
　40代後半から発生しやすい女性特有のがんには、乳がん、
子宮頸がんに加え、子宮体がん、卵巣がんがあります。乳がん・
子宮頸がん・卵巣がんの年齢調整死亡率（75 歳未満、人口
10 万人当たり）を見ると、本県はほぼ全国平均を上回ってい
ます（グラフ参照）。
　自覚症状がないまま進行する場合もあるので、早期発見・
早期治療するためにも、がん検診を受けるようにしましょう。

更年期に起こるいろいろな症状

頭の症状

精神神経症状

血管運動神経症状

全身症状

消化器系の症状

呼吸循環器系の症状

末梢神経系の症状

皮膚の症状

泌尿生殖器の症状

運動器系の症状

頭痛、頭が重い、めまい、耳鳴り

イライラする、不安が強い、
抑うつ気分、意欲の低下、
物忘れが目立つ

のぼせ、発汗、冷え

体のだるさ、疲れやすい

のどの違和感、おなかが膨らむ

動悸、息切れ

手足のしびれ、こわばり

皮膚の乾き、むずむずする

トイレが近い、尿が漏れる

腰痛、背部痛、肩こり、関節痛

女 性の美しさは、心と健 康から　 私たちは青 森県民の「女 性の美と健 康」を応 援します。〈順不同〉

イラスト
柿崎こうこ

監修・森川晶子氏（県立中央病院産婦人科部長）

といって定期健診やがん検診を後回しにしていませんか？
仕事に家事、育児、そして趣味に忙しい日々、

いきいきとした毎日を送るために必要なのは、健康な心と体。
東奥日報社は２０１８年度、「短命県返上」キャンペーンの一環として、

青森県民の「女性の美と健康」を応援します。
病気や不調に備える第一歩は、自分の体をよく知ることです。

あなたと家族の輝く明日のために、

忙しい、面 倒くさい、健 康には自信がある…

今できることを一緒に
始めませんか？
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　閉経の平均年齢は50.5歳。これを挟んだ前後10年間を
更年期と呼びます。卵巣から分泌される女性ホルモンは20
～30代でピークを迎えますが、40代に入ったころから急激
に低下が始まります。これに伴って現れるさまざまな身体
的・精神的症状を更年期障害と呼びます。その症状は千差
万別で、程度も個人差があります。

●女性特有のがん
　（子宮頸がん・子宮体がん・
 　卵巣がん・乳がん）
●生活習慣病
　（脂質異常症、動脈硬化・高血圧
　・肥満・糖尿病）
●更年期障害

更年期障害
更年期以降に
起こってくる症状・病気
　更年期以降の女性ホルモンの低下は、全身の機
能の低下や自律神経・免疫系などの調整システムの
失調をもたらし、さまざまな不調や病気のリスクを高
めます。脂質異常症や糖尿病、肥満、高血圧などの
生活習慣病をはじめ、尿失禁や骨粗しょう症への注意
が必要になります。
　まずは体の変化を自覚し、生活習慣を見直すこと
が大事です。体操やウオーキングなどの適度な運動
やバランス良い食事を心掛けましょう。定期健診を
積極的に受け、症状が重くなる前に医療機関を受診
するようにしましょう。

　女性の40、50代といえば、職場では責任
ある仕事を任されたり、仕事と子育て、また

は親の介護の両立と、何かと多忙な時期を迎
える年代。そんなとき、体の中では女性ホルモン

（エストロゲン）の低下という変化が起きてきます。
これに伴い、さまざまな身体的・精神的症状（更年
期障害）が現れます。さらに脂質異常症や
動脈硬化、高血圧などの生活習慣病の
リスクが高まることも分かっています。
乳がんをはじめ子宮体がん、卵巣がんと
いった女性特有のがんも増えてきます。
　更年期は人生の折り返し地点、自
分の体を見直す好機です。まずは、
自分の生理周期を把握し、体調の
変化に目を向けましょう。かかり
つけの産婦人科医を持てば、定
期健診を受けやすくなり、気
になる症状があれば気軽
に相談もできます。

女性ホルモン量の変化と
40代以降に起こりやすい不調・病気

女性ホルモン量の変化と
40代以降に起こりやすい不調・病気

またはWeb東奥内バナーから。

青森県民の「女性の美と健康」
応援オフィシャルサイト
東奥日報 女性の美と健康

女 
性  の

 美  し  さ は

乳がん・子宮がん・卵巣がんの75歳未満年齢調整死亡率
 （人口10万人当たり）
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※子宮がんは頸がんのみ。国立がん研究センター調査

　カルチャースクールなどでヨガや各種体操を教えています。70代の受講者の中
には「このままでは近所に歩いていけなくなる」という危機感から始めた方も。そんな
当たり前のことができなくなるなんてと思うでしょう。
　40歳を過ぎると、女性ホルモンの減少など体内から老化が始まり、代謝が落ちて太り
やすくなったり、疲れやすくなります。筋肉は鍛えないと衰えていくばかり。でも、ちょっとした
運動を毎日続けることで徐 に々鍛えられ、筋肉がつけば疲れにくくなり、行動
する意欲も生まれます。
　特に下半身を鍛えることが大事。鍛えれば腰痛やひざ痛も減り、
骨粗しょう症や転倒の防止にもなります。最初は三日坊主でも
構いません。3日から1週間に、そして1カ月と徐 に々延ばし、
習慣にしてしまいましょう。まずは、できることから始めること。
下半身を鍛えるにはスクワットやかかと落とし、つま先立ちも
ＯＫ。ウオーキングなどの有酸素運動も忘れないで。
　頑張りすぎず、諦めないで、笑顔を浮かべられるぐらい
の余裕でやるのが長く続けるコツ。毎日楽しく運動し、
心身ともに健康になりましょう！

健康な体は毎日の運動か
ら

～あなたへのメ
ッセージ

～

ヨガ・ダンスインストラクター、
ロコモ予防体操・マインドフルネス講師

相馬 かほるさん （青森市）

中高年に多い
女性特有のがん
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