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「性の健康」について大学生と語り合う 

 

2015 年 11 月 12 日（木）に今年で７回目となる「若者のための市民活動体験」を開催しました。主催はせんだ

い男女共同参画財団で、在仙の大学生を対象に様々な市民活動を体験してもらうことを目的としています。毎

回 20〜30の団体が学生を受け入れ、リプロネットみやぎは初回から協力しています。 

 今回は応募してきた宮城学院大学、東北福祉大学の学生に加え、連続講座に参加している学生、東北生活

文化大学の土井ゼミ生、計 18 人が参加。身近にある性やパートナーとの関係性

について、テキストを読みながら、自分の生き方にも関わる「性の健康」について

意見や感想を語り合いました。 

限られた時間の中で、学生たちは普段言葉にする機会が少ない、自分自身や

身近にある性の問題や意識、パートナーとの関係性についてなどを語り合いまし

た。 「もっと時間が欲しかった」という声も聞かれました。 

《参加学生の感想》 

・自分と違った意見もたくさん聞くことができ参考になったし、こういう考え方もあるんだなと感じた。自分を大切に

することが一番大事だと改めて感じました。  （20歳 女性） 

・自分の経験を振り返るとてもいい機会になりました。皆さんの意見を聞いて自分の生き方について考え直すこ

とができました。  （21歳 女性） 

・様々な意見を聞いて、もっと相手のことを考えたり、互いの人権を大切にしていきたいと考えました。このような

小規模な講演ではなく、学校などに出向いてもっと多くの人に今日の講演で学んだことを伝えていってくれた

ら、若い人達が正しい知識を身につけることができると思いました。  （19歳 男性） 

・性について学校では習っていたが、今回はグループディスカッションという形で話し合うことができて、これまで

人の意見を聞くことがなかったのでたくさんの刺激をもらうことができた。今回参加してとても自分の身になった。

ありがとうございました。  （女性） 

・「性」に関する問題は、人間が長い人生を生きていくうえで避けて通れないので、

「勉強する機会がない」からといって、知らないまま生きるのではなくて、こういっ

た性と健康に関するお話を「聞く側」から積極的に知識を得ようとする気概が必

要だと考える。  （22歳 男性） 
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第 3回： 軽視できない「月経痛」のこと ～月経痛は病気のサイン？～ 

2015年 12月 5日（土）15:00〜17:00／エル・パーク仙台「セミナー室」 

講師：舩山由有子先生（産婦人科医／坂病院勤務） 

参加人数：一般 12人、会員 8人 

 

 【はじめに】 

 現代は栄養状態の改善で初潮年齢が早まり、生涯未婚、生涯出

産しない女性や、初産年齢が 30 代という女性が増えています。出

産の高齢化と少産化が進んで、生涯の月経回数が増加しており、

現代女性は月経に関わるトラブルを経験することも増えているとい

われます。 

 月経は女性が自分のからだの状態を知るためのバロメーターで

す。正しく理解して、上手に付き合っていくことはとても大切なこと

です。 

 

【女性ホルモンと月経】 

 女性のからだは、女性の脳の中央付近にある視床下部からの指令を受けて、卵巣から分泌される「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）」という 2種類の女性ホルモンによってコントロー

ルされています。  

 卵胞ホルモンは、子宮に作用して受精卵のベッドとなる子宮内膜を厚くする働きがあり、思春期になると

分泌が高まって初潮を迎え、更年期になると急激に低下して閉経を迎えます。 

 黄体ホルモンは子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に整えます。また体温を上昇させる働きがあるの

で、その変化によって排卵の有無や時期をチェックすることができます。それが基礎体温です。 

 

【月経の仕組みとサイクル】 

・増殖期（卵胞期）…脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモンの働きにより、卵巣にある原始卵胞が複数

