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第 5 回： 「更年期」を上手にステップアップしたい  

～女性の Well-Aging を目指して～ 

２０１６年２月２０日（土）１５：００～１７：００／エル・ソーラ仙台 研修室 

講師：角田千恵子さん（産婦人科医、角田千恵子レディースクリニック院長） 

参加人数：一般 9人、会員 7人 

  

＜女性のライフステージとホルモンの関係＞ 

 女性の一生は２種類の女性ホルモン、卵胞ホルモン（エスト

ロゲン）と黄体ホルモン（プロゲステロン）の影響を受けてい

ます。更年期になると女性ホルモンが減少し、自律神経が不安

定になって、ほてりや発汗、動悸、頭痛などが現れます。 

 月経が無い状態が１２カ月以上続けば閉経とされます。更年

期は閉経の前後５年間を指します。日本人の平均的な閉経年齢

は５０歳前後。昔も今もほとんど変わりません。けれども今は

平均寿命が延び８６歳ですから、３０年以上ホルモン欠乏状態

で暮らすことになります。それで、更年期をどうステップアッ

プするかというテーマが注目されるのです。 

 

＜更年期症状と更年期障害＞ 

 間違われやすいのですが、更年期症状と更年期障害とは別のものと考えてください。更年期症状と

は更年期に現れる、器質的変化に起因しないさまざまな症状のことです。これらの症状の中で日常生

活に支障を来し、対処が必要となる病態を更年期障害と定義します。 

 ただし、更年期症状だと思われるものも、甲状腺機能亢進症や胃の異常、リウマチなど器質的異常が

原因となっていることもありますから注意が必要です。また、不定愁訴やうつ、月経前症候群（ＰＭＳ）

が更年期症状と混同されることもあります。 

 女性の健康を守っているエストロゲンが作用する部位とエストロゲン欠乏による症状・障害について

は下記の通りです。 
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リプロ「女性の健康」連続講座 

■ 第 5回開催報告 

■ 第 6回開催報告 

■ 連続講座を振り返って 

リプロ「女性の健康」連続講座 開催報告 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 



脳・中枢神経→物忘れ、うつ   

皮膚→乾燥、しわ   

循環器（心血管系）→心血管疾患リスクの増大 

脂質代謝（コレステロール・中性脂肪）→脂質代謝異常   

骨→骨量の減少（骨粗鬆症） 

泌尿器（膀胱・尿道）・生殖器（子宮・卵巣・膣）→排尿障害、性器の萎縮 

 

 更年期症状は「不定愁訴」のデパートと言われ、人によっ

てさまざまな症状が現れます。 

更年期障害の症状には次のような特徴があります。 

・ 不定愁訴：自覚症状が主で、症状を説明しうるような

他覚的所見が存在しない 

・ 多訴性：愁訴は複数であることが多い 

・ 外部からの影響：天候、家庭環境、社会環境の影響に

より症状が増減する 

・ 愁訴の変化：病状の種類、場所が変化することが多い 

  

概して真面目な性格の方は更年期症状が現れやすい傾向があるようです。また、ストレスに対する抵

抗力、卵巣機能の衰えに対する反応、自分の人生への満足度などによっても更年期症状の現れ方は異な

ります。 

それでは、更年期症状を改善するにはどうしたらいいのでしょう。次の三つの方法があります。 

① 原因に直接対処するため、女性ホルモン補充療法を行う（根本治療） 

② 生活習慣や環境を見直し、病状を悪化させている原因を減らす 

③ 漢方薬、抗うつ薬、睡眠薬などを用い、つらい症状を軽くする（対症療法） 

 大事なことは、更年期症状を乗り越えるために自分はどのようにしたいか、主体性を持つことです。

いろいろな選択肢の中から自分に合った方法を自分で選ぶことです。 

 

