
記事タイトル 誌名 発行年月日

省エネルギー性講座　“性器改造”でコンプレックス
を解消する法　包茎、短小、わん曲修正などの手術の
外用と費用を専門家にきく

週刊ポスト 1974年03月01日

男の性の悩みすべて解決します！　包茎・短小・イン
ポの治し方はもちろん、パイプカット・胸毛植毛まで
の最新情報

微笑 1974年07月27日

連載　人生指南番　包茎でゆううつな中学校の教師
手術で治るが、できれば学童期に

週刊サンケイ 1978年08月24日

ちょっとタメになる男性自身の話④　皮かむり　その
１

宝石 1980年04月

ちょっとタメになる男性自身の話⑤　皮かむり　その
２

宝石 1980年05月

ちょっとタメになる男性自身の話⑥　皮かむり　その
３

宝石 1980年06月

新風俗レポート　恋人や母親つきで“性器改造”を受
ける奇妙な若者たち

週刊現代 1981年03月26日

パンク寸前の“性相談”に意外な事実！　屈辱オペに
走る凄い若者たち

週刊宝石 1981年11月14日

異色クリニック探訪　開いて、結んで、埋め込んで 宝石 1982年01月

NEWS MAKERS 現代の若者は80パーセント以上が包茎、
そこでこんな本　包茎手術の新手法『ひとかわむける
本』のせつなくも、おかしい中身

週刊ポスト 1982年03月05日

性学講座 第33回 包茎手術で校内暴力も根絶!? 財界展望 1982年04月

愛する君のために“ひとかわ”脱ぐぞ　まじめな包茎
の話を書こうと思ったら、ビニ本に近くなった『ひと
かわむける本』

週刊宝石 1982年05月01日

インテリ「ジュニア」を逞しい名刀にしあげたい！
男のパノラマ角度180°を先取せよ！

週刊宝石
1982年10月16・23
日

特別医学セミナー　あなたも積極人間になれる！　ハ
ゲ・イレズミ・ワキガ・ホウケイ・ネクラの原因解消
法③　女性を喜ばすことのできない人に共通点が……
貴方はいかに？

アサヒ芸能 1983年12月01日

男の自信は人生の自信！　健康第一オタスケ110番　早
漏よサラバでセックスの勇者になる／セックスを10倍
エンジョイする虎の巻

週刊宝石 1984年05月11日

『日本の包茎』第４章で中高年男性向け包茎言説として扱った文献一覧
①『大宅壮一文庫索引目録』の「男の性の悩み」に列挙されている記事、同文庫のデータベースで「包茎」の検
索語でヒットする記事のうち、中高年男性を主な読者とする媒体に掲載された記事を中心に収集した。②『BIG
tomorrow』『サイゾー』など、①の条件に当てはまるとは考えにくいが、かといって青年誌にも分類できないも
のも便宜的に収集の対象としている。③『微笑』は女性誌だが1974年の記事のみ、内容に照らして収集の対象と
した。④音楽雑誌は収集の対象としなかった。⑤2019年も閲覧範囲だが、該当する文献はなかった。⑥このリス
トは中高年男性向け包茎言説として扱った文献の一覧である。その他の文献も本文では参照している。
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知らぬが地獄！　耳寄り情報１　男性自身に自信のな
いキミへ　粗チンのほとんどは軽ーい包茎　簡単な手
術で治るのだ

週刊宝石 198５年02月15日

包茎は百害あって一利なし　男の恥を捨て勇者になる
法

週刊宝石 1985年10月11日

ドクター・岡和彦の誌上クリニック　男の自信回復の
ために　今年こそ堂々と「包茎を治す」

週刊大衆 1986年02月03日

男の青春回復特集　いつまでも包茎でいるな！　簡単
な手術で治るのに放置しておくのは“男”の怠慢だぞ

アサヒ芸能 1986年02月27日

悩み解消　レーザー使用の最新技術　包茎治療に新革
命

アサヒ芸能 1986年04月03日

ショッキングリポート　包茎者は陰茎ガンだけでなく
子宮ガンの原因もつくる！

週刊サンケイ 1986年04月17日

男の医学　夏季特別講座　治してわかる包茎の重苦し
さ

アサヒ芸能 1986年08月21日

男のための最新医学情報②　男性下半身の二大悩み
〈包茎・インポ〉に応える“福音療法”を追跡！

アサヒ芸能 1986年10月09日

新人類に大反響のセックス・バラ色革命！青春オチン
チン学に学ぶ性生活の知恵

週刊宝石 1986年10月24日

メンズヘルス・レポート　諸悪の根源は「包茎」にあ
り

宝石 1986年11月

男の医学情報　10～15分で“オトコ”を治す「包茎」
退治の味方「作図法」の威力

アサヒ芸能 1986年11月27日

メンズヘルス・レポート　切らずにすむ『包茎』もあ
る

宝石 1987年02月

今年こそ包茎、インポはこれで治せ アサヒ芸能 1987年02月05日

メンズヘルス・レポート　新人類に贈る『包茎』のお
話

宝石 1987年03月

『包茎』を完全追放する「作図法」の威力 アサヒ芸能 1987年03月05日

包茎 クヨクヨせずに、スッキリ治療で、エンジョイ
SEX!!

