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不定愁訴

頭が重い、体がだるい、眠れないなど体調不良を感じ、検査をしたけど異常なし、
でもつら
さが続く
・
・
・
・
・
・いわゆる
「不定愁訴」に悩まされる女性は多いようですが、仕方がないとあき
らめてしまう方も。
「女性の健康週間」
を応援する本特集、
４回目は不定愁訴について、東
京医科歯科大学教授の寺内公一先生に伺いました。

産婦人科医が女性の健康を生涯にわたり総合的に支援することを目指し、
３月３日の
ひな祭りを中心に３月１日から８日の国際女性の日までの８日間を｢女性の健康週間｣
と定め、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会の共催で２００５年にスタート。
０８
年からは、厚生労働省も主唱する国民運動として様々な活動を展開しており、今回で
17回目を迎えます。全国各地で開催される女性の健康に関する市民公開講座など
の情報は、
日本産科婦人科学会ホームページの
「イベント情報」
よりご確認ください。
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のが︑女性ホルモンの大きなゆら
ぎです︒
女性はその生涯の中で女
性ホルモンの変動に幾度もさら

いと言えます︒
不定愁訴を訴える

定愁訴と重なっている部分が多

寺内 更年期障害の症状は︑不

更年期障害の症状と似て
――
いるようですね︒

ません︒

すので不定愁訴には当てはまり

が︑この場合は検査で診断できま

己免疫性の病気などもあります

テマトーデス︵SLE︶という自

を訴える疾患として全身性エリ

ことが挙げられます︒
多彩な症状

定まらず︑多彩で変化するという

て︑自覚的に訴える症状が一つに

愁 訴 と 呼 ん で い ま す︒特 徴 と し

つからないといった状態を不定

しても原因となる体の異常が見

う自覚症状があるけれど︑検査を

いなど︑何となく体調が悪いとい

るい︑イライラする︑よく眠れな

寺内 例えば頭が重い︑体がだ

不定愁訴とはどのような
――
状態をいうのでしょう︒

責任が高まったり︑配偶者の退職

期くらいの女性の場合︑職場での

どが大きいでしょう︒
例えば更年

係や配偶者や子供︑親との関係な

的な要因としては職場の人間関

質を持っているかなどが心理的

格形成をされてきたか︑どんな気

寺内 その方がどのような性

心理的︑社会的要因とは具
――
体的にどんなものでしょう︒

なる部分が多いですね︒

群︵PMS︶なども不定愁訴と重

らいから起きやすい月経前症候

です︒
月経がはじまる１週間前く

定愁訴の症状が出やすくなるの

女性ホルモンの変動に合わせ︑不

徐々に減っていきます︒
こうした

更年期には大きく揺らぎながら

後にはガクンと減ります︒
そして

妊娠の時にも大幅に増加し出産

期 の 中 で も 大 き く 変 動 し ま す︒

ンがぐっと増え︑その後の月経周

身体的・心理的・社会的
さまざまな要因が関係

患者は圧倒的に女性が多いので

や子供の自立︑さらに両親の介護

されます︒
初経の時に女性ホルモ

すが︑
これには身体的︑
心理的︑
社

に直面したりなど社会的な要因

な要因として挙げられます︒
社会

会的な要因︑つまりバイオ・サイ

が重なりがちです︒

もあります︒
例えば不定愁訴に似
た病態に甲状腺機能障害や慢性
疲労症候群などがあります︒
体の
不調を感じたら︑まず専門の診療
科で良く調べていただくことを
お勧めします
︵図︶
︒
治療についてですが︑医師は患
者さんの訴えに耳を傾け︑背後に
ある心理的・社会的要因を探る
ことから始めます︒
患者さんの心
理的負担を軽減するのと同時に︑
生活習慣の改善などを指導する
ことでも︑心身の健康が回復する
こともあります︒
更年期障害が疑
われる場合は︑ホルモン補充療法
や漢方薬︑向精神薬などの薬物療
法も選択肢となります︒
コロナ禍による生活変容
――
が不定愁訴の増加につながるこ
とはありますか︒
寺内 やはり心理的・社会的
な面で心配はありますね︒
パート
ナーや子供がずっと家にいるこ
とでストレスを感じる方もいる
でしょうし︑友達などと自由に会
えなくなり社会的な孤立を感じ
る方も多いと思われます︒
こうし
たことが引き金となり︑体の不調
につながることもありますので︑
一人で悩まず︑ぜひ医師に相談し

お 申 し 込 み https://events.nikkei.co.jp/34561/
お問い合わせ
検索
または 日経イベント＆セミナー

コ・ソーシャルな要因が︑その発

■日 時 ： 202１年3月３日（水）18:00〜20:40

ていただきたいと思います︒

〜今こそ考えたいトータルヘルスケア〜
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症に関わるものと考えられます︒

女性のライフデザインとリプロダクティブヘルス

重大な病気の可能性も
一人で悩まず受診を

応募締め切り 2021年 2 月 24 日（水）

不定愁訴かも
――
と思った場合︑
受診し
た方が良いのですか︒
また治療法はあるの
でしょうか︒
寺内 何となく感
じる体の不調を
﹁不定
愁訴や更年期障害か
も﹂と思ってしまい︑
受診してもしょうが
ない︑
と自己判断され
てしまう方もいるか
も し れ ま せ ん︒し か
し︑
ちょっとした体の
異常にも重大な病気

オンラインライブ配信
事前登録制
（無料）

LECTURE
丸の内キャリア塾とは、
キャリアデザインを考える女性のための実践的学習講座です。
毎回、
キャリアやライフプランに必要な考え方と行動について多面的に特集しています。

寺内 公一 先生
が隠れている可能性

企画・制作＝日本経済新聞社イベント・企画ユニット

吐き気 腹痛
便秘 下痢
食欲不振

広告 特 集

東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科教授
丸の内キャリア塾スペシャルセミナー

消化器内科

特に異常なし、
でもつらい
女性を悩ます「不定愁訴」
とは
女性の健康週間
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女性に不定愁訴が起きやすい

不定愁訴？更年期障害？と思っても、まずは専門の診療科へ

身体的な要因として挙げられる

腰痛 肩こり 筋肉痛
骨量減少

月経不順 膣
（ちつ）
炎
不正出血 性交痛

婦人科

尿失禁

泌尿器科
形成外科 関節痛

どうき 息切れ
高血圧

内科

知覚過敏

神経内科 しびれ

循環器内科

頭痛 のぼせ ほてり
冷え 発汗 疲れやすい
口の乾き のどのつかえ
肥満 脂質異常

目の疲れ

皮膚科

眼科

肌のトラブル
湿しん かゆみ

めまい 耳鳴り
抑うつ 不眠 不安感
物忘れ イライラ
無気力 集中力の低下

耳鼻科
精神科
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