＜骨粗鬆症について＞ 

 骨粗鬆症とは、骨がもろくなり、スカスカになって骨折しや

すくなる骨の病気です。 

 症状は目に見えず、じわじわと進行していきます。「身長が

縮んだ」「背中や腰が丸くなった」「背中や腰が重い、痛い」「骨

折しやすい」というのが骨粗鬆症のサインです。 

 骨粗鬆症による転倒・骨折は寝たきりにつながります。寝た

きりになると心肺機能が低下し認知症なども進行してしまい

ます。骨粗鬆症は５０代以降から増加し、男性より女性に多く

見られます。女性ホルモンの急激な減少に伴って骨量が急激に減少するからです。 

 更年期以降の女性に限らず、女性ホルモンの分泌が旺盛な３０～４０代でも無理なダイエットをして

無月経になる人は骨がもろくなりやすいので要注意です。 

 骨粗鬆症予防の３本柱は食事、運動、生活です。 



食事では、カルシウムを積極的に摂取することが重要です。ただし、

カルシウムだけでは駄目で、いろいろな栄養素をバランス良く摂らな

ければなりません。カルシウムとともに骨を作るマグネシウム、カル

シウムの吸収を助けるビタミンＤ、カルシウムの沈着を助けるビタミ

ンＫ、骨を作る土台となる筋肉の維持のためにタンパク質も必要です。 

次に運動です。骨は刺激が加わると強くなります。骨に刺激を与え

る運動としてウオーキング、筋力トレーニング、片脚立ちをお薦めし

ます。ウオーキングは正しい姿勢が大事です。あごを引き、やや遠くを見て、胸を張り、おなかを引き

締めて、脚を真っすぐ伸ばし、つま先で地面を蹴る。日常生活の中で意識的に体を動かしましょう。 

３番目は生活。日光浴は骨粗鬆症予防に効果的です。紫外線を適度に浴びることにより体内でビタミ

ンＤが作られます。喫煙は骨粗鬆症のリスクを高めます。血流を悪くし、カルシウムの吸収、エストロ

ゲンの分泌を妨げるからです。 

 

＜Well-Aging＝健康長寿の獲得に向けて＞ 

 平均寿命のうち日常的に介護を必要とせず自立し

た生活ができる期間を「健康寿命」といいます。２

０００年にＷＨＯが提唱した言葉です。 

 日本人女性の平均寿命は２０１２年の統計で８６．

３歳ですが、健康寿命は７３．６２歳。１２．６８

年は要介護状態で過ごしているということです。だ

から、いかに健康寿命を延ばすかがポイントなので

す。 

 Well-Aging（ウェルエイジング）という考え方は

上手に老いることを意味します。体や心の機能を維

持し、病気や障害に悩まされず、活動的に暮らす。

この三つを叶え、健康で長生きする Well-Agingの維持が、これからの皆さんの課題だと思います。 

 

 

【アンケートの回答から】 

 

○更年期症状や障害に対する心構えができました。まわりで更年期に悩んでいる人にも教えてあげたい

内容でした。自分自身を大切にするという先生の考え方が好きでした。     （30歳・女性） 

○まだ 39歳だが、これから経験する更年期についてよく理解できた。多くの女性たちを見ているから

こそ出てくるエピソードも興味深く、話に引き込まれた。食事の大切さも改めて感じ、今からきちん

と整えていこうと思いました。健康寿命を伸ばしたい！            （39歳・女性） 

○Well-Aging 大事ですね。自分の人生も見直すことも考えさせられました。更年期についてのモヤモ

ヤがはっきりしてきました。ありがとうございました。            （47歳・女性） 

○更年期はこれから体験することなので連続講座の中で一番聞きたかった内容でした。更年期は今まで

の自分の人生も大きく関係し、一人一人違うものだと知った。         （37歳・女性）



第 6 回： 現代女性のライフスタイルと「妊娠適齢期」のズレ 

～私の妊活も少し振り返って～ 

２０１６年３月２６日（土）１５：００～１７：００／エル・パーク仙台 セミナー室 

講師：柴田泰子さん（リプロネットみやぎ会員） 

参加人数：一般 5人、会員 8人 

 