アサヒ芸能 1987年03月19日

“包茎人間”は『エイズ』感染率が高い!? アサヒ芸能 1987年03月26日

メンズヘルス・レポート　フランス革命と『包茎』の
話

宝石 1987年04月

スッキリ自信回復は“モザイク式”術法で!! アサヒ芸能 1987年04月09日

メンズヘルス・レポート　『仮性包茎』をあなどるな 宝石 1987年05月
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最新医事レポート　もう心配いらない男の“二大病” 宝石 1987年06月

皮かむりとあなどるなかれ　ムキムキマンこそ男の証
明

週刊宝石 1987年06月12日

男の医事レポート　“愚息”の追放はこれで完璧 宝石 1987年07月

包茎専門の美容外科でスッキリ!!　男なら案ずるより
切るが易し　クランプ式手術

アサヒ芸能 1987年07月16日

クリニック特集　パートナーをも喜ばす男の決断!! アサヒ芸能 1987年07月23日

男の医事レポート　「粗チン症候群」なんか怖くない 宝石 1987年08月

山本晋也の男子専科リポート　たったの15～20分で
『包茎』は治るんだって

アサヒ芸能 1987年08月06日

87夏季特別企画　たったの10分でＯＫ!!　オトコの
“魅力回復術”

アサヒ芸能 1987年08月13日

87夏季特別企画　いざという時、男として堂々と裸に
なるために

アサヒ芸能 1987年08月20日

形成外科の窓口からレポート第２弾　包茎手術にみる
新人類・旧人類の性意識感覚

宝石 1987年09月

男の医事レポート　神サマが授けた“不平等”？ 宝石 1987年09月

「包茎シンドローム」は男の怠慢　15～20分で“愚
息”を退治する「岡流作図法」

アサヒ芸能 1987年09月03日

87リクルート・セミナー　男をつくる医学特集　男の
武器が２～５センチも長くなる大好評“許式長茎術”
／メスを使用しない新技術で男らしさを若々しさ倍
増！／脱包茎から部分増大法まで　究極の男性パワー
アップ術

週刊宝石 1987年09月04日

こちら主婦の友電話相談室です　ドクトル・チエコの
セックス相談　Ｑボクは16才。包茎かと悩みつづけて
います

主婦の友 1987年10月

包茎よ、さらば!!　たった20分の辛抱で快適なSEX・
LIFEが送れる!!

アサヒ芸能 1987年10月15日

「尖圭コンジローム」の原因は、『包茎』にもあり!! アサヒ芸能 1987年10月29日

山本晋也の男子専科リポート　男性諸君!!　『包茎』
には気をつけような

アサヒ芸能 1987年11月05日

SEXに悪影響を及ぼす「仮性」を放置するな!! アサヒ芸能 1987年11月12日

『出張先での治療』が中年サラリーマンの間で大流
行!!

アサヒ芸能 1987年11月19日
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男の医事レポート　“粗チン”なんかで傷つくな 宝石 1987年12月

“粗チン”の代表「包茎」を放置するな　「岡流作図
法」は“愚息”退治の職人芸！

アサヒ芸能 1987年12月03日

男っぽさの大研究　短小、早漏の不安をなくす！　包
茎は百害あって一利なし　たった15分の男性改造術！

週刊宝石 1987年12月04日

男の医事レポート　“落ちこぼれるな”男たちよ 宝石 1988年01月

黒木香のおスケベ対談　３８回　田中小実昌と包茎・
粗チン談義　「立たずに出ちゃうのって哀れなもんだ
よ」

週刊ポスト 1988年02月12日

男のための最新医学情報①　笑われる前に笑え！　男
の悩み積極解決!!

アサヒ芸能 1988年02月18日

ニュー・クリニック　名医が答える症例セミナー　短
小と包茎は関係あるか？

週刊ポスト 1988年02月19日

男のための最新医学情報②　ただ笑いものにされるだ
けでいいのか！

アサヒ芸能 1988年02月25日

“先細りペニス”が悲劇を招く！　悩みを解消する
「包茎退治」プラス「シリコン球」

週刊大衆 1988年02月29日

男の医事レポート②　粗チンを完全追放する『岡式形
成術』

宝石 1988年03月

男のPOWERセンサー　『包茎』は男の悲劇の最たる原
因!!

アサヒ芸能 1988年03月03日

男の診療室　「仮性包茎」は、本人の自覚が第一！ 週刊大衆 1988年03月21日

男のための最新医学情報⑥　女性のボヤキを聞く前に
男は決断すべし

アサヒ芸能 1988年03月24日

ナース井手のクリニック・ルポ　「包茎の人って、
やっぱりよくないんですよね」

アサヒ芸能 1988年03月31日

オ・ト・コの医学館　ホーケイ退治でエンジョイ・性
ライフ!!

アサヒ芸能 1988年05月16日

男のPOWERアップ情報　包茎の放置は男の悲劇の最たる
原因

アサヒ芸能 1988年06月02日

医学最前線　男のハンデ克服特集　早漏・短小の原因
“仮性包茎”をあなどるな　包茎は最低ランクの粗チ
ン、岡式作図法なら15分で治る

週刊宝石 1988年06月10日

これだけは知っておきたい　これが、男のセックス
だ！　ホーケーは、サイテイ男の代名詞か。

週刊大衆 1988年06月13日

ナース井手の“私の体当たり看護”　『包茎』につい
てお勉強しましょう

アサヒ芸能 1988年07月07日

ニュークリニック・名医が答える症例セミナー　仮性
包茎を治すべきか迷っているが

週刊ポスト 1988年10月14日
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男の医事レポート　チン相占いと包茎の深い関係 宝石 1988年11月

ナース井手の冬期集中男性講座　１回　「作図法」で
包茎の悩みは完全解消ネ

アサヒ芸能 1988年12月22日

黒木香のおスケベ対談　78回　増田豊医博と仰天セッ
クス相談『実はワタクシ、重厚長大より短小包茎が好
き』

週刊ポスト 1989年02月10日

新時代の男をつくる形成医学！　未来を切り開く『作
図法』　もう泣き虫人生はオサラバ　包茎退治で明る
い未来を

アサヒ芸能 1989年03月23日

このままじゃいけないと思う男に!! アサヒ芸能 1989年04月20日

さようなら包茎ダメ男、こんにちは春 アサヒ芸能 1989年04月27日

これだけは知っておけ！　誰にも言えない悩みを一発
解消！「あなたも危ない。男のSEXトラブル　インポ、
包茎、早漏はこうすれば治る」

BIG tomorrow 1989年05月

男のリフレッシュ大作戦　勇気ある決断が悩みを解決
する　１枚の皮がキミの人生を左右する　ペニスの個
性に合わせた「岡式作図法」で包茎退治

アサヒ芸能 1989年06月01日

包茎など下の顔の悩み、赤ら顔など上の顔のトラブル
を吹きとばせ！　男なら上下の顔をすっきり自信を生
みだす男の復活術／包茎・短小・先細り　下半身の三
重苦を返上する変身作戦　下半身をパワーアップする
ミナミ式“三位一体”改造術

