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東京女子医科大学足立医療センター泌尿器科骨盤底機能再建診療部教授

巴

（聞き手

ひかる

池田志斈）

尿道カルンクルについてご教示ください。
１）発生原因
２）保存的・外科的治療法について

尿道カルンクル

ることはありますが、本人は全く症状
がないという状態です。
池田 男性にはないのですね。
巴 男性にはないですね。
池田 更年期以降の女性ですか。
巴 はい。
池田 この発生原因と質問に書いて
あるのですが、どのようなものなので

＜宮城県開業医＞

しょうか。
巴 おおもとの発生原因はわからな
いのですが、更年期以降の方に多いと
いうことから、やはりエストロゲンの
低下が関係あるのではないかといわれ

外尿道口６時から外方に突出する
尿道粘膜をかぶった腫瘤。

池田 尿道カルンクルとはどのよう
なものでしょうか。

わてて婦人科などを受診されることが
多いのです。こすれているとさらに炎

ています。いったんそういった尿道の
粘膜が脱出してくると、たまたま自転
車に乗ったり、きついジーンズのよう

です。どうして６時の方向だけかは私
も原因がわからないです。

巴 尿道カルンクルというのは、更
年期以降の女性に好発するもので、尿
道の炎症性の病変です。尿道の６時方
向から尿道粘膜に覆われたラディッシ
ュのような赤みのある腫瘤が尿道口の

症が増えて、だんだん大きくなってき
て、さらにこすれるというようになり、
痛みを伴うことがあります。
池田 でき始めというか、小さいと
きは何の自覚症状もないのですか。

なものをはいたりすると機械的な刺激
が加わって炎症を起こし、より一層大
きくなるということで、ある程度大き
くなってきてから初めて気づかれるた
め、原因はあまりよくわかっていない

池田 ６時だけというのは逆に診断
的な根拠にはなるのですね。
巴 そうです。尿道の粘膜をかぶっ
ているので、炎症のないときは薄いピ
ンク色で、ぷつんとした感じですし、

外側に向かって突出している状態です。
巴 そうですね。でき始めのときと
池田 大きさはどのくらいなのでし
いうのは本人も気がつきませんし、た

と思います。
池田 閉経以後の女性に多いという

炎症が加わってくると、ちょっと透明
感がある赤みがかった腫瘤として確認

ょうか。
巴 米粒大から小豆大ぐらいですが、
炎症性にもう少し大きくなることもあ
ります。
池田 良性のものなのですよね。
巴 はい、良性です。多くの場合は

またま内診などほかのことで診たとき
に、ちょっと６時方向にピンク色の尿
道の粘膜色をした小さい腫瘤があるな
というぐらいで、そういうときには何
も治療をする必要もない状態です。
池田 泌尿器科医が最初に見ること

ことなので、エストロゲンの関係が推
測されているのですね。どうして６時
の方向だけなのでしょうか。
巴 どうしてかはわからないですね。
似たような尿道粘膜の病気で尿道脱と
いうのがあるのですが、それは全周性

されます。
池田 あまり自覚症状がない方も多
いということで、どのくらいの頻度で
発生するかもわかっていないのでしょ
うか。
巴 下着にこすれて出血をしたりし

無症状で、本人も気づかないままずっ
と過ごしていることが多いのですが、
下着にこすれたりして出血をして、あ

はないのですね。
巴 そうですね。ただ、尿失禁や骨
盤臓器脱などで内診をしたときに、た

に尿道の粘膜が外反して脱出してくる
もので、やはり更年期以降の女性に見
られるのですが、それとは異なるもの

て初めて病院に来られることが多いの
で、全体の女性のどのくらいの方にで
きているのかはわかりませんが、比較
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的多いのではないかと思います。
池田 原因もわからないし、自覚症
状もないので、よく婦人科検診で見つ

