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① 5ml（ティースプーン1杯分）

② 500ml（ペットボトル1本分）

③ １ℓ（牛乳パック1本分）

Q 一生のうちに分泌される女性ホルモンの量は？



女性がイキイキと過ごすコツ

エストロゲンの変化による病気や症状を知り
対処法（セルフケア）を行う

予測 コントロール

敵を知り己を知らば百戦危うからず

健康でいるためには、敵（＝病気）をしることが大切



ライフステージに関連した女性の病気

エストロゲン

思春期 性成熟期 更年期 老年期

10 20 30 40 50 60歳

生理不順

生理痛（月経困難症）

子宮内膜症・子宮筋腫

生理不順

更年期障害

老人性膣炎

心血管疾患

過活動膀胱

骨粗しょう症

乳がん

子宮頸がん

セルフケアを学びましょう



本日の内容

 生理の話

 更年期の話

 女性のがん検診（乳がん・子宮頸がん）の話



生理の話



Q 昔と比べると、生涯の生理回数は？

① 増えている

② 減っている

③ 変わらない



初経年齢が
早くなった

妊娠・出産
回数が減った

授乳期間が短く
生理の再開が早い

昔と比べると、生理の回数は増えている



現代

月経回数約450回
妊娠出産2回

昔

月経回数約50回

妊娠出産5-11回

約９倍

生理の回数は約9倍に！トラブルも増加

生理痛
PMS（月経前症候群）
子宮内膜症 etc.



正常な月経の目安を知っていますか？

１．月経初日から次の月経の前日までの日数は？

25日～38日

２．月経期間は何日間？

3日～7日（平均5日）

３．生理の量は？

20ml～140ml（1周期）



自分は過多月経？正常？過少月経？

昼用 1ml

夜用 1ml

昼用 3ml

夜用 6ml

昼用 5ml

夜用 15ml

*Magnay JL, O’Brien S, Gerlinger C, et al. : A systematic review of methods 

to measure menstrual blood loss, BMC Women's Health 18:142, 2018.

ナプキンによる月経量の目安*

 昼用ナプキンが1時間もたない
 昼間に夜用ナプキンを使用しても

2時間もたない

過多月経の可能性

 多い日でもナプキンに付着程度

過少月経の可能性

 20-140ml（1周期）

正常



生理の量が多い場合

子宮筋腫や子宮腺筋症などの病気が隠れている可能性

子宮からの出血が多く
貧血になっていることも

・内診 ・経腟超音波検査 ・採血（貧血）
※（大きさなどによりMRI）

3か月～1年の間隔でフォローアップが必要

婦人科では、どのような検査を行うの？

婦人科受診を！



無月経に影響する状態
・精神的ストレス ・急激な体重増減
・過度の運動 ・甲状腺の病気、など

妊娠以外で3か月以上生理が来ない！

骨粗しょう症が起こりやすくなり、骨折のリスクも！

最近、若い女性で特に問題になっているのは

過度なダイエット・摂食障害
アスリート（陸上長距離など）の無月経

婦人科受診を！



生理の時は

運動やカラダをあたためることが
重要

生理痛が強くなる原因はプロスタグランジン

冷えると
生理痛が悪化

 子宮を収縮させ、不要になった
子宮内膜を体外へ押し出す

プロスタグランジンの働き



コロナ禍で冷えやすいカラダになっている

下半身には

全身の筋肉の3分の2が集まっている

外出自粛・テレワーク
↓

運動不足による筋肉の衰え
↓

血流が悪くなる・代謝が落ちる
↓

冷え

頭痛や肩こり、生理痛などを起こしやすい



生理痛を悪化させる「冷え」を防ぐために

血管が収縮し
血行不良

↓

生理痛悪化

朝食をとる
バランスの良い食事
根菜類の摂取

血行促進
筋力維持・アップ

特に下腹部や腰、
足首を冷やさない

１．運動 ２．温かい服装

３．食事 ４．禁煙



限界まで
我慢してしまうと・・・

薬が効きにくい

痛み物質が
増えすぎる

鎮痛薬内服のコツ：痛くなったらすぐに！

少ない量で早く効く痛くなったらすぐに内服



婦人科受診を！
生理痛が強くなる病気

子宮内膜症
子宮筋腫
卵巣のう腫

子宮腺筋症etc.