 「妊娠適齢期」について具体的な定義はありませ

んが、一般的には「20～34歳」頃と言われています

（北村邦夫 監修：「将来、ママにパパになりたいあ

なたへ」より）。これまでの連続講座で、近年進んで

いる高齢出産には多くのリスクが伴うことを学んで

きました。少子高齢化が加速する我が国にとって、

出生率を上げることが喫緊の課題となっていること

も良くわかります。しかし、なぜ現代の女性達にと

ってその「妊娠適齢期」に子どもを産むことが難し

いことになりつつあるのでしょうか。 

こちら、内閣府から発行されている少子化社会対策白書（平成 27 年度版）ですが、この中からいく

つかのグラフを紹介します。まず「平均初婚年齢と母親の平均出生時年齢の年次推移」です。1980年に

平均初婚年齢（妻）は 25.2 歳でしたが、2013 年には 29.3歳となり、約 30 年間で 4.1 歳上昇していま

す。次は第一子を出産した時の母親の平均年齢です。1980 年には 26.4 歳でしたが、2013 年には 30.4

歳。約 30 年で 4 歳上昇しており、結婚・出産年齢が高齢化しているのは明らかです。第一子出生時年

齢の「平均」が 30.4歳ですから、その後、二人目、三人目と考えた時、「妊娠適齢期」に子どもを産み

終えるのはやはり難しい状況です。その一方で、生涯未婚率も男女ともに上昇しており、男性は 1980

年 2.6％だったのが 2010 年には 20.14％と約 10 倍にも増加しました。それらの背景にいったい何があ

るのでしょうか。 

一つの要因と言われているのは、女性の高学歴化です。1980 年は女子の大学進学率は約 17％でした

が、2014 年には 47％（30％増）になり、短大も含めると 57％が高校卒業後に進学している状況です。

そこに大学院も加えるとさらに割合は高くなると同時に卒業年齢も高くなります。男子はもともと女子

に比べて進学率が高く、30 年前でもすでに約 41％で

あり、増加したものの女子ほどの変化ではありません。

学生結婚という選択肢がないわけではありませんが、

学校を卒業してから、または就職して少し落ち着いて

から結婚を考えるという方が自然な流れでしょう。 

もう一つ私が注目しているのは「雇用」「収入」と

の関係です。こちらは、男女別、また正規・非正規別

にみた独身者の結婚意識についてのグラフです。正社

員として働いている 20代の男性で「将来結婚したい」

と答えた者は 70％ですが、非正規社員では 50.9％と

約 20％もの意識の差がみられます。女性は男性ほどの

差が見られませんが、正社員として働いている方に将来の結婚意識は高いことがわかります。 



次のスライドは「20代・30代男女未婚者でかつ現在

恋人がいない人」に、「恋人が欲しいですか」と質問し

た結果です。このグラフの特徴は収入別に集計されて

いる点です。収入がない男性で、恋人が欲しいと答え

た方は 53.7％、400万円未満の収入の方は 59.9％、400

万円以上の方は 79.7％と収入が上がるにつれて「恋人

が欲しい」割合も上がっていきます。同様に女性も収

入がない方は 43.9％、200万円未満で 52.1％、200万

円以上で 70.7％と、恋人を求める気持ちと収入には大

きな関連があることが示唆されています。明日の食事、

住む場所を考えるのに精いっぱいな時、恋愛を楽しみたい、恋人と出かけたいと具体的に思い描けるで

しょうか。生きることに必死な時、そこまで気持ちが向かないことは想像に難くありません。この収入

の問題はつまり、雇用の問題でもあります。 

こちらは、就労形態別にみた配偶者のいる

割合（男性）のグラフです。20代前半では正

規と非正規でそれほど違いはありませんが、

30代前半になると、正規では 57.1％に配偶者

がいますが、非正規では 24.9％と半分以下の

割合です。恋愛・結婚は、どんな状況でも、

惹かれ合う相手がいれば自然に実現する、、、

などと思いがちですが、実は「経済力」によ

って大きく左右される個人を超えた問題でも

あるのです。 

最後のグラフは、その厳しい雇用問題が若

者に重くのしかかっている現実を示したもの

です。社会全体での非正規雇用の割合は、