週刊宝石 1989年09月07日

無痛・無血でキズもキレイ　包茎の徹底退治にはコ
レ！「岡式作図法」

アサヒ芸能 1989年12月07日

ナース井手の冬季男のふるい立たせ作戦！　４回　フ
ル装備って男のロマンね！

アサヒ芸能 1990年01月11日

ナース井手新春対談　元気な亭主作戦　２回　彼女の
ためにもリッパに変身してネ！

アサヒ芸能 1990年01月25日

彼女はあなたに満足してるか!? アサヒ芸能 1990年02月15日

人生に明るさをとりもどす下半身改造！ アサヒ芸能 1990年02月22日

クヨクヨ男から脱皮しよう！ アサヒ芸能 1990年03月01日

包茎退治にはコレがいちばん　「岡式作図法」手術で
あなたもたくましく

アサヒ芸能 1990年03月08日

悩みを解決するのは男の決断!! アサヒ芸能 1990年03月15日

クリニック対談　90年型あなたはモテる男になれる
か!?

アサヒ芸能 1990年03月22日
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男性ライフ・セミナー　つよい女にあなたは勝てる!? アサヒ芸能 1990年03月22日

うれし、いやらし新シリーズ第７回　めがねＡＶ女優
野坂なつみ VS 医学博士増田豊　本誌「包茎記者」手
術直後にしゃぶられて、アヘ

週刊ポスト 1990年03月23日

下半身の悩みが自信喪失の引き金に！ アサヒ芸能 1990年03月29日

ナース井手・春のフレッシュ対談　ダテ男に変身ＰＡ
ＲＴ２　あなたは余裕のセックスライフしてる!?

アサヒ芸能 1990年04月26日

ナース井手春のフレッシュ対談　ダテ男に変身ＰＡＲ
Ｔ３　夫婦のコミュニケーション足りてるかな？

アサヒ芸能 1990年05月10日

男の医学最前線　ダンディになる特集　職人芸の岡式
作図法で包茎人生を脱皮しよう／元祖“腸鉗式オペ”
で下半身ハンサムになる／男をパワーアップする高須
式スーパー増大法／レーザーメスを使ってひと皮むけ
た男になる

週刊宝石
1990年05月31日

DO SCHEDULE 包茎の話 週刊宝石 1990年06月21日

男の医事レポート　いつまでも包茎で悩んでいないで
男の自信をとり戻せ

宝石 1990年10月

TEMPO ヘルス＆サイエンス　なぜ「レーザーメス手
術」の形成外科医は儲かるか

週刊新潮 1990年12月27日

包茎手術は一生に一度のものだから　最高の満足を得
るために失敗のない医師選びを

宝石 1991年04月

男の暮らし　100の「困った！」　包茎の斬新な治療法
は？　手術痕は目立たない。手術不要の場合も。

自由時間
1992年01月２・16
日合併号

男の医学　歯・目・SEX・エイズ・癌・突然死　無切開
手術は包茎手術の最前線か!?

自由時間 1992年06月04日

妻や恋人に勧められて「包茎手術」の希望者が急増
中！　噂のレーザーメスとはどんなものなのか？　最
近は“切らない手術”といって接着剤を使う場合も…

フラッシュ 1992年08月11日

ひと皮むけたゾ！　電撃ネットワーク南部虎弾が「包
茎手術」を芸にまで高めた！？

ＦＲＩＤＡＹ 1992年10月30日

芸能界「とんでもない噂」の真相　プロレスの前田日
明が包茎手術を受けた？

週刊大衆 1992年11月16日

このままではいけない“男”の気分一新 アサヒ芸能 1993年01月21日

100の「困った！」　息子もやはり包茎か。　日頃のハ
ダカの付き合いが決め手。

自由時間 1993年01月21日

“定年離婚”の予防には男のSEX強化しかない！ アサヒ芸能 1993年07月22日
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風見玲子の好奇心対談　７回　「下半身にこだわる男性の
気持がわかったわ」

