
聖路加国際病院女性総合診療部部長
百　枝　幹　雄

（聞き手　山内俊一）

　20～30代未婚女性で月経痛を強く訴える人が最近多いようです。医師の対処
方法と知見をご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

月経困難症

　山内　百枝先生、臨床現場ではよく
感じられる内容ですが、この質問で 
「最近多いようです」というところが
少し引っかかります。いかがでしょう
か。
　百枝　これはそのとおりだと思いま
す。原因としては、最近の女性のライ
フスタイルの変化があります。具体的
に言いますと、20代はキャリア形成で、
妊娠、出産はしない。今、初産の平均
年齢が30歳を超えていますので、その
間に様々な月経関連の疾患が出てきて
しまうということになります。その中
で一番多いのが生理痛ということにな
ろうかと思います。
　山内　生理痛ですが、機能的、器質
的といった違いはあるのでしょうか。
　百枝　今先生がおっしゃったように、
器質的な疾患、具体的に代表的なもの

は子宮内膜症や、その関連の疾患の子
宮腺筋症などがあるのですが、それら
がないものを機能性月経困難症と呼ん
でいます。従来は10代の女性は器質的
な疾患がなく機能性の月経困難症で、
20代に入ったらそういう子宮内膜症の
ような病気が出てきて、だんだん器質
的な月経困難症が増えてくるといわれ
ていました。昔は機能性月経困難症か
ら、20代の早い時期に妊娠、出産を始
めて、しかも３人も４人も５人もと、
多産であったことからこういう器質的
な疾患になりにくかったのが、最近は
先ほども言ったように晩産化によって、
20代の間に器質的な病気が進んでしま
う。こういったことによって生理痛の
方が増えているのだと思います。
　山内　器質性を代表する子宮内膜症
ですが、これは妊娠するとよくなるの

ですか。
　百枝　そうですね。子宮内膜症は子
宮の内膜が子宮の外にできてしまう病
気です。子宮内膜がエストロゲンによ
って増殖し、黄体ホルモン（プロゲス
テロン）によって増殖が抑制されると
いう性質を持っているので、妊娠はプ
ロゲステロン優位の期間が長く続き、
その間に子宮内膜症の組織も萎縮して
いくのです。
　山内　そうしますと、痛みといった
ものとの関連もはっきりするのですね。
　百枝　はい。
　山内　妊娠が多くなると生理自体も
減ることも考えられますから、当然生
理痛自体も減ってくると考えてもよい
のですね。
　百枝　そうですね。本来は原始的と
いうか、昔のように早い年齢で妊娠、
出産して、しかも１人ではなくて何人
も産むのが生物学的には理想なのです。
ただ、社会的に女性のキャリア形成と
か女性活躍とかいわれている現代社会
ではそれはなかなか難しいので、30歳
ぐらいまでは妊娠しない生活に対応し
た医学的な介入が大事だと思います。
　山内　生理痛というのはすべての女
性が経験するものなのでしょうか。
　百枝　いえ、これもよく誤解がある
のですが、生理痛は痛いのが当たり前
でしょうとよく言われますが、疫学的
に言いますと、月経のときに鎮痛剤が
必要な女性は30％ぐらいなのです。逆

にいうと、３人に２人の方は鎮痛剤は
必要ないぐらいで、これが正常でして、
鎮痛剤が必要だと思う方はやはり異常
だと考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　その原因としては今の子宮内
膜症が多いのでしょうか。
　百枝　そうですね。年齢に関係なく
統計を取りますと、鎮痛薬を必要とす
る以上の痛みのある人のうちのだいた
い25％が子宮内膜症です。10代の方に
関して言いますと、従来はそういう病
気はなくて、単に機能的に痛いだけと
いわれていたのですが、最近のヨーロ
ッパのデータではティーンエイジャー
で月経痛のある人に腹腔鏡検査ないし
は手術をすると、70％ぐらいに子宮内
膜症の病変が見つかったというデータ
があります。我々が思っていた以上に
早い段階から子宮内膜症という病気は
あるのだということで、外来のレベル
で診断できる子宮内膜症が25％という
だけで、診断できないレベルはもっと
たくさんあると思ったほうがいいとい
うことです。
　山内　内膜症といいますと何となく
画像診断、エコーなどでわかるような
印象がありますが、実はわからないも
のなのですね。
　百枝　そうですね。子宮内膜症もが
んと同じようにステージングをしてⅠ
期からⅣ期まで分けます。チョコレー
ト囊胞といって、卵巣に内膜症ができ
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　20～30代未婚女性で月経痛を強く訴える人が最近多いようです。医師の対処
方法と知見をご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞

月経困難症

　山内　百枝先生、臨床現場ではよく
感じられる内容ですが、この質問で 
「最近多いようです」というところが
少し引っかかります。いかがでしょう
か。
　百枝　これはそのとおりだと思いま
す。原因としては、最近の女性のライ
フスタイルの変化があります。具体的
に言いますと、20代はキャリア形成で、
妊娠、出産はしない。今、初産の平均
年齢が30歳を超えていますので、その
間に様々な月経関連の疾患が出てきて
しまうということになります。その中
で一番多いのが生理痛ということにな
ろうかと思います。
　山内　生理痛ですが、機能的、器質
的といった違いはあるのでしょうか。
　百枝　今先生がおっしゃったように、
器質的な疾患、具体的に代表的なもの