37.9％ですが、24歳以下の若者に限定してみ

るとその割合は 51.4％と半数以上となります。

完全失業率でも、全体に比べて若者の間で高

い。ということは、これから恋愛・結婚を経

験し、未来を背負っていくであろう若者たち

が、将来に希望を持ちにくい状況だと思うの

です。恋愛、結婚、出産、子育て、この個人

的なことはまさに社会的なことであり、自分

や家族、また大切な人たちの幸せを願う時、

社会全体の幸福度も上げていく視点を常に持たなければ実現しない、ということを痛感します。 

ここまで、データの紹介をしてきましたが、少し視点を変えて、自分自身の「妊娠適齢期（20～34歳）」

についても振り返ってみたいと思います。 

まず 20 歳、私はまだ大学生で、パートナーがいたので妊娠よりむりろ「避妊」のことを意識してい

ました。卒業後、付き合っていたパートナーと別れ、ストレスで無月経になりましたので、また妊娠と



も程遠かった。23 歳で村口きよ女性クリニックに就職し、仕事や勉強を楽

しみつつ、恋人もいたが結婚には至らずまた破局、、、（数回）。そうこうして

いるうちに、院長から大学院で研究することを勧められ、社会人大学院生に

なった。同時に市民活動にも関わってしまい、論文、仕事、活動と必死にこ

なしていたが、また多忙とストレスで無月経。食事もまともに作らず飲酒量

が増え、、、「妊娠」どころではありません。他にもいろいろあり、今の夫と

落ち着いた気持ちで付き合い始めたのはもう 30歳過ぎでした。それから 32歳で結婚するも、自然妊娠

を望んでいたので不妊治療などする気は起らず、、数年経過し妊娠適齢期は終了です（34歳）。いろいろ

努力したものの自然妊娠は難しく、初の人工授精でなんとか妊娠・出産することができました。その時、

36歳、立派な高齢出産です。出産までにもハイリスク妊婦として入退院を繰り返し、やっと産めた時に

は疲れ切っていました。。。鮭が卵を産むと死んでしまう、というエピソードを自分に当てはめて納得し

ていたくらいです（笑）。今は、好きな仕事に可愛い息子と夫、猫たちとの生活を満喫しています。 

 今回、私の友人達にも詳しく話を聞かせてもらいました。30歳以上で結婚した友人も多く、共通認識

として言えることは「別に結婚、出産を遅らせたかったわけではない」ということです。私もできるこ

とならば 30 歳前に出産し、二人くらい産めたらよかったと思っています。また、もし別のパートナー

との間に子どもがいたら今のように幸せな時間を過ごしているだろうか、と振り返ってみると YESとは

言えません。その都度ベストを尽くしてきての今だと思っています。それでも知識があれば違う選択肢

や早い決断ができたかもしれませんし、雇用や教育の問題（つまりは政治）が変われば若者たちの未来

も変わると確信しています。最後に一個人として思うことは次のことです。 

【アンケートの回答から】 

〇データもわかりやすくて勉強になりました。ライフスタイルを若いうちから考えることや、その時その時で再度考

えていくことが大切だと感じました。33歳の姉にも聞かせたかったです。              （29歳 男性） 

〇社会人に向けての講座だけでなく、大学生に向けても講座してほしいです。柴田さんのように自分の体験談

をおりまぜて話して頂けると説得力があります。女性の健康についての講座をこれからもたくさんやって頂きた

いと思います。                                                 （30歳 女性） 

〇妊娠適齢期には社会的背景や男性の事情も深くかかわっていることを改めて考えさせられました。ありがとう

ございました。                                                  （50歳 女性） 

〇自分の子ども達の未来を考えて「自分がどう生きていきたいかを若いうちから考えていく」ということを自ら考え

させることが大切だと思った。子育て、結婚、出産には政治も関わっていると改めて知った（もう少し政治に関

心を持ちたいと思った）                                            （36歳 女性）



リプロ連続講座を終えて  

リプロネットみやぎ代表 村口喜代 

 