アサヒ芸能 1993年08月12日

この夏、変身のチャンス！　“オトコ”の悩み攻略法　包
茎＋強化手術のすすめ　下半身の性能アップでエンジョイ
セックス！

アサヒ芸能 1993年08月26日

オトコの悩みを解消したくましく変身する！ アサヒ芸能 1993年09月02日

下半身の悩みを解消して晴れ晴れセックス！ アサヒ芸能 1993年09月09日

皮膚・性器　肉体コンプレックスを解消する「形成外科」
最新治療法　東大出身専門医が奮闘する！　〈包茎・イン
ポテンツ〉　下半身の悩みを解決して快適セックス！

アサヒ芸能 1993年09月16日

男のためのクリニック　決断しだいであなたのSEXライフ
はバラ色

アサヒ芸能
1993年09月23日

悩みのタネを解決して男の自信を取り戻せ！ アサヒ芸能 1993年10月07日

「夜に弱い」男たちに朗報　汚名返上のパワーアップ法 アサヒ芸能 1993年10月14日

世紀末男女Ｃｏｌｌ．　A!SO ゼミナール第５３講　ホー
ケー　ギクッ牡８割の急所問題　第２次ブームに心はトホ
ホ　ムケば男が立つのかや？

週刊朝日 1993年10月15日

「形成外科」の専門医が明かす“オトコの悩み”解決法
②“包茎・避妊・インポテンツ”下半身の深刻な悩みの治
療法はこれだけある！

アサヒ芸能 1993年10月21日

肉体上の悩みを取り除く形成外科治療の最前線！　包茎治
療＋強化手術の効用　粋な小道具を装着してひと味違う
セックス！

アサヒ芸能 1993年12月09日

〈男性専科誌上クリニック〉　肉体の悩みをスッキリ解消
「形成外科」活用入門！　〈包茎・インポテンツ・避妊〉
SEXを楽しむため勇気を出して治す！

アサヒ芸能 1993年12月30日

ＡＥＲＡリポート　病気でない病気　包茎手術大国を
生んだ性文化の未熟　正しい情報が少なく、「包茎」
という名のお化けが闊歩する

ＡＥＲＡ 1994年04月11日

人に言えない体の悩みを解消する形成外科治療の最新
事情　セックスライフ充実　下半身を改良して性力
アップをはかる

アサヒ芸能 1994年05月26日

今号の疑問　②厚生省へお願い　尿道炎からはてはエ
イズまで危険性大！？手術料12万円　包茎手術に保険
がきかないのは病気じゃないから？

ＤＥＮｉＭ 1994年07月

男性専科現代医療最前線　シリーズ　１回　下半身コ
ンプレックスを解決しパワーアップする方法は？　①
下半身コンプレックス

アサヒ芸能 1994年07月14日

今号の疑問　②厚生省、医師に再度問う　きかない美
容外科、きくけど消極的な大学病院　有名無実化して
いる包茎手術の保険の矛盾をさらに追及した結果

ＤＥＮｉＭ 1994年08月
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専門医があなたの「悩み」にズバリ答える！　男性専
科現代医療最前線　②下半身コンプレックス

アサヒ芸能
1994年08月18・25
日

男性専科現代医療最前線　４回　「男」の弱さを克服
し充実したSEXライフを！　①下半身コンプレックス

アサヒ芸能 1994年10月13日

「男」の悩みを解消してやる気マンマンSEXライフ アサヒ芸能 1994年10月27日

神なき国のガリバー　216回　日本及び日本人は今一度
仮性包茎状態であることの利点を積極的に見直すべき

ＳＰＡ！ 1994年11月30日

形成外科医療現場の最先端　②男の悩みを治すメス
向丘クリニック　的確な執刀と緻密な縫合で包茎から
脱皮させる！

アサヒ芸能臨
増

1994年12月07日

「男性自身」「毛髪」「肥満」の最新医療とは？　コ
ンプレックスを解消しあなたも積極派人間に！　①包
茎やインポなど男性自身の悩み

アサヒ芸能 1994年12月15日

ルワンダ難民　生老病死　６・最終回　笑顔の自衛隊
医官に難民の青年は包茎手術を頼んだ　これも人道的
援助なのか

週刊朝日 1994年12月30日

男性専科　現代医療最前線　最終回　「体の悩み」最
新治療法を専門医に聞く！　①下半身コンプレックス
男性強化手術を施して雄々しくりっぱに変身！

アサヒ芸能
1995年01月05・12
日

「男」の医学最先端　１回　コンプレックスを解消す
る形成外科の治療法とは！？　②男性自身　包茎治療
と男性強化法で形も機能も雄々しく

アサヒ芸能 1995年02月02日

形成外科の最新治療法で「男」の悩みを解消する！
男性自身・肥満・ワキガの悩み　正確で綿密な技術が
コンプレックスを解消　脂肪注入法でペニスの増大も

アサヒ芸能 1995年03月09日

男の医学最先端　３回　「頭髪」「男性自身」「皮
膚」　形成外科手術で「気になる」症状がここまで治
る！　男性自身　力不足の“男性自身”は強化手術で
変身できる!?

アサヒ芸能 1995年03月23日

コンプレックスは即解消だ！　“下半身治療”の最新
テクニック

アサヒ芸能 1995年04月20日

“男の悩み”にこたえる頼もしい最新医療技術！ アサヒ芸能
1995年05月04・11
日

男を若々しく変身させる専門医の最新治療法とは!?
男の願望「太く」「長く」を実現　最先端の治療を施
して“男性自身”の悩みを解消

アサヒ芸能 1995年06月08日

「若ハゲ」から「男性自身」まで　オトコの悩みを
スッキリ解決！

アサヒ芸能 1995年06月15日

力強い下半身を実現する！男性美容最新レポート アサヒ芸能 1995年07月06日

下半身トラブルも若ハゲも！　男ならではの悩みを解
消

アサヒ芸能 1995年07月13日
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ああッ「その後」が知りたい！　いったいどこへ行っ
ちゃうの？　密輸入された動物、選挙後の投票用紙、
包茎手術で取った皮…etc.

ＳＰＡ！ 1995年07月19日

“男”を治す形成外科　専門ドクターの最新治療で
「体の悩み」にエンディングを　③男性自身　下半身
のコンプレックスは外科治療が早期解決の道！

アサヒ芸能 1995年09月28日

不況を前向きに乗り切れ！　男の悩みは外科的治療で
解消

アサヒ芸能 1995年10月05日

コンプレックスを解消して自信に満ちたSEXライフを！ アサヒ芸能 1995年10月12日

医療界の無法地帯　包茎商法に騙されるな ＡＥＲＡ 1996年02月26日

得だねWEEKLY　こっそり保存版　他人にゃいえない病
気の口コミ「病院」ガイド　包茎、痔、いびき…元患
者が大絶賛！ ミュージシャン・塩野健士さんが推薦す
る［包茎］の名医　クリニック津田沼