個刺激され、最終的にその中から一つが選ばれて成長を開始します。卵胞が発育するにつれ卵胞ホルモ

ンが分泌され、子宮内膜が少しずつ厚くなっていきます。 

・排卵期…卵胞ホルモンの分泌がピークに達すると、黄体形成ホルモンが分泌され、卵胞から卵子が飛び

出します。これが「排卵」です。 

・分泌期（黄体期）…排卵後の卵胞が黄体という組織になり黄体ホルモンを分泌。子宮内膜を厚くして受精

卵が着床しやすい状態に整えます。 

・月経期…受精卵が子宮内膜に着床すれば妊娠成立。妊娠しないと黄体ホルモン・卵胞ホルモンの分泌

が減少して、子宮内膜は出血を伴ってはがれ落ち、体外へ排出されます。これが「月経」です。 

 子宮内では、女性ホルモンの働きによって子宮内膜が新たに作り出され、妊娠しないとはがれ出る月経

のサイクルが閉経するまでくり返されます。月経の正常周期は 25〜45日で、平均 5日間出血が続きます。 

 

リプロ「女性の健康」連続講座 開催報告 
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《月経を上手に乗り切るための日常生活の工夫》 

ちょっとした日常生活の工夫で改善されることもあります。 

・ストレスをためない 

・からだを冷やさない 

・バランスのよい食事をとる 

・基礎体温を測り、自分のからだのリズムを知る 

自分のからだのリズムに合わせて、痛みをコントロールすることもできます。専門医から指導を受けましょう。 

【月経痛はどうして起きる】 

 月経は女性ホルモンによってコントロールされていて、ホルモンの変化に伴ってお腹のはりやイライラなど

の不調を感じる月経前症候群（PMS）が現れることがあります。ホルモンの

バランスが崩れると、月経がこない・頻度が多いなどの周期異常、経血量の

過小・過多という経血異常が現れることがありますが、良性・悪性の病気が

隠れていることもあります。 

 月経痛には、子宮内膜でつくられるプロスタグランジンが影響します。子

宮を収縮させる働きがあり、過剰に分泌されると子宮が強く収縮して腹痛が

起きます。下痢、吐き気、頭痛などの症状を伴うこともあります。 

■機能性月経困難症 

 これといった病気がないのに寝込むほどつらい月経痛を「機能性月経困難症」といいます。月経痛で医

療機関を受診した女性の約 46％がこれにあたると推定されています。 

 骨盤内のうっ血や全身の血行悪化、ストレスなどが誘因と考えられ、症状に合わせて痛みをやわらげる治

療が行われます。 

プロスタグランジン過剰の人にはその合成を抑える薬、イライラなどメンタルなトラブルが強い場合は精神

安定剤、卵巣や子宮内膜に作用するピル、血行不良に効き目がある漢方薬などが使われます。 

■器質性月経困難症 

 子宮内膜症や子宮筋腫などの病気によって、炎症や臓器の癒着などが痛みを起こしているケースを「器

質性月経困難症」といいます。月経時の下腹部痛や経血量が多いなどの症状がこうした病気のサインとな

ることがあります。 

 

【月経痛と子宮・卵巣の病気】 

 「子宮内膜症」は、子宮内膜に似た組織が子宮以外の臓器にできて、月経周期に合わせて組織の増殖と

剥離・出血を繰り返してしまう病気です。体内で炎症を起こし、周辺組織と癒着して痛みや不妊の原因にな

ります。子宮筋層内にできたものを「子宮腺筋症」、卵巣に発生して血液が卵巣の中にたまったものを「チョ

コレートのう胞」といいます。 

 「子宮筋腫」は子宮筋層にできた良性の腫瘍で、年代があがるほど発生率は高まります。放っておくと経

血量増加による貧血や不正出血などの症状が現れ、不妊の原因ともなるので、早めの診断が大切です。 

 いずれも、鎮痛剤や漢方薬などの対症療法やホルモン剤（ピルなど）を使う薬物療法、手術による外科的

療法があり、症状や年齢、妊娠の希望などを踏まえて、どのような治療を選択するかを医師と相談しながら

決めていきます。 
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【子宮内膜症と不妊】 

 子宮内膜症は、20代30代では器質性月経困難症の原因のト

ップにあげられます。排卵障害、受精障害、着床障害などを引

き起こすことから、不妊の原因とかもなり、不妊患者の25〜

50％が子宮内膜症というデータもあります。 

 また年代があがるごとにチョコレートのう胞と卵巣がんの合併

率が高まることも知られています。 

 