女性にとって子どもを産むことは普通・当たり前の社会ではなくなってきました。体外受精児の出生

が「27人に１人（2012年）」、「24人に１人（2013年」、上昇し続けています。大変な時代になってきま

した。急速に変わる現代の性と生殖をめぐる状況から目を離せません。 

世の流れは確実に男女共同参画、男女平等の流れにあります。女性がキャリアを積み頑張ることので

きる社会になってきましたが、一方で女性にしかできない「産むことのできる性」としての役割・実現

は一層険しい現実にあります。一人一人が自分の人生をどう組み立て、仕事と結婚・親になること、両

者をどう折り合いをつけていくのか、それぞれが人生の早い時期から意識して取り組んでいかなければ

ならない時代にあります。リプロネットみやぎとして、いま改めて何をなすべきか考えさせられます。 

女性がからだとこころを大切に生きていってほしい、自らの可能性を閉ざさないでほしいと願ってき

ました。妊娠・出産に関わる性の仕組みを持つ女性のからだ、成長・発達、成熟し・・それらは連続し

た過程であり、生涯にわたっての女性の健康と深く関わっていきます。 

女性の健康は権利である、リプロダクティブヘルス・ライツが採択されて 20 年以上になりますが、

まだまだ定着したものではありません。現在提案されている「女性の健康の包括的支援に関する法案」

にはリプロダクティブヘルス・ライツの表現はなく、女性の健康は、女性の権利・人権と表裏一体であ

ることが、一層見えにくくなっています。 

現代の性と生殖の課題を見据えたタイムリーな活動をしていかねばと、平成 27 年度リプロ連続講座

に取り組んできました。各回、参加者の満足度は極めて良好の結果で、無事終了しました。これまでを

総括するにあたって、いくつか指摘したいと思います。 

 

1. 大変良質な講座だった  

計 6回の講座は、専門職として経験豊富な各講師の入念な準備・尽力で周到に開催されました。担

当していただいた講師の方々に心から感謝申し上げます。素晴らしい内容をもっとたくさんの方々に

聞いて欲しかったと残念に思いました。「リプロ基本の『き』」、「思春期の心とからだ SOS」「軽視でき

ない月経痛のこと」「今どきの妊娠・出産事情」「上手に更年期をステップアップしたい」「現代女性

のライフスタイルと『妊娠適齢』」のずれ」、それぞれがとても充実した内容でした。 

2、参加者の満足度は極めて良好でした 

一般参加者のアンケート結果から、各回とも「大変良かった」が際立っており、平均 9割弱の方が

が「大変良かった」と答えていました。参加された方々はそれぞれ講演内容に集中でき、強く心に響

いたことと思われます。それにつけても、一般参加者が平均ほぼ 10 名であり少なかったことが何よ

り残念なことでした 

3. 参加者のアンケート・感想から 

・リプロダクティブヘルス・ライツを初めて知った 

・たくさんの情報に溢れているが、話を聞くことで確かな知識となる。 

・このような講座は毎年やってほしい。娘にも直に聞かせたい。 

・女性の体についてまなぶチャンスはなかなかない。男性の体についても知りたい 

・ジェンダー意識の強い社会で子どもに知識を与えることの大切さを実感した 



・子を育てる親世代への教育も必要 

・カップルや夫婦で参加できる企画もしてほしい 

4. 参加者をどう増やすかの課題が急務です 

参加者が少なかったが、参加者は一様に講座に大満足されていました。いま浮かびあがってきた

課題は参加者をいかに増やすかです。これからはインターネットを活用した方法がいいのか・・ 

検討しなければと思います。 

 

性と生殖に関わることは、男性との関係性の問題です。女性が自分自身のからだについて知り、同時

に男性の問題を知る機会が必要です。また男女がこのテーマでしっかり向き合え、話し合っていける状

況をいかに作っていけるかが重要です。リプロネットの活動をさらに広げていけたらと願っています。 

 

 

 

2016 年度 リプロネットみやぎ通常総会ならびに会員研修会（一般公開） 

 「男性の性と健康〜男性ホルモンとともにいきる」 

日  時： 2016年 6月 15日（水）19：00～20：30 （通常総会 18：30～19：00） 

場  所： 仙台市市民活動サポートセンター6F （セミナーホール） 

講  師： 中川晴夫 先生 

申し込み： FAX（022-292-0166） または e-mail： repro@muraguchikiyo-wclinic.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】  

 

 この度の熊本大地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

一日も早く余震が収まり、心休まる時間が戻ってきますように・・・。 

 6月 15日は、通常総会ならびに会員研修会を開催いたしますので、みなさま奮ってご参加ください。 

 

      リプロネットみやぎ事務局  

FAX：022-292-016７  

e-mail：repro@muraguchikiyo-wcklinic.or.jp 

【中川晴夫先生プロフィール】 

1962年生まれ 

1988年東北大学医学部卒業 

2006年～東北大学病院泌尿器科講師 

2012年～東北大学大学院医学系研究科 

泌尿器科学分野准教授 

 2015年～泉中央病院副院長 

趣味 薪割り 

           