ＳＰＡ！ 1996年03月20日

現代医療の最先端技術を探る　男が気にする「体の悩
み」はこうやって治されている！　傷跡も目立たず回
復も短期間。レーザーを駆使する包茎治療

アサヒ芸能 1996年04月11日

若ハゲ・包茎・インポなど　深刻なオトコの悩みは
スッキリ解消できる！

アサヒ芸能 1996年04月18日

イメージアップに効果抜群！美容整形外科技術の最新
レポート

アサヒ芸能 1996年05月30日

聞いた日本　見た日本　151回　日本の若者の奇怪な
「割礼」儀式

週刊新潮 1996年09月05日

“弱くなった”男性自身機能の低下　原因や症状に対
応した多角的な下半身治療法

アサヒ芸能 1996年10月10日

パワフルＨＩＶポジティブ・パトリックのカミングア
ウト大作戦　112回　永遠の問題「包茎」に悩む男たち
よ、聞け！①

ＳＰＡ！ 1996年11月13日

パワフルＨＩＶポジティブ・パトリックのカミングア
ウト大作戦　113回　永遠の問題「包茎」に悩む男たち
よ、聞け！②

ＳＰＡ！ 1996年11月20日

「男」を治す形成外科の専門治療！　中年からのパ
ワーダウンは外科治療で強化を図る！　新鮮な性生活
を実現する“男性自身”リフレッシュ法

アサヒ芸能 1996年12月12日

笠井先生の「8000例・診療ファイル」File52　包茎の
弊害

週刊ポスト 1997年11月28日

in short …　REVIEW HAIR 縁起もいい？　※美術作品
「仮性包茎を讃える宝飾版」などの紹介

ＡＥＲＡ 1997年11月03日

形成外科の専門治療が実現する弱った“男”のパワー
アップ！　知っておきたい男性医療

アサヒ芸能 1998年02月05日
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包茎手術医の“化けの皮”　被害者続出　300万円もか
かるか!!

サンデー毎日 1998年02月15日

幸せの性革命　働き盛りのSEXトラブル　11回　包茎障
害

週刊ポスト 1998年06月26日

球界地獄耳　宮崎キャンプ・長嶋監督「仮性包茎発
言」ほか爆笑全語録

週刊ポスト 1998年11月20日

素朴な疑問を徹底追跡！　アレはどこへ行く!?
※包茎手術の皮ほか

週刊宝石
1999年03月25日

（続）人生「悲喜劇」の岐路　⑯包茎治療で「180万
円」とられた患者の「ナニ」

週刊新潮 1999年06月17日

世紀末毒談　スペシャル　トーキングライブ誌上中継
包茎疑惑からネエちゃんとの別れ方まで、オイラの秘
密を全部喋らされちゃったっての

週刊ポスト 1999年07月23日

特上！文化丼　スペシャル　［男の悩み相談窓口］イ
エローページ　リストラ、健康、カードローンから包
茎、痔、毛髪診断まで

ＳＰＡ！ 1999年10月13日

Health: The Foreskin Saga ホーケイ自慢 GQ Japan 2000年09月

20世紀の「いい女」200人を総直撃！　10回　美少女ア
イドル篇　立花理佐　「毎度おさわがせします３」で
人気　「真性包茎を『ましょうほうけい』と読んで

アサヒ芸能臨
増

2000年12月14日

男の自信を取り戻す！面白グッズのびんびん度 週刊実話 2001年02月01日

ドン・キホーテのピアス　332回　今回の同窓会のテー
マはなんと「包茎」でした

ＳＰＡ！ 2001年08月01日

医原病　29回　Ｑ：18歳の息子が包茎手術の際「君の
はＳ。コラーゲンでＬになる」と乗せられて200万円の
ローンを組んだ。効果は？

サンデー毎日 2001年12月02日

医原病　30回　Ｑ：18歳の息子が包茎手術を受けに行
き、200万円という高額のローンを組まされてしまっ
た。取り消せるのか？

サンデー毎日 2001年12月16日

SEXカウンセリングBOOK　セックスの難題12に答える。
短小包茎の自分。生きる価値はあるのか？

ターザン
2002年01月09・23
日

スッポンポン性愛診察室　４回　姐さん、30歳過ぎて
“包茎”じゃ、おかしいですか

週刊ポスト 2002年02月22日

ホーキング青山の傍若無人　３回　ホーキング青山、
印税成金で包茎手術⁉

創 2002年08月

ニュースデッドライン　イマドキ女子中高生の間で大
流行　包茎はレアもの「赤面マル秘画像」メー

アサヒ芸能エ
ンタメ

2002年09月

“障害者タレント”ホーキング青山がお笑い包茎手術
の顛末劇を語る！

噂の真相 2002年09月

ホーキング青山の傍若無人　４回　包茎手術と「スラ
ング手話」で“身障界のヒッキー”に挑戦状!?

創 2002年09月
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エッチな女性ほど皮つきペニスが大好き 週刊実話 2002年09月26日

ア然！今どきの女たちはなぜ「性器整形」に走るの
か？　「クリトリス包茎手術」や「膣縮小」「処女膜
再生」が大ブーム！？

ガツン！ 2003年02月

ホーキング青山の傍若無人　11回　包茎手術に医療ミ
ス発覚!!