 

【痛みは我慢せずに、婦人科を受診】 

 月経困難症の女性は全国で800万人以上いるとみられてい

ますが、治療を受けている人はわずか10％。月経がきたら月

経痛はあたりまえと痛みを我慢して、原因となる病気を重症化

させてしまうケースも少なくありません。 

 月経痛はがまんせず、早めに産婦人科を受診することは、

痛みをやわらげるだけでなく、病気の早期発見のためにも大

事なことです。 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

《参加者アンケートから》 

・月経痛は個人的に我慢することであって、だれしも乗り越えなくてはいけないことだと思っていた。それが

軽視できない病気であることを理解でき、大変勉強になることが多かった。  （21歳 女性） 

・月経困難症については、ひどい症状でも受診する割合が少ないことを知りました。治療できることを知らな

い人もいるだろうと考えさせられました。男性も知る必要がある内容だと感じました。  （29歳 男性） 

・ホルモンと月経の関係性や月経痛のメカニズムを詳しく知れてよかった。ピルがこんなに女性にとって 

有用で身近なものだとは思わなかった。  （20歳 女性） 

・月経がきた時に痛みがあるのは当たり前だと思っていました。自分のからだのことをしっかり知って、 

おかしいと思ったらすぐに婦人科に行こうと思いました。 （20歳 女性） 

・娘が薄着でいるのを軽視していました。まだ生理が始まっていない年齢でもからだを冷やさないように 

親も注意したいと思います。  （37歳 女性） 

 

■子宮内膜症を疑うサインに気づいていますか。 

・鎮痛剤が効かない 

・徐々に月経痛がひどくなってきている 

・月経以外の時でも下腹部痛がある 

・性交時に腰が引けるほど傷む 

・排便時に痛みがある 

・肛門の奥の方が痛い 

・なかなか妊娠できない 

ひとつでもあてはまったら、早めに 

産婦人科に相談しましょう。 



第 4回： 今どきの「妊娠・出産」事情 ～10代から心がけることは～ 

 

2015年 1月 30日（土）15：00～17：00／村口きよ女性クリニック 

講師：池野暢子先生（産婦人科医／いけの医院院長） 

参加人数：一般 11名、会員 8名 

 

昨年 5 月までの約 27 年間「いけの医院」ではお産を扱ってきて、助

産師 12 名、看護師 10 名、医師 2 名という体制で 8618 人の出生に関

わってきましたが、2015年 6月、体調不良と70歳という年齢を機に外来

だけの診療に切り替えました。今日は、妊娠出産に関わるリスクや、多く

の妊婦さんに関わって感じていることなどをお話ししたいと思います。 

産科医療の発展と、医師たちの努力によって妊産婦死亡数は昔に

比べて格段に減っているものの、現在でも 111万分娩で 49人は命を落

としています。常位胎盤早期剥離など、気をつけて診ていても予見が難しいケースがあり、産婦人科医は

大きなストレスを抱えますので、「なり手」が少ないという問題があります。 

 