りませんので、ストロングに分類され
るステロイドの抗炎症軟膏を塗ること
が保存的治療になります。塗って、あ

でいいと思います。
池田 逆に、そういった症状がない
場合は放置でかまわないのでしょうか。

かることが多いと思うのですが、それ
でもあまり頻度は高くないのでしょう
か。

とは自転車に乗るなどの、カルンクル
がこすれるようなことを避けていただ
ければ、多少縮んで、縮めば下着に当

巴 そうですね。全く無症状であれ
ばもちろん放置ですし、あとは出血し
ても少し軟膏を塗るぐらいでおさまっ

巴 多分見つかっていても、特に治
療する必要もないし、自覚症状もない
ので、検診で見つけた医師が特にそれ
を指摘して本人に伝えることはないの
だと思います。

たってこすれる、出血することがなく
なりますので、そうなりましたらそれ
で経過観察となります。軟膏を塗って
いったん小さくなってもまた出血する、
こすれる、痛いということが繰り返さ

たということであれば、やはり放置で
かまわないと思います。手術になるよ
うな症例はそんなに多くないと思いま
す。
池田 放置しておいて悪性化しない

池田 悪性ではなくて、ポピュラー
なものになっているので、いちいち指

れるようであれば、外科的にカルンク
ルを切除することになります。

のかという考えがあると思うのですが、
悪性化はしないのですか。

尿道脱

全周性に尿道粘膜が外反して脱出
し、一部粘膜が絞扼され赤黒く変
色している。

摘しなくても、ということですね。
池田 切除の方法はどのようにされ
巴 そうですね。
るのですか。
池田 あまり皆が注目しないもので
巴 局所麻酔で電気メスでジュッと
しょうか。
切除するだけで、場合によっては外来
巴 あまり注目するものではなくて、 でもできます。

巴 基本的には悪性化はしないと思
います。
池田 それがはっきりしていれば安
心ですよね。
巴 悪性なものかどうかを鑑別する

うか。
巴 ぷつっと一つの腫瘤というより

加齢による変化ぐらいにとらえていた
だいていいと思います。
池田 見つけても大騒ぎはしないと

池田 いちいち切り取って縫合する
のですね。
巴 小さければ縫合も必要ない場合

ためにカルンクルを生検、バイオプシ
ーをするとか、そういったことはしま
せん。外科的に切除した場合にはそれ

は、もう少しでこぼこしていたり、色
合いが違うとか、いつも見ているもの
とは違うという感じを受けるのではな

いうことですね。
巴 そうですね。本人にも伝えてい
ないと思います。
池田 治療法で保存的治療、あるい

もあります。１針、２針ぐらい縫合す
るということもありますが、あとは１
日ぐらい尿道のカテーテルを入れてお
くこともあります。それにしても外来

を病理検査に出して、悪性ではなかっ
たという証明というか、そういう検査
は出しますが、見た目でほぼ確認でき
るといいますか、だいたい尿道の粘膜

いかと思います。
池田 先ほど鑑別でおっしゃった尿
道脱ですが、これはどのような感じに
なるのでしょうか。全周がやられると

は外科的治療があるのですが、どのよ
うな保存的治療をされるのでしょうか。
巴 下着に血がつくと本人は気にな
りますので、病院にいらした場合はエ
ストロゲンの軟膏を塗ったり、ステロ
イドの軟膏を塗ったり、抗炎症、炎症
を抑えることに努めることになります
が、日本ではエストロゲンの軟膏はあ

で手術は可能です。
池田 局所麻酔で小さくできるとい
うことですね。
巴 はい。
池田 入院してたいへんなことには
ならないのですね。
巴 治療はよほど大きくなって出血
を繰り返すとか痛みがあるような場合

をかぶっているので、つるんとしてい
るのです。
池田 先ほどおっしゃったラディッ
シュみたいな感じで、表面がつるんと
しているのですね。
巴 そうです。
池田 ちなみに、例えば尿道がんな
どがあると表面が違ってくるのでしょ

