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健康のまめ知識「更年期障害」
見逃さないで！からだのサイン
40代、50代になったころから、なんだか調子が悪かったり、のぼせや動悸が多
く感じられたり、あっちこっちいたかったり・・・もしかしたら更年期かもしれません。
女性にとって更年期は思春期同様からだに大きな変化が現れる時期です。
更年期障害は、エストロゲンという女性ホルモンの減少によるホルモンバランス
の乱れが原因となって起こります。この乱れが視床下部にある自律神経に影響
し、ほてり、のぼせ、発汗といった自律神経症状が現れるのです。
また、更年期障害といえば、一般的には女性の更年期障害のことイメージします
が、実は男性にも更年期障害があります。この男性の更年期障害は、「LOH症候
群」ともいわれ、男性ホルモンである“テストステロン”が大きく影響しています。
人生で一番テストステロン値が高い時期は20代で、中高年になってくると男性ホ
ルモンは徐々に減少します。一般的に男性ホルモンの減少というと性欲減退や
EDなどと結びつけられるだけで、命に別状はないものと思われがちです。しかし、
男性ホルモンは性的な部分だけではなく、精神にも多大な影響を及ぼしている
要素で、減少の影響は思いもかけないところまで及びます。たとえば、男性ホル
モンが少ないと、やる気の減退やうつ症状、筋肉痛、心筋梗塞や脳梗塞リスクの
上昇など更年期障害の症状としてあらわれ、一見テストステロン（男性ホルモン）
と関係のないように思える身体のさまざまな不調とも密接に関わっていることが
多いのです。

うつとPMS
PMSとは？生理が始まる３～１０日前くらいから起こるイラ
イラ、腹痛、眠気、頭痛など心や身体の様々な不快症状
をPMS（月経前症候群）といいます。
PMSは生理のはじまりとともに症状が消えて軽くなるのが
特徴。生理がはじまって２～３日頃がピークの生理痛（月
経困難症）とは異なります。
個人差はありますが、女性の多く（約80％）がなんらかの
PMS症状を経験しています。
それとよく似た症状がみられるのが「うつ病」です。
しかしPMSの場合は生理が始まって、遅くとも１～２日で
症状が消失しますが、うつ病の場合は生理の周期に関係
なく、抑うつ感や、情緒不安定、イライラ、不眠、頭痛、過
食、吐き気などの症状が続きます。出現する症状はPMS
とうつ病は似ていますが、原因が異なるため治療法も違
います。２つの見極めが大切です。
PMSを緩和するための食事のとり方
●血糖値をゆっくりあげて、感情を安定させましょう。・砂糖、チョコレート、
ケーキ、単一の炭水化物などは血糖値を急激に上昇させるので避け、
でんぷん、豆類、乳製品などゆっくり消化し、ゆっくり血糖値を上昇させ
る食品を選ぶ。また、１日４～６回など小分けにして食事をとることも効
果があると言われています。
●刺激物、カフェインは避けましょう。
参考文献：・ファイザー生活習慣病オンライン
http://www.sageru.jp/improvement/etc/stress.html
・ヘルスケア大学：http://www.skincare-univ.com/article/008425/
・メンズヘルスメディカル：http://menshealth-md.com/late-onsethypogonadism/
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顔がほてる
汗をかきやすい
腰や手足が冷えやすい
息切れ、動悸がする
寝つきが悪い、眠りが浅い
怒りやすくいらいらする
くよくよしたり、憂鬱になったりする
頭痛、めまい、吐き気がよくある
疲れやすい
肩こり、腰痛、手足の痛みがある
トイレが近い、尿漏れがある
膣や尿道がヒリヒリする、性交痛がある

◇３つ以上・・・バランスのとれた食事や運動、十分な睡眠をとり、
更年期障害の予防を心がけましょう。
◇５つ以上・・・更年期障害が疑われます。おかしいなと思った
ら受診することをおすすめします。
◇８つ以上・・・更年期障害だけでなく、他の生活習慣病（骨粗
しょう症、動脈硬化等）の可能性もあります。受診し、医師の指
示を受けることをおすすめします。

ストレスと生活習慣病の関係
人のカラダはストレスを受ける
と、抗ストレスホルモンと呼ばれ
るコルチゾール（副腎皮質ホル
モンの一つ）を分泌し、血管を
収縮させて血圧を上げる、グル
コース（糖）を産出させて血糖値
を上げるなど、ストレスに対応
できるように備えます。これはと
ても大切な防御機構ですが、ス
トレスが慢性的に続くと、心身
にさまざまな影響が現れるので
す。
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ー 平成２８年度職員定期健康診断メタボリック症候群判定結果 －
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あなたの食事は大丈夫？
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自分の手を基準にして、１日に必要な食事量をはかることができます。
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火を通すとかさが減り摂りやすくなります

１日に両手いっぱいに
３つ分が必要量（350g）と
言われています。
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肉・卵：手のひらの指の部分
魚・豆腐：手のひらの平の部分

両手に軽く１杯が
ごはん１杯の適量
４つ分が１日に必要

身体の状態が以前受診したときと同じとは限りませ
ん。自覚症状がなくても進行する病気もあるため、
「要精検」判定があった方は、その都度 専門の医療
機関で 精密検査を受ける必要があります。