創 2003年05月

医原病　110回　Ｑ：18歳の息子が包茎手術とコラーゲ
ン注入手術を受けました。コラーゲンに効果はあるの
か、又、ローン契約を取り消すことは可能でしょう
か。

サンデー毎日 2003年08月03日

男の悩みズバッと解決！名医の相談ルーム　いまから
でも間に合う包茎手術の「値段と時間」

週刊現代 2003年09月27日

下半身のお悩みズバリ審判「ドッキリSEX法廷」　24回
包茎手術は受けるべきですか？　包皮強制はく離の刑

アサヒ芸能 2003年10月30日

ショッピングの女王　271回　男らしく手術しちゃいな 週刊文春 2003年12月11日

性の相談　健康障害と性の相談　泌尿器疾患と性の相
談

現代のエスプ
リ

2004年01月

あなたのSEXは最高？　早い、イケない、形が変？性器
の悩み、解決します！　あなたの悩み、実は無意味？

ターザン 2004年01月28日

名医の相談ルーム　ペニスから悪臭がします。出血も
ありますが、どうしたらよいでしょう

週刊現代 2004年03月27日

人妻都市伝説　あの噂は本当なのか？　オタクの聖地
に包茎ハンター？

週刊実話臨増 2004年05月17日

商売道具　99回　クランプ式無血包茎手術器　高須ク
リニック院長・高須克弥　どことなく痛そうで…

Yomiuri
weekly

2004年06月27日

名医の相談ルーム　肥満のため埋没したペニスを復活
させる「２つの治療」

週刊現代 2004年07月31日

ある夏の体験　初めて世間に顔を出した夏 小説宝石 2004年08月

ここまで進んでいる最新医療　男のカラダの悩み一挙
解決！

BIG tomorrow 2004年08月

脱税逮捕　ホーケイ成金「上野クリニック」代表の大
豪遊

週刊文春 2005年01月27日

Catch Up　《トラブル》　法外な料金を請求される
ケースも！「男性機能」の治療を巡るトラブル

政界往来 2005年03月

最新医療を徹底リサーチ！　男の自信を取り戻すため
に「カラダの悩み解消」事典

BIG tomorrow 2005年04月

さとう珠緒編集長のバカブックガイド　競作　バカ世
界文學全集　『狭き門』　漫画道一直線の若者２人が
巻き込まれたカオス世界！包茎シュールレアリスム小
説の金字塔

ダ・ヴィンチ 2005年05月
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オトコの名医　いまからでも遅くない「中高年の包茎
手術」急増中

週刊現代 2005年05月14日

直立不動　「下半身の悩み」につけ込んだ悪質「男性
美容整形」

週刊新潮 2005年06月02日

「包皮革命」を知っていますか？　石川英二『切って
はいけません！　日本人が知らない包茎の真実』新潮
社

波 2005年10月

男のための最新医療レポート　包茎治療　ミリ単位の
精密な計測で“ねじれ”のない自然な曲線に

BIG tomorrow 2005年10月

包茎は「切ってはいけない？」　「日本の常識」を履
す欧米の新データ公開

週刊現代 2005年10月01日

男の魅力　短小包茎を安全確実に解消し男の性能アッ
プ

週刊大衆臨増 2006年03月03日

最新クリニックガイド　ここまで進んでいる最新医療
包茎治療

BIG tomorrow 2006年04月

シリーズ14　男の魅力　包茎治療と亀頭強化で男の格
付け度をアップ

週刊大衆臨増 2006年05月07日

変見自在　200回　包茎の罪 週刊新潮 2006年05月25日

男の魅力　SEXの快感を損なう包茎解消で下半身再生 週刊大衆臨増 2006年07月02日

浅草キッド・水道橋博士　禁断セルフ全身改造　肩こ
り、頭痛、肥満、ハゲ、腰痛、包茎、冷え性…を完全
克服！

ＥＸ大衆 2006年09月

シリーズ15　男の魅力　不衛生な包茎を解消しセック
スをエンジョイ

週刊大衆臨増 2006年09月05日

男のクリニック　男の天敵３悪解消　最強ペニスに改
造

週刊大衆 2006年09月11日

エロい報告書　５回　包茎には真のオナニー快感があ
る

アサヒ芸能 2006年09月21日

名医の健康パドック　包茎 週刊現代 2006年09月23日

男のカラダの悩みを解消する最新医療を徹底リポート
包茎　美容整形のテクニックで美しい仕上がりが期待
できる

BIG tomorrow 2006年10月

オトコの悩み相談室　３回　包皮をカットし海綿体を
伸ばす２つの簡単治療で包茎解消

週刊現代 2006年10月21日

オトコの悩み相談室　４・最終回　包茎による包皮の
炎症はペニスを５ｃｍ伸ばす長茎手術で解決

週刊現代 2006年12月30日

「号泣」堀江　裁判で暴露された「包茎クリニック買
収計画」

週刊文春 2007年02月08日

SEXカウンセリングBOOK　性器の大きさや早漏、ＥＤ、
男の悩みは意外に繊細なのだ。

ターザン 2007年02月14日
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カラダの悩みを一気に解消！新しい自分が拓ける！最
新医療レポート！　包茎治療