いうお話でしたが。
巴 これも閉経後の女性、更年期以
降の女性なのですが、こちらは有病率
が3,000人に１人と書かれているものも
あります。カルンクルに比べると、よ
ほどまれな疾患です。全周性に尿道の
粘膜が外反して脱出している状態で、
病院を受診されたときにはもうすでに
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赤黒くなっている。牛肉様の赤みとい
われていて、実際に見ても、カルンク
ルの場合はちょっと透明感がある赤な

たことはないです。閉経後の女性とな
ると、エストロゲンの低下が原因と考
えられています。

のですが、こちらは赤黒い感じで、外
反して脱出することによって尿道口の
ところが絞扼され、それでちょっとう

池田 尿道カルンクルは放置してお
いてもいいけれども、尿道脱は手術が
必要ということですね。

っ血をしているような状態で、こちら
のほうがよほど痛みを伴います。
実はアフリカ系のアメリカ人の女児
にも発生するといわれています。そち
らは多分先天的なもので、尿道の内側

巴 そうですね。尿道脱の治療とし
ては、エストロゲンの軟膏やステロイ
ドの軟膏の塗布が唯一の保存的治療と
いわれています。大きいままにしてお
くよりは軟膏を塗ったほうがいいと思

の縦走筋と外側の輪状筋、その間の接
合異常があって、腹圧をかけたりした

いますが、軟膏を塗っていても、小さ
くなるのはなかなか難しいので、結局

ときにそこがずれて尿道の粘膜が脱出
のところは手術をすることになります。
してしまうことが推定されていますが、
池田 どうもありがとうございまし
日本人のお子さんの尿道脱を紹介され
た。
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遠隔医療・オンライン診療の現状と課題（Ⅴ）

電子聴診器

AI問診

目々澤醫院院長

目々澤

（聞き手

大西

肇

真）

大西 目々澤先生が取り組んでいる
電子聴診器やAI問診を中心にお話をう

うそれと言いきっていいという、面白
い疾患です。その辺をきちんと整理し

かがえたらと思います。
診療所、クリニックにおいて医療の
デジタルトランスフォーメーションに
具体的に取り組んでいると思いますが、
まずAI問診のことからうかがいます。

て、ばっちり当ててくれたことから、
そのアプリの第１号使用者となったの
がきっかけです。
大西 頭痛の鑑別は難しい場合があ
りますが、けっこう当たるのですね。

先生のクリニックのホームページなど
を見ますと、慢性頭痛に関してAI問診

目々澤 経験則というよりも、その
クイズのネタを知っているかどうかが

が整備されているように感じたのです
が、そのあたりから教えていただけま
すか。
目々澤 もちろんこのAI問診はほか
の疾患にも使えるのですが、私がこの
AI問診と出合ったのは、まだ発売され

大切で、それにしっかり合致したもの
を作ってくれた。実は以前、私はファ
イルメーカーというアプリケーション
で、そういう問診票ができないものか
使ってみたのですが、なかなかできる
ものではない。しかし、このアプリは

る前でした。そのときちょっと興味が
あったので勉強会を訪れてみたところ、

患者さんが一つ一つ答えのパネルをさ
わるだけでいいという、お年寄りにも

10人ぐらいのメンバーが集まっていま
した。そのアプリを動かしてもらって、
私の専門である片頭痛の患者さんを想
定して選択肢を選んでいったら、見事

使えるインターフェースだったことに
たいへん感銘を受けました。
そしてまた、その出てくる結果がき
ちんとしている。さらに、それででき

にそれが片頭痛だとAIが診断を出して
くれた。慢性頭痛のうち片頭痛はクイ
ズの部品が幾つかそろっていれば、も

てくる文章がとてもありがたい。我々
の電子カルテを使った診療は患者さん
から聞いたことを自分でテキストに起
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