


男性がマスターベーションのついでにできる自己検診
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2020年10月27日 ｜ 株式会社TENGA

マスターベーション時にチェックできる男性器の自己検診

11月25日～12月1日は「性の健康週間」。今号では、なかなか知る機会のない、20～40代男性にも起こりやすい男性器の疾患

やトラブルを取り上げます。そして、マスターベーションのついでにできるセルフチェックの方法も紹介します。

尚、本レターに記載の情報は、グラフ画像素材を含め、ご自由にお使いいただけます。

その際は、出典として、「月刊TENGA 第30号」とお書き添えください。

画像ダウンロード用URL：https://www.tenga.co.jp/gekkan/gekkantenga30.zip
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11月の「性の健康週間」を前に男性器トラブルを学ぼう

オンライン
説明会

Report

1 マスターベーションは男性の健康維持に役立つ

実はマスターベーションは、単に気持ちよいだけでなく、健康維持にも役立つ行為なのです。その一例をご紹介します。

▶︎2016年にハーバード大学公衆衛生スクールが行った発表によると、1カ月に21回以上射精する男性は、

回数が少ない人に比べて、前立腺がんを発症するリスクが20％以上低い。

Rider JR, Wilson KM, Sinnott JA, Kelly RS, Mucci LA, Giovannucci EL. Ejaculation Frequency and Risk of 

Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up. Eur Urol. 2016;70(6):974-

982. doi:10.1016/j.eururo.2016.03.027 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27033442/

▶︎動物行動学研究家の竹内久美子先生にお聞きしたところ、「人間もそうですが、生物にとってのマスターベーションは性欲を

しのぐためではなく、古い精子を追い出し、新しい精子を循環させる準備活動」とのこと！

月刊TENGA第15号より

https://www.tenga.co.jp/uploads/sites/6/2019/07/013978d34ebcf41bfe922801b72a1f12.pdf

Report

2 男性特有の疾患は認知度・理解度ともに低い

20代～30代の若年世代は、性別特有の疾患についてどれくらい知っているのか、TENGAが調査を行いました。

https://www.tenga.co.jp/gekkan/gekkantenga30.zip
https://www.tenga.co.jp/uploads/sites/6/2019/07/013978d34ebcf41bfe922801b72a1f12.pdf
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女性特有の疾患について知っている女性の割合は比較的高く、最も知られていない「乳腺症」でも、「名前は聞いたことがある」は

68.0％、「この病気や症状がどんなものか知っている」は30.0％という結果に。一方で、「前立腺がん」「精巣がん」「前立腺肥大

症」を除くほとんどの男性特有の疾患で、「病気や症状を知っている」と答えた男性は15%以下にとどまり、「名前は聞いたことが

ある」も4割に届きませんでした。

【参考】男女両方に聞いた、男性特有の疾患／女性特有の疾患の認知度・理解度に関する回答結果はコチラ

https://drive.google.com/file/d/1rKHHiRBoeJ4URNotklk5DX-hl2Cn2_vy/view?usp=sharing

男性特有の疾患についてのエピソードを聞いたところ、「マスターベーション時に血が滲み、怖かった。（30代男性）」「オナニーをして

いる時しっかり精子を出しきらずにいたら、しばらく下腹部が痛くて、病気になるのではないかと心配になったことがある。（30代男

性）」「マスターベーションの後に小便をすると痺れるような痛みを感じることがある。しばらくすれば引くが、少し不安。（20代男

性）」など、男性器に関する不安の声が挙がりました。

https://drive.google.com/file/d/1rKHHiRBoeJ4URNotklk5DX-hl2Cn2_vy/view?usp=sharing
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TENGAの行った調査では、8割近くの人が、「マスターベーションの際に、性別特有の疾患を発見できるセルフチェック方法が

あれば知りたいと思う」と回答しています。

Report

3
こんな股間のトラブルに要注意！

月刊TENGA的マスターベーション自己検診

女性に多い疾患では、入浴時などにセルフチェックできる「乳がんの自己検診法」がよく知られています。それでは「男性特有の疾患」

も、マスターベーションのついでなど、生活の中で見たり触れたりすることによってチェックできるのでしょうか？ 男性不妊症、勃起・射精

障害、性感染症を専門とする泌尿器科医・小堀 善友先生に伺いました。

①陰嚢の左右差がないか確認したり、精液の色を見たり、懐中電灯で陰嚢を照らしたり!?

セルフチェックしやすい4つの病気

男性特有の疾患のうち、マスターベーション時にチェックしやすいものは「精巣がん」「精索静脈瘤」「陰嚢水腫」「血精液症」などで

す。それぞれの特徴とセルフチェックの方法を紹介します。
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②男性特有の疾患、他にはこんなものも

③もっと知りたい！オトコの病気Q&A

Q．男性特有の疾患を予防する方法はありますか？

A．今回紹介した疾患（とくに精巣関連の疾患）は、特別な原因がなく発症するものや、生まれつきの体質に起因するものも多く、

それらは予防のしようがありませんので、「違和感を感じたらすぐ医者に行く」という感覚を持つことが大切です。

Q．陰嚢やペニスに違和感を感じたら、何科を受診すればいいですか？

A．泌尿器科が最適です。

Q．泌尿器科ではどんな治療をしますか？ また、どんな準備をして行けばいいですか？

A．症状によって行う施術は異なりますので、「まずは相談」という気軽な気持ちで来てください。とくに準備は要りませんが、しいて言う

なら「尿検査をしやすい状態」がベストです。感染症かどうかを見極めるために尿検査を行いますので、病院に着いたときに「おしっ

こが出ない」という状態を避けていただければ充分です。

協力

泌尿器科医 小堀善友先生

獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター准教授。専門分野は男性不妊症、勃起・射精障害、性感染症。

