカ、
ブラジル等はそれよりは高いので、発
生頻度は特に日本が高いということは

ないと思います。
　池田　実際、割礼と陰茎癌の発生頻
度、例えば割礼をしない人とした人を
比較したような論文はありますでしょ
うか。
　湯村　論文というか、割礼もしくは
環状切開ということでのデータはある
のですけれども、環状切開、割礼をし
た、幼少時にされた人々は陰茎癌の発
生リスクは低いといわれています。特
に、割礼の習慣があるイスラエル等で

は10万人当たり0.1人ということなので、
非常に低い発生率になっています。
　池田　割礼が関係するということも
あるけれども、日本はそんなに高くな
い。この違いは何なのでしょうか。
　湯村　わが国は衛生状態がよいので、
そういった意味で発生頻度が低いので
はないかと考えています。
　池田　衛生状態といいましても、一
口ではなかなか難しいのですけれども、
例えば細菌感染のようなものでしょう
か。
　湯村　そうですね。
　池田　それから、皮膚科の世界です
と、ヒ素など化学物質によっての発癌。
古くは煙突掃除の方の陰部癌がありま
したけれども、衛生状態というのは、
細菌、ウイルスも含めて、ほかに化学
的なものもあるのでしょうか。
　湯村　陰茎癌に関していうと、化学
物質等のリスクファクターはあまり挙
げられてはいないのですけれども、衛
生状態があまりよくない可能性がある
ということです。日本の場合は、皆さ
んお風呂に入り、しっかり洗っている
方が多いのかと思っています。
　あとは、包茎ですと、どうしても恥
垢がたまってくる場合があり、恥垢も
発癌性があるといわれています。長期
間にわたる炎症、あと機械的な刺激が
発癌に関係するのではないかという説
もあります。もちろんこれには否定的
な意見もありますが、そのような説も

あります。
　池田　とにかく亀頭の覆われている
部位、周囲をなるべく露出して洗うこ
とによって炎症を抑えていくという考
えなのですけれども、この場合、例え
ば仮性包茎と真性包茎では結果的に違
うのでしょうか。
　湯村　仮性包茎ですと、亀頭を露出
して洗うことができます。真性包茎の
方ですと、それができませんので、ど
うしても汚れがたまってしまうと思う
のです。そういったことが発癌の原因
になるのではないかと思います。亀頭
部を清潔にしておくことが重要なので
はないかと考えています。
　池田　日本人は仮性包茎のほうが多
いのでしょうか。
　湯村　多いと思います。
　池田　真性包茎の方がいらしたら、
それは環状切開等をしたほうがよいと。
　湯村　可能な方は頑張ってむいてい
ただくかたちになるのでしょうけれど
も、だんだん年齢が上がってきますと、
なかなか難しくなってくるので、小さ
いころから少しずつむいていくことが
重要とされています。
　池田　ある程度習慣づけておくとい
うことですけれども、例えばお子さん
が汚れた手で触って炎症が起きると先
生の施設に行かれると思うのですけれ
ども、何もないお子さんで仮性包茎の
場合、なかなか家でむいて洗うという
指導はしづらいと思うのですけれども、

陰茎癌

横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科部長
湯　村　　寧

（聞き手　池田志斈）

　世界的にみると、割礼の行われないアジア（日本）では、陰茎癌の発生頻度
が高いといわれています。私の経験でも陰茎癌患者の大半は包茎でした。子宮
頸癌と同様、陰茎癌でもHPV感染が主要な因子になると思われますが、包茎に
伴う亀頭部の慢性炎症は中年以降に発症する陰茎癌の誘因になると考えられま
す。したがって、小児期から亀頭部の清潔を保持する（仮性包茎なら入浴時に
亀頭を露出してお湯で洗う）習慣をつけることは、癌予防の観点からも大切だ
と思います。しかし、これらのことは一般の方だけでなく、医療関係者にも十
分に認識されているとは思えません。
　そこで質問として、陰茎癌の予防（HPV感染や包茎との関連性など）や新し
い情報についてご教示ください。

＜大分県開業医＞
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　池田　湯村先生、陰茎癌について質
問ですけれども、割礼の行われないア
ジア、日本では、陰茎癌の発生頻度が
高いというご指摘なのですけれども、
本当なのでしょうか。
　湯村　陰茎癌の日本での発生頻度は
だいたい10万人当たり0.4人といわれて
いますので、それほど高いとは私は思
っていません。海外ですと、アメリカ、
ブラジル等はそれよりは高いので、発
生頻度は特に日本が高いということは