BIG tomorrow 2007年04月

言語道断！バカ親狂事件簿　実録・親バカ列伝　新婚
旅行先に電話して初夜の感想を聞き出しご満悦　娘婿
に包茎＆ペニス増強手術を受けさせた父親

実話ＧＯＮ！
ナックルズ

2007年06月

知らないほうが幸せな「SEX雑学」事典　女のコーフン
度を探れる方法、包茎手術で切除された皮の行く末…

ＳＰＡ！臨増 2007年07月29日

岡院長がズバッ！と快答「漢の質問、引き受けます」
１回　ペニスが最大５センチ伸びる、包茎にも有効な
「長茎術」

ＦＲＩＤＡＹ
臨増

2007年08月20日

角界は大騒ぎ　朝青龍「モンゴルでの秘蔵写真と帰り
たい深層」　包茎専門医が「帰国させた方がいい」と
診断のナゾ

ＦＲＩＤＡＹ
2007年08月24・31
日

独占スクープ　朝青龍「同行包茎医」モンゴルビジネ
ス相談役との金儲け密談　治療専念はウソっぱち、要
塞ホテルで…

アサヒ芸能 2007年09月13日

こちら相談部　相談のつもりが、その日のうちに行わ
れた包茎手術

たしかな目 2007年12月

「SEX用語ｏｎウィキペディア」迷作選　クリトリスも
朝立ちする、仮性包茎は女に好評…トンデモ解説の真
偽を検証＆総ツッコミ

ＳＰＡ！臨増 2007年12月01日

王理恵さん「３度目の結婚」のお相手は「包茎精神科
医」で大丈夫？

週刊新潮 2007年12月20日

ＮＥＷＳ　ＳＨＯＴ　王理恵「朝青龍同行包茎医」と
再々婚で父・王貞治監督の複雑胸中　有名人好き銭ゲ
バ男にホンネは「大丈夫か？」

アサヒ芸能 2007年12月27日

蒟蒻問答　20回　民主党なんてウブな奴　いわば“包
茎政党”なんだ

ＷｉＬＬ 2008年01月

岡院長がズバッと快答「漢の質問、引き受けます」
３回　若いうちに受ければよかった「中高年の包茎手
術」急増中

ＦＲＩＤＡＹ
臨増

2008年01月05日

追跡ワイド　見逃すものか　王理恵「婚約即破局」真
相は「包茎医師」そばのすすり方

週刊文春 2008年01月17日

気軽に相談できるクリニックをレポート！　カラダの
悩み、今年こそ解消する！　包茎治療

BIG tomorrow 2008年02月

性欲と財布が満たせる「アダルト業界」求人案内　真
性包茎、チビのドＭなどの特殊男優から大手ＡＶメー
カーのWeb制作まで

ＳＰＡ！臨増 2008年03月22日

神のメスを持つ男　Dr.本田の「切り捨て御免！」奮闘
記

週刊大衆臨増 2008年03月29日

エロい報告書　79回　ハメ撮りで包茎がばれた芸能人
に思う

アサヒ芸能 2008年04月03日

泉谷しげるのバカヤロー人生相談　82回　包茎なんか
気にするんじゃねえ　女の心は広い

アサヒ芸能 2008年04月17日
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Dr.岡のダイナマイト！男前相談ルーム　５回　メタボ
が生んだペニスの悩み、長茎術＆包茎手術で一挙に解
決

ＦＲＩＤＡＹ
臨増

2008年05月12日

心に狂いが生じるとき　年に10店包茎クリニックを開
くという「本田医師」

週刊新潮 2008年09月04日

「カラダのお悩み」攻略ガイド　包茎治療 BIG tomorrow 2008年10月

ＮＥＷＳ　ＳＨＯＴ　加藤夏希「包茎応援トーク」を
実況ナマ中継　むき出しの状態のほうが引いちゃう

アサヒ芸能 2008年10月30日

最新　今年こそ体の悩みを解消！　クリニックガイド BIG tomorrow 2009年02月

マンガ極道（きわめみち）　89回　『少年愛の美学Ｅ
Ｘ２包茎特集』松文館　女性を性の餌食にする陵辱マ
ンガは問題…ですが、腐女子・ショタ向けマンガも相
当マニアック

ＳＰＡ！ 2009年07月07日

時事用語「勝手に新ネーミング」委員会　覚醒剤、
ニート、天下り…その名前は変えたほうがいいと思い
ます

ＳＰＡ！ 2009年09月15日

男のクリニックガイド　包茎治療　いままでのモヤモ
ヤをすべて解決！

BIG tomorrow 2009年10月

泉谷しげるのバカヤロー人生相談　163回　包茎を気に
して楽しいセックスができるか！

アサヒ芸能 2009年12月10日

日本人の「定説」はウソだらけだった　定説・包茎は
短小・早漏になりやすい→真実・むしろ手術で早漏に
なる

ＳＰＡ！ 2010年02月23日

大研究　それは遺伝する？　身体的特徴はどこまで受
け継がれるのか　ハゲ・巨乳・包茎・デブ…は先天的
なのか

週刊現代 2010年05月29日

TEMPO　タウン　包茎エキスパート「本田医師」が那覇
に開いたレストラン

週刊新潮 2010年09月30日

ＧＰＳ　包茎改善サイト　アソコに悩む“仮性男子”
必見！ヘタウマな萌えキャラが誘う専門サイト

サイゾー 2010年10月

研究　甦る！　「萌えの世界史」　※古代ギリシア人
の「包茎萌え」など

ＦＲＩＤＡＹ
臨増

2010年10月19日

朝青龍の主治医が勧める団塊世代の「男根エチケッ
ト」

週刊実話 2010年12月16日

剛毛・ワキガ・包茎etc.…　男の悩みイッパツ解消手
術How Mach?

アサヒ芸能Ｅ
ＮＴＡＭＥ

2011年01月

ハゲ、デブ、包茎は、むしろ大歓迎！？　仰天座談会
平成生まれキャバ嬢の「トンデモ性癖」

週刊実話臨増 2011年04月09日

儲かる業界ここがヤバい！　尽きない外見改善への欲
求　美容食品、包茎手術の集金力　杉作Ｊ太郎の包茎
手術もマンガで宣伝に！　高須クリニックを拡大させ
た“包茎手術ブーム”の真相

サイゾー 2011年05月
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「性の新境地」医療最先端レポート　男のセックス治
療最前線　「クリトリス包茎手術」の微妙なサジ加減
／男の７割が悩んでいる「仮性包茎」問題