著作「尿器科医が教える - オトコの「性」活習慣病」 (中公新書ラクレ)。HP『Dr.小堀の「オトコのミカタ」』（http://dr-

kobori.com/）

http://dr-kobori.com/


月刊TENGA バックナンバー https://www.tenga.co . jp/top ic s/category/g -tenga/
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▶︎ 商品や株式会社TENGAに関するお問い合わせ先

TENGA マーケティング本部 国内コミュニケーショングループ 広報チーム
TEL： 03-5418-5590 担当:本井はる

▶︎ 月刊TENGAに関するお問い合わせ先

月刊TENGA 広報事務局 ｜ 株式会社パブリックグッド内 TEL：03-6416-3268 / FAX：03-6416-3269 
MAIL : tengapr@publicgood.co.jp
担当: 渡邊聖之(まさゆき)、森下、金子

“面白おかしさ”を大切にしつつも、性と真正面から向き合い、真面目に作り続けてきたTENGAだからこそ発信できる、硬軟様々な情報を届けます。様々な文献
や歴史、そして人物、市場情報など多様なリサーチと開発を継続し、皆様により意義と価値のある情報を提供できればと考えています。性に関するストレスが
少しでも軽減されたり、親しい誰かに相談するきっかけを作ったりと、性の悩みを和らげられる社会づくりへの貢献をめざします。

は、TENGAの製品やニュースだけでなく、性にまつわる様々な情報を定期的に提供するニュースレターです。

TENGA 公式オンラインストア https://s tore . tenga.co . jp

TENGA コーポレートサイト https://tenga-group.com

NEWS from TENGA

画像のダウンロードはこちら https://www.tenga.co.jp/gekkan/gekkantenga30.zip

編集後記

最近、なぜ男性は自分の性器を「息子」と呼ぶの
かを考えています。女性は「娘」と呼ばないじゃない
ですか。男性は性器に対してどんなイメージを抱い
ているのでしょうか。私の仮説は「ままならない存
在」と捉えているが故の隠喩ではないかと…。メンタ
リティを解説してくれる方、ぜひご連絡ください。
男性器のこと、男性自身も意外と知らなかったの
ではないでしょうか。特に「股間のトラブル」のあたり
は、聞いているだけで痛々しく背筋が寒く…。ぜひ
マスターベーションのついでにこまめに確認し、性の
健康を維持してくださいね！

■「iroha RIN＋」に新色登場！モニター
による“膣内でのオーガズム体験”日記も
9月18日（金) に、人気製品「iroha RIN
＋」の新色・秋晴れのはれやかな空と紅葉を
イメージした「iroha RIN＋HAREMOMIJI」
を数量限定で発売しました。 また、本製品を
使用して“膣内でのオーガズム体験”を目指す
一般モニター4名の手書き日記と、性にまつわ
るハウツー記事が大人気のコラムニストである
Betsy氏による、秘伝の「中イキガイド」をサイ
ト内で公開しています。

マーケティング本部 国内コミュニケーショングループ
広報チーム 本井はる

※本レターに記載の情報は、画像素材含め、ご自由にお使いいただけます。その際は、出典として、［月刊TENGA］とお書き添えください。

コラム みかん並み？それともりんご並み？勃起の硬さスコアでEDチェック

男性特有の疾患も気になりますが、それ以外だとやはり「EDが悩みの種」という方も多いのではないでしょうか。

EDかどうか気になったら、「勃起の硬さスコア（EHS： Erection Hardness Score）」という指標でセルフチェックをしてみましょう。

グレード0：陰茎は大きくならない。

グレード1：陰茎は大きくなるが、硬くはない。

グレード2：陰茎は硬いが、挿入に十分なほどではない。

グレード3：陰茎は挿入には十分硬いが、完全には硬くはない。

グレード4：陰茎は完全に硬く、硬直している。

勃起時にグレード1～2であればEDの可能性があるとされており、

グレード3でも性交できないならEDと言えます。このように性交で

きない状態でも、ED治療薬やサプリメントで改善を図ることが可

能です。

参考：日本性機能学会雑誌：24（1） 1～3，2009

日本語版EHS「勃起の硬さスケール」の開発

東邦大学医学部泌尿器科 永尾光一 https://www.jssm.info/guideline/

https://iroha-contents.com/column/2216.html

＜意識調査概要＞

調査主体：株式会社TENGA

調査期間：2020年10月5日～ 2020年10月7日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代・30代の男女各150名計300名

＊なお、「性感染症」に関する認知度・理解度に関する調査結果もございます。

詳細にご興味がございましたら、末尾のお問い合わせ先までご連絡ください。

https://www.tenga.co.jp/topics/category/g-tenga/
mailto:tengapr@publicgood.co.jp
https://store.tenga.co.jp/
https://tenga-group.com/
https://www.tenga.co.jp/gekkan/gekkantenga30.zip
https://www.jssm.info/guideline/
https://iroha-contents.com/column/2216.html