ないと思います。
　池田　実際、割礼と陰茎癌の発生頻
度、例えば割礼をしない人とした人を
比較したような論文はありますでしょ
うか。
　湯村　論文というか、割礼もしくは
環状切開ということでのデータはある
のですけれども、環状切開、割礼をし
た、幼少時にされた人々は陰茎癌の発
生リスクは低いといわれています。特
に、割礼の習慣があるイスラエル等で

は10万人当たり0.1人ということなので、
非常に低い発生率になっています。
　池田　割礼が関係するということも
あるけれども、日本はそんなに高くな
い。この違いは何なのでしょうか。
　湯村　わが国は衛生状態がよいので、
そういった意味で発生頻度が低いので
はないかと考えています。
　池田　衛生状態といいましても、一
口ではなかなか難しいのですけれども、
例えば細菌感染のようなものでしょう
か。
　湯村　そうですね。
　池田　それから、皮膚科の世界です
と、ヒ素など化学物質によっての発癌。
古くは煙突掃除の方の陰部癌がありま
したけれども、衛生状態というのは、
細菌、ウイルスも含めて、ほかに化学
的なものもあるのでしょうか。
　湯村　陰茎癌に関していうと、化学
物質等のリスクファクターはあまり挙
げられてはいないのですけれども、衛
生状態があまりよくない可能性がある
ということです。日本の場合は、皆さ
んお風呂に入り、しっかり洗っている
方が多いのかと思っています。
　あとは、包茎ですと、どうしても恥
垢がたまってくる場合があり、恥垢も
発癌性があるといわれています。長期
間にわたる炎症、あと機械的な刺激が
発癌に関係するのではないかという説
もあります。もちろんこれには否定的
な意見もありますが、そのような説も

あります。
　池田　とにかく亀頭の覆われている
部位、周囲をなるべく露出して洗うこ
とによって炎症を抑えていくという考
えなのですけれども、この場合、例え
ば仮性包茎と真性包茎では結果的に違
うのでしょうか。
　湯村　仮性包茎ですと、亀頭を露出
して洗うことができます。真性包茎の
方ですと、それができませんので、ど
うしても汚れがたまってしまうと思う
のです。そういったことが発癌の原因
になるのではないかと思います。亀頭
部を清潔にしておくことが重要なので
はないかと考えています。
　池田　日本人は仮性包茎のほうが多
いのでしょうか。
　湯村　多いと思います。
　池田　真性包茎の方がいらしたら、
それは環状切開等をしたほうがよいと。
　湯村　可能な方は頑張ってむいてい
ただくかたちになるのでしょうけれど
も、だんだん年齢が上がってきますと、
なかなか難しくなってくるので、小さ
いころから少しずつむいていくことが
重要とされています。
　池田　ある程度習慣づけておくとい
うことですけれども、例えばお子さん
が汚れた手で触って炎症が起きると先
生の施設に行かれると思うのですけれ
ども、何もないお子さんで仮性包茎の
場合、なかなか家でむいて洗うという
指導はしづらいと思うのですけれども、

陰茎癌

横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科部長
湯　村　　寧

（聞き手　池田志斈）

　世界的にみると、割礼の行われないアジア（日本）では、陰茎癌の発生頻度
が高いといわれています。私の経験でも陰茎癌患者の大半は包茎でした。子宮
頸癌と同様、陰茎癌でもHPV感染が主要な因子になると思われますが、包茎に
伴う亀頭部の慢性炎症は中年以降に発症する陰茎癌の誘因になると考えられま
す。したがって、小児期から亀頭部の清潔を保持する（仮性包茎なら入浴時に
亀頭を露出してお湯で洗う）習慣をつけることは、癌予防の観点からも大切だ
と思います。しかし、これらのことは一般の方だけでなく、医療関係者にも十
分に認識されているとは思えません。
　そこで質問として、陰茎癌の予防（HPV感染や包茎との関連性など）や新し
い情報についてご教示ください。