早めに痛み止めを飲んでも効かない場合

Q. 子宮頸がん検診で異常がなかったから受診は不要？
A. 子宮頸がん検診は「子宮頸がん」の発見が目的。

経腟超音波検査を行わないことも多いため、
生理痛が強い時は受診が必要！



PMS（月経前症候群）とは？

生理 排卵 黄体期（生理前）

卵胞ホルモン
（エストロゲン）

黄体ホルモン
（プロゲステロン）

黄体ホルモンの影響
基礎体温を上げる
体内に水分をためる
骨盤に血液をためる
腸の蠕動運動低下

むくみ 頭痛 眠気 だるさ

便秘
食欲不振

腹痛 腰痛



PMSの治療

カウンセリング・生活指導
・症状日誌をつけ、自分を「知る」こと
・規則正しい生活、定期的な運動、減量
・食生活の注意（アルコールやカフェインの制限など）

薬物療法
・低用量ピル：身体症状の緩和
・漢方、利尿薬：乳房緊満や浮腫を軽減
・安定剤：精神症状の緩和



生理トラブル等に効果を発揮：低用量ピル

 月経困難症、過多月経の改善
 PMSなどの月経前症状の緩和
 卵巣がん、子宮体がん、大腸がんの発生頻度減少
 最も優れた避妊効果
 月経コントロール

長期投与やフレキシブル投与により、
年3-4回に月経を減らすことも可能

・50歳以上または閉経後 ・35歳以上で1日15本以上の喫煙者
・重度の高血圧症（160/100以上）

・糖尿病による腎障害や網膜症がある場合
・手術前4週間以内 ・前兆を伴う片頭痛がある

・乳がん治療中 など

主なピルの禁忌（使用出来ない例）

参考文献：産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編 2020 日本産科婦人科学会/日本婦人科医会 編集・監修 P.164，166

＊



主な生理に関するトラブルと受診の目安

生理の量が多い（過多月経）
・すぐに受診し、子宮筋腫や子宮腺筋症などのチェック

生理不順・無月経
・妊娠以外で3か月以上月経のこない場合は受診

生理痛・月経困難症
・鎮痛薬が効かない場合は受診
・痛みで日常生活に支障がある場合は受診

月経前症候群（PMS）
・月経前の不快な症状で悩んでいる場合は受診

不正出血
・「いつもと違う」出血があれば、すぐに受診 ※出血していてOK



更年期の話



閉経って？更年期って？更年期障害って？

卵巣からの女性ホルモン（エストロゲン）分泌が減少し

1年以上生理が来ない場合

平均：50歳±5歳（45～55歳）

更年期障害
・更年期にあらわれる器質的な病気に起因しない多彩な症状により、

日常生活に支障がある状態

この時期が

更年期



更年期症状って？

頭痛・耳鳴り・
不眠

動悸・息切れ

皮膚の乾燥・
かゆみ

のぼせ・ほてり・
発汗

膣炎・性交障害

しびれ・知覚過敏

食欲不振・吐き気

腹痛

同じ症状でも
性格やストレスにより

感じ方の個人差が大きい



参考文献：産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編 2020 日本産科婦人科学会/日本婦人科医会 編集・監修 P.180

更年期に注意すべき病気

月経不順

汗をかきやすい
集中力低下
落ち込み 不眠

倦怠感

月経症状

血管の症状
精神神経症状

甲状腺疾患とうつ病も更年期症状と似た症状が出る

どんな状態になったら、受診したほうが良い？



http://w-health.jp/

ヘルスケアラボを活用しよう

厚生労働省の研究班が監修

女性の健康について
正しい知識がたくさん掲載



ヘルスケアラボで更年期障害をチェック

全部で10項目の質問に
答えるだけ

厚生労働省研究班（東京大学医学部藤井班）監修
女性の健康推進室 ヘルスケアラボ 更年期障害チェック
https://w-health.jp/self_check/self_check_02/

受診が必要か
アドバイスしてくれる

https://w-health.jp/self_check/self_check_02/


更年期障害の治療

投薬治療・サプリメント
・ホルモン補充療法
・抗うつ薬、安定剤
・漢方、大豆イソフラボン（エクオールなど）

カウンセリング・生活指導
・認知行動療法
・規則正しい生活、バランスのとれた食生活
・定期的な運動、肥満改善

参考文献：産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編 2020 日本産科婦人科学会/日本婦人科医会 編集・監修 P.182



女性のがん検診の話
乳がん・子宮頸がん



乳がんや子宮頸がんは他のがんより若く発症

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）2018年
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乳がんは40代から急激に増加