【結婚の適齢期は？】 

 妊娠・出産について考える前にまず結婚の適齢期に

ついて。さかのぼること江戸時代の武家社会では 7-8

歳で結婚することもあり、初潮がきたら妊娠可能と考え

られていたようです。大正時代になると 20歳前で結婚し

20歳前半に出産することが多くなったようですが、20歳

でも未婚のままだと「いかず後家」と呼ばれてしまうことも

ありました。戦後で「クリスマスケーキ（24 歳）」、平成で

は「大みそか（31 歳）」と言われる前に結婚したいという

話からも分かりますように、昨今の結婚年齢は高齢化しています。それに伴い、不妊症が増加し、妊娠のリ

スクも増加しています。女性の晩婚化について歴史的にみてみると「高学歴」「職業人」「キャリアアップをし

たい」「人間形成の未熟？」「社会の風潮」など社会的背景によるところが大きいようです。大正生まれの母

は、宮城県の田舎の村で生まれ育ちましたが、当時その村から女学校に入学する女子は数年に一人で、

そもそも女子は一部の大学を除いて「大学」に入学できなかったそうです。昭和生まれの自分の頃は、中学

卒業後集団就職の時代で、高校進学の女子が 60％、大学進学の女子は 10％でした。そして平成生まれ

の今、男女の差はなくなり、高校進学女子が 97％、大学進学女子は 55-56％です。4年大学であれば卒業

時 22-23 歳、医学部歯学部であれば 24-25 歳、その後仕事に就いて数年キャリアアップを目指せば当然

結婚出産は後回しになります。患者さんをみていても、結婚してすぐ妊娠出産を考えるというご夫婦はそう

多くないように感じます。また、自分のクリニックのスタッフを見ていると、結婚相手に三高（高学歴、高身長、

高収入）を求めたり、相手を尊重して価値観を共有する努力をすることよりも先に自分が大事だったり、人

間形成の未熟さのようなものを感じてしまいます。他にも晩婚化を容認する社会の風潮がいろいろあります

ね。 

 



【妊娠の生物学的適齢期は？】 

「妊娠の生物学的適齢期」についてみていきます。近年では 10-12

歳で初潮を迎え、妊娠は可能ですがまだ身体構造の点で出産のリスク

はあります。15-16 歳で身体構造が成熟する女性が多く、民法で結婚

が許される年齢は女性が 16歳です。妊孕性は 20代前半がピークで20

代後半から徐々に衰えはじめ、40-50 歳で閉経を迎えます。閉経後、

妊娠は不可能と書きましたが、厳密に言えば「自然妊娠は無理」という

ことで、ホルモンを補充していわゆる「貸し腹」「借り腹」のように妊娠出

産することは可能です。ただその場合は母体側に大きなストレスがかか

ります。 

 

【妊娠・出産の高齢化はリスクを伴う】 

近年の妊娠・出産の高齢化によりリスクが増加してい

ます。代表的なものに妊娠合併症があります。妊婦の合

併症で、浮腫、たんぱく尿、高血圧をおもな症状とする

症候群で、妊娠末期におこりやすいものです。妊娠高血

圧症候群（妊娠中毒症）にかかると、子宮や胎盤を流れ

る血液の量が減少し、胎盤のはたらきが悪くなるため、

胎児の発育に影響をおよぼし、早産、子宮内胎児死亡、

未熟児、死産などの原因となることがあります。また、ときによっては子癇、肺水腫、常位胎盤早期剥離、脳

出血などの母体の生命にもかかわる症状をひきおこすこともあります。子癇とは妊娠高血圧症候群のもっと

も重症なものの 1 つで、意識喪失と反復する全身のけいれんが特徴です。子癇は、母体の死亡率が 10～

15％、胎児の死亡率が 25～40％という統計もあり、また治癒しても、さまざまな後遺症を残すことがある非

常に危険な病気です。肺水腫というのは、肺うっ血が進み、血液中の液体成分が、血管の外にしみ出し、

肺にたまった状態をいいます。まれに起こる疾患で、肺塞栓や羊水栓塞があります。「いけの医院」でも過

去にお一人肺塞栓症を引き起こし、命を落とされた妊婦さんがおります。すぐに大きな病院に搬送したので

すが救うことができず大変ショックでした。その後、肥満や高血圧の妊婦さんには、改善を促すサポートを

強化するなど、助産師たちとともにリスク管理に力を注ぎ体制を整えてきました。他にも、ダウン症児の出産

頻度は母体年齢が上がるとともに増加し、20歳で 0.065％ですが 35歳で 0.187％、45歳では 4.193％で

す。流産率は 20歳代で 10％ですが 35歳で 20％、40歳で 40％と上昇し、45歳では 90％とかなり高い割

合になっています。そういうことを踏まえ、医師として、やはり女性たちには「若いうちに妊娠・出産を」と勧め

たいのです。 

 