＜大分県開業医＞
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何か努力されていることはあるのでし
ょうか。
　湯村　だいたいお母様と一緒にいら
っしゃるので、お風呂に入ったら、お
ちんちんの皮をむいて、そこまで洗っ
てあげてくださいねという話はしてい
ます。小さいうちからそれを習慣づけ
ておくと、大きくなってからは自分で
むいて洗うようになっていきますので、
その点はいつも伝えています。
　池田　なるべく早くそういった習慣
をつけるべきなのでしょうか。
　湯村　最初にまず包皮をむいてあげ
て洗っていく。小さいうちから習慣を
つけたほうがよいと思います。
　池田　例えば、性教育が始まる時期
からでも遅くはないのでしょうか。
　湯村　できればですけれども、幼少
時は皆さん、皮をかぶっているお子さ
んが多いので、小さいうちから包皮を
むいてあげたほうがいいと思います。
海外では環状切開、割礼をするケース
が多いのですが、そういった方々と、
しなかった方では、発癌のリスクがか
なり違うというデータもありますので、
小さいうちから包皮をむいていってあ
げたほうがいいのではないでしょうか。
　池田　もう一つのファクターとして、
HPVの問題があると思うのですけれど
も、例えばある方が陰茎か何かで先生
のところに来られたとき、HPV、おそ
らく悪性のものもありますし良性のも
のもあると思うのですが、どのような

ステップでどのように検査等をされる
のでしょうか。
　湯村　まず小さなコンジロームの場
合にはだいたい良性のことが多いです
ので、切除をし、時にHPVのタイピン
グ等をすることもあります。大きなコ
ンジロームの場合は、その中でHPVの
悪性タイプが出てくる場合もあります
ので、そういった場合は癌化のリスク
を考えて、手術等を考える場合もあり
ます。
　池田　良性と悪性のHPVは、どのよ
うなタイプなのでしょうか。
　湯村　HPVは百何十種類ものタイプ
がありますが、その中で最も多いのは、
コンジローム等で見られるbenign type  
６型と11型です。こちらは一般的なコ
ンジロームに存在するHPVですけれど
も、陰茎癌で検出されるウイルスは、
子宮頸癌と同じく16型と18型が多く検
出されるといわれています。ですので、
そういったタイプのHPVが検出された
場合には厳重に経過観察する、病変が
悪性化している場合には追加切除する
ことも検討しています。
　池田　もし16、18型が出た場合、パ
ートナーの方にもお知らせしてフォロ
ーアップすることになるのでしょうか。
　湯村　お伝えします。その後、私た
ちの施設では、検診等を受けていただ
くように勧めています。ただ、実際、
陰茎癌と子宮頸癌の関連性はまだはっ
きりしたデータが出ていませんので、

私も今のところはわからないです。
　池田　不幸にも陰茎癌が診断された
場合、ステージとかグレードにもよる
のでしょうけれども、最近はどのよう
な治療が行われるのでしょうか。
　湯村　日本ですと、やはり癌ですの
で、陰茎を切断する、もしくは陰茎そ
のものを全部取ってしまうような手術
が多いのですが、海外の文献を見ます
と、機能温存、特に陰茎は男性のシン
ボルですので、そういった意味ではな
るべく温存していこうという方向にあ
ります。
　私たちの施設でも、なるべく陰茎を
残すようなかたちで、例えば亀頭だけ
に限局しているのであれば亀頭だけ切
除するといったことを試みたりもしま
す。もしくは、部分切除で陰茎をなる
べく残して、立って放尿できるような
かたちに持ってゆくなど、温存を心が
けています。
　池田　だいぶQOLが変わりますね。
　湯村　そうですね。
　池田　そのほか、化学療法あるいは
放射線療法はどのように行われるので
しょうか。
　湯村　日本では放射線単独で治療し
ている施設はあまりないと思うのです
けれども、海外ですと、例えば小線源
療法、外照射などはかなり盛んに行わ
れています。やはり陰茎温存が重要だ
ということで、海外ではそういった治
療をするケースもけっこう多いです。