週刊ポスト 2011年05月20日

包茎治療からレーシックまで　横行する「悪徳医療ビ
ジネス」　その危険性とメディアの罪

紙の爆弾 2011年07月

テレビ美女　真夏のエロス自家発電中　眞鍋かをり
「ＣＭ中はエロいこと考えてる」・吉高由里子「浮気
しちゃうかも」・加藤夏希「仮性包茎が好き」…

アサヒ芸能 2011年07月21日

ナックルズ・エロワイド　【秘密の告白】おんなだけ
が知っているおんなのSEX事情ぜんぶ暴く！　知られざ
る女のマ○コ整形事情　１番人気はクリトリス包茎手
術

実話ナックル
ズ

2011年09月

性感マン遊「女体の旅」ＧＴＲ　233回　女性にとって
クリトリスの「包茎」は深刻な悩みなんです

アサヒ芸能 2011年09月29日

実録「レイプ裁判」　703回　見合い相手の27歳社長令
嬢に包茎を馬鹿にされ強姦した鬼畜

週刊大衆 2012年01月30日

知らずに食うな！実録怖いグルメ　人肉を食うカニバ
リズムＡＶが存在していた　お蔵入りとなった食事
シーンの真実を当事者が告白

実話ナックル
ズ

2012年02月

「アラフォーデビュー男」の満開大変身　童貞からオ
ラオラ系ナンパ師に、不惑にして包茎手術、ノンケな
のに胸にシリコン注入…

ＳＰＡ！ 2012年05月08日

ニッポン　スッポンポン　88回　76歳が包茎手術をす
る理由とは

週刊朝日 2012年06月29日

人生エロエロ　33回　“包茎”とは何だ？ 週刊文春 2013年02月07日

痛男！　『負け美女』のオトコ観察絵日記　39回　仮
性包茎をこじらせた男の闇の深さ

ＳＰＡ！
2013年04月09・16
日

タブーな報酬30　自由診療料金　レーシック、美容整
形から包茎治療まで　「保険適用外」の高額医療費
医師たちの「法外な収入」

宝島 2013年06月

各界「伝説の師弟」汗と涙の感動物語　吉田豪が教え
る「意外な関係」　鬼軍曹・山本小鉄の号令で若手が
続々包茎手術　元関脇・貴闘力はホモ弟子をソープに
行かせた

アサヒ芸能 2013年06月13日

本気のおバカが奇跡の珍事を巻き起こす！　笑撃あり
えへん世界のＮＥＷＳ傑作選　※包茎手術に失敗した
男が病院で器物破損ほか

週刊実話臨増 2013年09月06日

膣圧ＵＰ、Ｇスポット拡大、女性の包茎手術！？　女
性器の整形が流行中！？　名器になりたいオンナたち
G-shot体験談

ＥＸ大衆 2013年10月

中高年よ、今こそ包茎と向き合おう　ＡＶ男優の半数
は仮性だった　カリスマ男優が明かす女優たちの「意
外な反応」　「ゆるキャラみたい」とほっこりされま
す

アサヒ芸能 2013年10月10日
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どうする超高齢社会！　「男性クリニック」を訪れる
老人たち

新潮75（新潮
45別冊）

2013年11月09日

中華人民毒報　252回　ＤＩＹ手術編　包茎に開腹、足
切断まですべてセルフ手術　中国式「医者に頼らない
生き方」の悲惨さ

ＳＰＡ！
2013年11月19・26
日

週刊藝人春秋　32回　はかせのムスコ 週刊文春 2013年12月19日

若いヘルパーさんに見られるのは恥ずかしいから…
急増中！ 70歳からの包茎手術

週刊現代 2014年07月12日

一目見た瞬間、アソコの品定めがはじまっていた！
「背が高いと巨根」「坊主頭は包茎が多い」などなど
男の下半身を格付け…　驚愕実態　「チ○コチェック
をする女たち」が激増中！

週刊大衆臨増 2014年07月20日

大手名簿業者が告白「ベネッセ名簿は300万円で買い叩
いた」「幼稚園児と70代独居老人は高く売れる」「レ
ンタルビデオも包茎手術も名前ダダ漏れ」

ＦＲＩＤＡＹ 2014年08月01日

芸歴は半世紀を超えちゃったヨ！　ケーシー高峰の
「グラッチェ哉、人生」　100・最終回　アディオス、
アミーゴ！　切らずに完治する最先端の包茎治療

週刊大衆 2015年06月29日

「劇的変化」に失敗した人々からの伝言　結果にコ
ミットされず…　より快適になるための思惑があらぬ
結果になった　※包茎手術ほか

ＳＰＡ！ 2015年07月14日

なんとかしたい「中高年の包茎問題」大追跡！　アソ
コの悪臭、感度の低下、劣等感etc.　下半身の悩みを
スッキリ解消！

週刊大衆 2015年08月10日

SEXプロブレム解決塾　勃起薬ナンバー１は？早漏防止
スプレーの効き目は？

ＳＰＡ！ 2015年10月06日

性感マン遊「女体の旅」ＧＴＲ　438回　中イキはする
けどクリじゃ無理　包茎は男だけの悩みじゃない

アサヒ芸能 2015年11月26日

ええっ！　包茎手術・下半身脱毛するシニア男女はな
ぜ急増しているのか？

サンデー毎日 2016年02月14日

浮き世に寒の戻り　羽田空港で警察のご厄介になった
包茎手術の権威「本田医師」

週刊新潮 2016年02月18日

死ぬまでSEX　１０人の美人女医が教える最高に気持ち
いいSEX　処女膜再生、陰核包茎、陰部植毛…　女性を
救う「女性器手術」はこんなにある

週刊ポスト 2016年04月01日

波瀾万丈ドキュメント　セックスした女性は8000人
超！　森林原人　汁男優から大出世　名門校からＡＶ
男優に転じた異端児　僕のチンチンは使い勝手がいい
んです。男優界イチの仮性包茎で…

週刊実話臨増 2016年04月08日
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SEX、ドラッグ、医療のタブー　踊らされるのは男たち
だけでなく、男の子を持つママも？　“包茎革命”に
“むきむき体操”！？　悩める男たちに捧ぐ包茎復権
論

サイゾー 2017年01月

借金からの脱出　座談会　回収率が高い包茎手術代の
代金　借金“取り立て屋さん”、絶対匿名の誌上座談
会

ＡＥＲＡ 2017年04月03日

ネクストブレイク100　ビジネス　見られるのが恥ずか
しくて　介護を見据え一歩踏み出す男性が増える

ＡＥＲＡ
2018年01月01・08
日

塀の中はおかしなことばかり！　笑ってはいけない獄
中ルポ　ムショの花道　36回　矯正の余地なし

週刊実話臨増 2018年01月05日

ザ・ヌード　爆笑！ハダカ談義　みうらじゅん×辛酸
なめ子　女体にグッドデザイン賞を　ダヴィデの包茎
から裸のマハの乳輪まで！？　ムサ美の先輩・後輩の
２人が語り合うめくるめくヌード芸術論

芸術新潮 2018年04月

人に言えない性の悩み　医療　息子の“ムスコ”問題
うちの子、包茎かも？

ＡＥＲＡ 2018年05月28日

家族には相談できない「シモの病気・悩み」大全Ｑ＆
Ａ20　「下半身伝説」の真相　高温サウナに睾丸を晒
し続けると…　ペニス縮小と「加齢包茎」のマル密関
係

アサヒ芸能 2018年07月26日

知っているようで知らない「あそこの新常識」第２弾
神秘の秘芯「クリトリス」７大疑問に答える

アサヒ芸能 2018年11月29日

以　上
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