【出産は女性のキャリアアップを妨げるか】 

さて、出産は女性のキャリアアップを妨げるのでしょうか。1970年代は産前 6週間、産後 8週間の産休制

度しかありませんでしたが、現在ではそれに加えて育児休業制度が 1年間（条件によって 1年半）保障され

ています。またその間の社会保険の支払いは免除され、給与の 3分の 2が支給されます。公立保育園も昔



と比べて充実していますし、公務員などでは職場復帰後の地位の保証も約束されています。私が出産した

当時と比較するとだいぶ制度は整ってきたように思います。とは言え、職場によってはまだまだ理解を得ら

れないことも多く今後の改善が求められます。 

私は 20代で子どもを三人産みました。学校を卒業してすぐに結

婚し、25 歳、27 歳、28 歳で出産しましたので、医師としての経験

は産後積むことになりました。子どもを抱えて仕事を始めることに

多少不安はありましたが、若かったせいか、ブランクがあっても新

しいことをどんどん吸収できましたし、最初に産んでしまってそれ

からキャリアを積むという方法も悪くないかなと思っています。 

 

《参加者アンケートから》 

 

・ 妊娠中で出産を控えており、いろいろなリスクについて知ることができて心構えができた。早期胎盤剥

離は予見ができないことを初めて知った。自分の身体の変化に十分に留意する必要があると改めて感

じた。  （29歳 女性） 

・ 高血圧と肥満がどれだけリスクを高めるのかを知りました。出産時に出血多量で亡くなる方もいるのは

知っていたのですが、その原因が分かりました。冷えもとってもよくないことだと改めて思いました。これ

からもこのような講座を続けて頂きたいです。女性の体について学ぶチャンスはなかなかないです。     

（30歳 女性） 

・ 先生が妊婦さんや赤ちゃんのために全力でやり抜いてこられたことが伝わってきて感動した。そしてい

ろいろなリスクを知っているからこそ「若い時期の妊娠・出産」を勧めてくださることもよく理解できた。し

かしその一方でそう望んでも叶わない社会・個人の課題も同時に思い浮かび難しい問題であることを

改めて感じた。  （39歳 女性） 

・ ダウン症児出産の母体年齢による頻度のデータを見て高齢出産のリスクが子どもにとってのリスクにつ

ながるのが分かりました。「女性の健康」もあるならば、「男性の健康」もとりあげるのもよいのではないで

しょうか。女性からみて男性の体のことを知らないことも多いので。  （37歳 女性） 

・ 母体の死亡率が減っているが、111 万分娩で 49人という数に驚いた。医療が進歩しても救うことのでき

ない命がこんなにも多いというのは知らなかった。  （29歳 男性） 

 

 

 

  

日 時 ： 2016年 3月 26日（土）15：00～17：00 

会 場 ： エル・パーク仙台（三越仙台定禅寺通り館）5F 

講 師 ： 柴田 泰子（リプロネットみやぎ会員）  

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～ 

2015 年度リプロ「女性の健康」連続講座 最終回！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

【編集後記】  

 

 2015年 9月から始まったリプロ「女性の健康」連続講座（全 6回）は、5回まで終了しました。 思春期・性成熟

期・更年期・老年期と変化していく女性の一生について、また性の健康・権利について、トータルに学べる講座

です。どの年代の女性でも男性でも、自分の人生を考える大きなヒントになっているようです。 

 まだ受講されていない会員のみなさま、来年度も継続予定ですので、ぜひご参加ください。 

お待ちしています。 

 

 

      リプロネットみやぎ事務局  

FAX：022-292-016７  

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