　あと、進行癌に関しては化学療法を
行うのですけれども、特に鼠径のリン
パ節転移や骨盤内のリンパ節転移を有
する症例に治療を行うことは時々あり
ます。
　今、全国的にもそうなのですが、私
たちの施設では、昔はブレオマイシン
を中心に治療を行っていましたが、ブ
レオマイシンは間質性肺炎の合併症が
けっこうあります。そういったことを
考慮して、最近はタキサンベース、特
にパクリタキセルが一番多いのですけ
れども、これを中心とした化学療法に
切り替わってきています。
　池田　小線源療法の話が出ましたけ
れども、有名なのが前立腺癌ですが、
陰茎癌に関してはどのように行われる
のでしょうか。
　湯村　前立腺癌の場合、放射線の出
るシードを前立腺そのものに埋め込ん
でしまうのですが、陰茎ではそういう
ことはしません。シードは、前立腺癌
で使用するシードよりもかなり長いシ
ードで、それを数本、場合によっては
10本ぐらい、陰茎にそのまま突き刺し
て何日か置いておくという治療をしま
す。終わったら、また外します。
　池田　カテーテルか何かを入れてお
いて、それを支持体にして、サンドイ
ッチ状に挟んでということでしょうか。
　湯村　サンドイッチ状に上下から、
言い方はちょっと語弊がありますけれ
ども、串刺しみたいにするかたちです。
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何か努力されていることはあるのでし
ょうか。
　湯村　だいたいお母様と一緒にいら
っしゃるので、お風呂に入ったら、お
ちんちんの皮をむいて、そこまで洗っ
てあげてくださいねという話はしてい
ます。小さいうちからそれを習慣づけ
ておくと、大きくなってからは自分で
むいて洗うようになっていきますので、
その点はいつも伝えています。
　池田　なるべく早くそういった習慣
をつけるべきなのでしょうか。
　湯村　最初にまず包皮をむいてあげ
て洗っていく。小さいうちから習慣を
つけたほうがよいと思います。
　池田　例えば、性教育が始まる時期
からでも遅くはないのでしょうか。
　湯村　できればですけれども、幼少
時は皆さん、皮をかぶっているお子さ
んが多いので、小さいうちから包皮を
むいてあげたほうがいいと思います。
海外では環状切開、割礼をするケース
が多いのですが、そういった方々と、
しなかった方では、発癌のリスクがか
なり違うというデータもありますので、
小さいうちから包皮をむいていってあ
げたほうがいいのではないでしょうか。
　池田　もう一つのファクターとして、
HPVの問題があると思うのですけれど
も、例えばある方が陰茎か何かで先生
のところに来られたとき、HPV、おそ
らく悪性のものもありますし良性のも
のもあると思うのですが、どのような

ステップでどのように検査等をされる
のでしょうか。
　湯村　まず小さなコンジロームの場
合にはだいたい良性のことが多いです
ので、切除をし、時にHPVのタイピン
グ等をすることもあります。大きなコ
ンジロームの場合は、その中でHPVの
悪性タイプが出てくる場合もあります
ので、そういった場合は癌化のリスク
を考えて、手術等を考える場合もあり
ます。
　池田　良性と悪性のHPVは、どのよ
うなタイプなのでしょうか。
　湯村　HPVは百何十種類ものタイプ
がありますが、その中で最も多いのは、
コンジローム等で見られるbenign type  
６型と11型です。こちらは一般的なコ
ンジロームに存在するHPVですけれど
も、陰茎癌で検出されるウイルスは、
子宮頸癌と同じく16型と18型が多く検
出されるといわれています。ですので、
そういったタイプのHPVが検出された
場合には厳重に経過観察する、病変が
悪性化している場合には追加切除する
ことも検討しています。
　池田　もし16、18型が出た場合、パ
ートナーの方にもお知らせしてフォロ
ーアップすることになるのでしょうか。
　湯村　お伝えします。その後、私た
ちの施設では、検診等を受けていただ
くように勧めています。ただ、実際、
陰茎癌と子宮頸癌の関連性はまだはっ
きりしたデータが出ていませんので、

私も今のところはわからないです。
　池田　不幸にも陰茎癌が診断された
場合、ステージとかグレードにもよる
のでしょうけれども、最近はどのよう
な治療が行われるのでしょうか。
　湯村　日本ですと、やはり癌ですの
で、陰茎を切断する、もしくは陰茎そ
のものを全部取ってしまうような手術
が多いのですが、海外の文献を見ます
と、機能温存、特に陰茎は男性のシン
ボルですので、そういった意味ではな
るべく温存していこうという方向にあ
ります。
　私たちの施設でも、なるべく陰茎を
残すようなかたちで、例えば亀頭だけ
に限局しているのであれば亀頭だけ切
除するといったことを試みたりもしま
す。もしくは、部分切除で陰茎をなる
べく残して、立って放尿できるような
かたちに持ってゆくなど、温存を心が
けています。
　池田　だいぶQOLが変わりますね。
　湯村　そうですね。
　池田　そのほか、化学療法あるいは
放射線療法はどのように行われるので
しょうか。
　湯村　日本では放射線単独で治療し
ている施設はあまりないと思うのです
けれども、海外ですと、例えば小線源
療法、外照射などはかなり盛んに行わ
れています。やはり陰茎温存が重要だ
ということで、海外ではそういった治
療をするケースもけっこう多いです。