９月３０日（金）まで

健康診断書の結果は
各自大切に保管していてください。

大学健康管理センター

お菓子は
片手１つ分

『 糖尿病 』
医大では特に30代の方で血糖値が高い人の割合が増加
しています。
＜基準値＞ ※空腹時
・血糖値：100mg/dl 未満
・HbA1c：5.5％ 未満（NGSP）
※血糖値は飲食によって変動するため、過去1～3か月の平均的な
血糖量の指標としてHbA1cが使われます。

空腹時血糖が100mg/dlを超えると糖尿病の発症リスクが
2倍以上になるといわれています！！

健康診断結果の再発行について
平成２９年度より、
健康診断書結果の再発行を
希望する場合は、公益財団法人
福島県保健衛生協会にて
有料で再発行してもらうように
なります。

果物、菓子

健康のまめ知識

～精密検査を受けましょう～

自己判断は危険です！！

ご
飯

果物なら
拳１個分

×４

以前、同じ項目で精密検査を受けた時
異常がなかったから大丈夫だろう・・・

受診期限

医大では、メタボ有所見率が昨年度から
20％を超えており、年々増加傾向にあります。
今回受けた健診結果を各自が振り返り、
健康の維持や生活習慣改善に努めましょう。

「手ばかり栄養法」で自分の適切な食事量を知ろう

主菜
肉

※H28.8.5時点

★★★ワンポイントアドバイス★★★

『食べる順番で食後高血糖を抑えることができる』

①野菜→②魚・肉→③米飯・果物
温野菜にすることで、消化がよく、胃腸への負担を和らげるこ
とができます。また、肉料理の前に野菜を食べることで脂質の
吸収も抑えることができます。

「まずは野菜から」というちょっとしたこころがけから
生活習慣を見直してみましょう。
参考資料：e-ヘルスネット、糖尿病ネットワーク、いわさきグループ
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日程

受付時間

6月27日（月）～7月1日（金）

午前

7：00～11：00

7月4日（月）～7月8日（金）

午後

13：00～14：30

『健康診断の目的』

受付場所
７号館
（光が丘会館）
２階 大会議室

事業者には労働者へ対し1年以内ごとに1回定期健康診断の実施が義務づけられています。
（労働安全衛生規則第44条）

一次予防
結果から生活習慣病の改善をし、病気を予防する

二次予防
病気を早期に発見し、早期治療につなげる

自分自身の生活習慣の問題点を自覚し、改善に取り組む
きっかけとする。

早期発見・治療により、からだや時間・費用などの負担の軽
減をはかる。

表１ 職員定期健康診断受診率
平成25年度

99.95％

平成26年度

99.86％

平成27年度

99.87％

近年の職員健康診断の受診率は、表1のようになっています。平
成28年度は受 診 率 1 0 0 ％ を目指しましょう。
また、毎年、健康診断の結果を紛失したという連絡が多く見受け
られます。健康診断を受診しただけでは、改善すべき部分に気づ
けず、せっかくの機会が無駄になってしまう恐れがあります。健康
診断受診後の結果は各自大切に保管し、自己の健康管理に活用
してください。

～健康診断までの過ごし方～

健康のまめ知識
『 脂質異常症 』

健康診断まであと1ヵ月弱です
が、ご自身の現在の生活習慣
はいかがですか？

前回の健康診断結果を
振り返ってみましょう。
高血圧、脂質異常、肝機能障害など健康診断で
異常を指摘される方の多くは、生活習慣を改善す
ることにより数値の改善が見込めます。生活改善
の基本は「食事」と「運動」です。
食事：血圧が高い方は、塩分を控えめに。脂質の
異常を指摘された方は、食物繊維を多く摂り、肉よ
りも魚中心に。肝機能の異常を指摘された方は、
休肝日を。バランスのよい食事を心がけましょう。
運動：適度な運動を毎日続けることが大切です。
まずは今よりプラス１０分多く身体を動かすことか
ら始めてみましょう。
何か1つでも自分にできる生活習慣改善を行ってみましょう

健康診断で異常を指摘される方が多いのが、血中脂質検
査の部分です。医大でも脂質検査の有所見率が年々増加し
ています。
血液中の脂肪値が高い状態を脂質異常症といいます。血
液中の脂肪分のうち脂質異常症にかかわる成分は、コレス
テロール（ＬＤＬ・ＨＤＬ）と中性脂肪です。
内臓脂肪の増加
↓
LDLコレステロールの増加
中性脂肪の増加
により動脈硬化促進
HDLコレステロールの減少
↓
動脈硬化
動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞など重大な病気に
繋がる恐れがあります。
＜脂質異常症の診断基準＞ ※空腹時
・LDLコレステロール：140mg/dl以上
・HDLコレステロール：40mg/dl未満
・中性脂肪：150mg/dl以上
今年の健康診断では、基準値以内を目指しましょう！！

参考資料：厚生労働省ＨＰ、全国健康保険協会ＨＰ、ホンダ健康保険組合ＨＰ
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