子宮頸がんは30代にピーク



生涯でがんにかかる割合

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）2018年

乳がんは女性が最も多く患うがん

全体

乳がん

女性

1位 乳房

2位 大腸

3位 肺

4位 胃

5位 子宮

がん罹患数の順位（2018年）

2人に1人 9人に1人



１つのがん細胞が進行がんになるまで

乳がんのイメージ図

がん細胞 1cm

2cm

進行がん

数年～数十年

1～2年

自覚症状なし 自覚症状あり

がん検診で早期発見



マンモグラフィ 乳房超音波（エコー）検査

国は40歳以上のマンモグラフィを推奨

乳がん検診の基本 20～30歳代などの若年者に
任意型検診として実施

乳がん検診の方法



乳がん検診は、どのタイミングがベスト？

生理開始後10日以内は
胸の張りが少ないのでオススメです

Q. 新型コロナワクチン接種の乳がん検診への影響は？*

A. 正常な反応としてリンパ節が腫れることがあります。
 ワクチン接種前に乳がん検診を受ける
 2回目ワクチン接種後6-10週間の間隔をあけて
受診する

 予定変更が難しい場合は、接種日と接種部位を
医療機関に伝えて受診する

＊日本乳癌検診学会
「乳がん検診にあたっての新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応の手引きVer.2.1」
http://www.jabcs.jp/images/covid-guide202107.pdf



乳がんを早期に発見するために

定期的な検診 月に１度の自己触診

マンモグラフィ

自分の乳房を知ることが大切

2020年は新型コロナウイルス感染症の流行により

がん検診受診者が約30%減少
*出典：公益財団法人日本対がん協会32支部調査 2021年3月24日

https://www.jcancer.jp/news/11952

*



子宮頸がんは20-30代で急増中

国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
（全国がん罹患モニタリング集計（MCIJ））（1975～2015年）

20-39歳女性がんの罹患率推移（1975-2015年）

子宮頸がん検診情報サイト あかずきん.jp https://www.aka-zukin.jp/data/index.html



子宮頸がんとは？

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
「女性のためのかかりつけ医のススメ」
https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html

子宮頸がんの特徴
・初期には自覚症状がほとんどない
・主な原因はハイリスク型HPVの持続感染
・最近では20～30代女性に増えている
・20歳からの子宮頸がん検診が重要
・早期の発見であれば、治る可能性が高い

https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html


子宮頸がんを防ぐ方法

1次予防：ワクチン
HPV感染を防ぐ

2次予防：子宮頸がん検診
がんになる前に発見する

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 「女性のためのかかりつけ医のススメ」
https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html

https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html


ワクチン接種率と検診受診率の現状

OECD Health Statistics 2015

接種率 0.6%

受診率 約4割

子宮頸がん検診受診率（20-69歳）HPVワクチン接種率



ワクチンも検診受診率も低い結果・・・

子宮頸がんだけが増加し続けている



■1次予防：子宮頸がん予防（HPV）ワクチン
＜対象年齢＞
・定期接種（公費助成）：中学1年生～高校1年生

・26歳まで推奨、45歳まで効果あり

■2次予防：子宮頸がん検診
＜対象年齢＞

・20歳以上

子宮頸がんの予防方法 まとめ

＊https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/recommendations.html

＊厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

子宮頸がんは予防できるがんです

*



子宮頸がん検診の方法

Q. 細胞診は自己採取でも良いのですか？
A. この方法は精度が悪く受けるべきではありません。
ガイドラインでも医師採取のみとされており、
自己採取は認められていません。
一方で、HPV検査の自己採取に関しては、
未受診者対策としての活用が期待されています。

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 「女性のためのかかりつけ医のススメ」
https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html

*日本婦人科腫瘍学会 https://jsgo.or.jp/public/keigan_kenshin.html

**有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン2019年度版

*

**

https://www.roche-diagnostics.jp/ja/general/women_health.html


みなさんは、どうしますか？

・1週間前から不正出血と下腹部痛が続いています。
薬を飲むと痛みは軽くなってきましたが、出血はとまりません。
・出血は下着に少しつく程度で、特に多くはありません。
・婦人科を受診しようか迷っていたところ、
自治体から来月の子宮頸がん検診の案内が届きました。

A．婦人科を受診する

B．自治体のがん検診まで待つ



Q. 症状がある場合、検診まで待って良いですか？

すぐに婦人科を受診してください！

・がん検診は無症状の方が受けるもの

・自覚症状があれば、検診を待たずにすぐに受診が必要
・発見が遅れる可能性
・検診では検査方法が決まっており、治療が出来ない
・検診は結果が出るまで時間がかかることが多い

・主治医がいる場合、必ず主治医に確認を
・すでに同じ検査をしている可能性
・検診では前回と比較することが難しい



知っておきたい！女性のライフステージとがん検診 まとめ

・気になる症状は受診を
・ピルは非常に効果的
上手に活用を

・甲状腺疾患や
うつ病に注意
・ヘルスケアラボで
セルフチェック

 生理  更年期

・定期的な検診と
月に1度のセルフチェックを
・新型コロナワクチンとの
受診間隔に注意

 乳がん検診

・20-30代の世代に急増
・20歳から定期的な検診
・自己採取細胞診はダメ

 子宮頸がん検診