　あと、進行癌に関しては化学療法を
行うのですけれども、特に鼠径のリン
パ節転移や骨盤内のリンパ節転移を有
する症例に治療を行うことは時々あり
ます。
　今、全国的にもそうなのですが、私
たちの施設では、昔はブレオマイシン
を中心に治療を行っていましたが、ブ
レオマイシンは間質性肺炎の合併症が
けっこうあります。そういったことを
考慮して、最近はタキサンベース、特
にパクリタキセルが一番多いのですけ
れども、これを中心とした化学療法に
切り替わってきています。
　池田　小線源療法の話が出ましたけ
れども、有名なのが前立腺癌ですが、
陰茎癌に関してはどのように行われる
のでしょうか。
　湯村　前立腺癌の場合、放射線の出
るシードを前立腺そのものに埋め込ん
でしまうのですが、陰茎ではそういう
ことはしません。シードは、前立腺癌
で使用するシードよりもかなり長いシ
ードで、それを数本、場合によっては
10本ぐらい、陰茎にそのまま突き刺し
て何日か置いておくという治療をしま
す。終わったら、また外します。
　池田　カテーテルか何かを入れてお
いて、それを支持体にして、サンドイ
ッチ状に挟んでということでしょうか。
　湯村　サンドイッチ状に上下から、
言い方はちょっと語弊がありますけれ
ども、串刺しみたいにするかたちです。
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　池田　それで数日治療されて、それ
から外す。
　湯村　はい。
　池田　かなりドラスチックな感じが
しますね。
　湯村　シードですから、放射線が漏
れてしまうので、そのあたりで入院管
理が難しいので、日本ではあまり行わ
れないのかと思います。

　池田　いずれにしても、今の方向と
しては陰茎をなるべく温存してQOLを
上げるという方向なのですね。
　湯村　できればそうしていきたいと
思っていますし、私たちの施設は、僕
もそうですけれども、なるべくマージ
ンも小さく取って、陰茎を残す方向で
進めています。
　池田　ありがとうございました。

　山内　相原先生、緑内障といいます
と、ポピュラーになってきて、現在、
失明も非常に増えてきていますね。
　相原　そうですね。日本の失明の原
因の１番になっています。
　山内　あとでも詳しくお話しいただ
きますが、この質問にも絡むところで、
正常眼圧緑内障というものがあります。
この用語は専門でないと混乱するとこ
ろもあるので、まず緑内障の定義から
教えていただけますか。
　相原　緑内障というのは、基本的に
慢性進行性に視神経が傷んでくる病気
で、診断としては目の奥の視神経乳頭
の部分の障害、いわゆる構造障害が大
事です。乳頭陥凹という状態、それに
伴って神経が抜けてくる網膜神経線維
素欠損という状態を、眼底写真などで
診断し、まず一つ見つける。それに伴

って機能的障害、いわわる視野が欠け
ることになります。ですから、緑内障
は視神経の構造障害と、それに伴って
起こる視野障害、その２つがそろって
緑内障といわれるのです。
　山内　あとでも出てきますが、そこ
に眼圧が絡むと考えてよいでしょうか。
眼圧の正常値から教えていただけます
か。
　相原　世界的に見れば、眼圧の正常
値が決まっていて、正常値は10～21 
㎜Hgになっています。これは正常な
人を集めてきて統計的に解析すると、
だいたい平均値が14～15㎜Hgで、10～
20㎜Hgの間にほとんどの人が分布す
るので、正常値を10～21㎜Hgにしよ
うという決まりがあります。
　その値を超えると、基本的には緑内
障になりやすいのではないかといわれ

緑内障の視神経障害

東京大学眼科教授
相　原　　一

（聞き手　山内俊一）

　緑内障の視神経障害は、眼圧と無関係に起こってきます。機序、ならびにそ
の治療法についてご教示ください。

＜愛媛県開業医＞
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