は子宮内膜症や、その関連の疾患の子
宮腺筋症などがあるのですが、それら
がないものを機能性月経困難症と呼ん
でいます。従来は10代の女性は器質的
な疾患がなく機能性の月経困難症で、
20代に入ったらそういう子宮内膜症の
ような病気が出てきて、だんだん器質
的な月経困難症が増えてくるといわれ
ていました。昔は機能性月経困難症か
ら、20代の早い時期に妊娠、出産を始
めて、しかも３人も４人も５人もと、
多産であったことからこういう器質的
な疾患になりにくかったのが、最近は
先ほども言ったように晩産化によって、
20代の間に器質的な病気が進んでしま
う。こういったことによって生理痛の
方が増えているのだと思います。
　山内　器質性を代表する子宮内膜症
ですが、これは妊娠するとよくなるの

ですか。
　百枝　そうですね。子宮内膜症は子
宮の内膜が子宮の外にできてしまう病
気です。子宮内膜がエストロゲンによ
って増殖し、黄体ホルモン（プロゲス
テロン）によって増殖が抑制されると
いう性質を持っているので、妊娠はプ
ロゲステロン優位の期間が長く続き、
その間に子宮内膜症の組織も萎縮して
いくのです。
　山内　そうしますと、痛みといった
ものとの関連もはっきりするのですね。
　百枝　はい。
　山内　妊娠が多くなると生理自体も
減ることも考えられますから、当然生
理痛自体も減ってくると考えてもよい
のですね。
　百枝　そうですね。本来は原始的と
いうか、昔のように早い年齢で妊娠、
出産して、しかも１人ではなくて何人
も産むのが生物学的には理想なのです。
ただ、社会的に女性のキャリア形成と
か女性活躍とかいわれている現代社会
ではそれはなかなか難しいので、30歳
ぐらいまでは妊娠しない生活に対応し
た医学的な介入が大事だと思います。
　山内　生理痛というのはすべての女
性が経験するものなのでしょうか。
　百枝　いえ、これもよく誤解がある
のですが、生理痛は痛いのが当たり前
でしょうとよく言われますが、疫学的
に言いますと、月経のときに鎮痛剤が
必要な女性は30％ぐらいなのです。逆

にいうと、３人に２人の方は鎮痛剤は
必要ないぐらいで、これが正常でして、
鎮痛剤が必要だと思う方はやはり異常
だと考えていただいたほうがいいと思
います。
　山内　その原因としては今の子宮内
膜症が多いのでしょうか。
　百枝　そうですね。年齢に関係なく
統計を取りますと、鎮痛薬を必要とす
る以上の痛みのある人のうちのだいた
い25％が子宮内膜症です。10代の方に
関して言いますと、従来はそういう病
気はなくて、単に機能的に痛いだけと
いわれていたのですが、最近のヨーロ
ッパのデータではティーンエイジャー
で月経痛のある人に腹腔鏡検査ないし
は手術をすると、70％ぐらいに子宮内
膜症の病変が見つかったというデータ
があります。我々が思っていた以上に
早い段階から子宮内膜症という病気は
あるのだということで、外来のレベル
で診断できる子宮内膜症が25％という
だけで、診断できないレベルはもっと
たくさんあると思ったほうがいいとい
うことです。
　山内　内膜症といいますと何となく
画像診断、エコーなどでわかるような
印象がありますが、実はわからないも
のなのですね。
　百枝　そうですね。子宮内膜症もが
んと同じようにステージングをしてⅠ
期からⅣ期まで分けます。チョコレー
ト囊胞といって、卵巣に内膜症ができ
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て血液がたまるものなどが画像で診断
できるのはすでにⅢ期で、Ⅰ期やⅡ期
だと腹膜病変なので画像ではなかなか
見つからないのです。
　山内　膜のようなものなのですね。
　百枝　そうですね。腫瘍ではないの
で、この状態の外来の診断では機能性
の月経困難症と診断されてしまうこと
が多いのです。国際的に子宮内膜症の
診断の遅れが問題になっていて、だい
たい症状が出てから子宮内膜症と診断
されるまでに10年ぐらいかかってしま
っているのです。
　山内　この間、女性は診断がつかな
いまま痛みに悩まされるということで
すね。
　百枝　そうですね。その間、痛いと
いうだけではなくて、そこで内膜症が
進行してしまうと、将来的な妊孕性、
妊娠する能力が低下して不妊症になる
という問題があります。そのときの痛
みを何とかするというだけではなく、
将来的な妊孕性を温存するという意味
でも早い段階から適切な治療が必要で
す。
　山内　さて治療ですが、いかがでし
ょうか。
　百枝　これは基本的にはホルモン療
法になります。先ほどもちょっと言い
ましたが、エストロゲンで増殖が刺激
されて、黄体ホルモンで抑制される病
気なので、ホルモン療法としては黄体
ホルモンの効果を期待して、一つはピ

ル、いわゆるエストロゲン、プロゲス
テロンの配合薬、それでも効かない場
合にはプロゲステロン単剤の治療を行
っています。
　山内　この場合、子宮内膜症が画像
上確認されていない、診断がついてい
ない状態でもやるのでしょうか。
　百枝　そうですね。幸い、ピルの中
でも治療薬として認可されているもの
があります。この適用疾患は月経困難
症で承認を受けているので、原因が機
能的なものであっても、器質的なもの
であっても、保険診療としてピルを使
えることになります。
　山内　子宮内膜症以外の疾患として
はどういったものが挙げられますか。
　百枝　子宮内膜症とはちょっと区別
しているのですけれども次に多いのが、
子宮内膜症と同じように子宮内膜組織
が子宮の壁の中にできる子宮腺筋症、
それから子宮の平滑筋の腫瘍である子
宮筋腫です。ご存じのとおり女性のう
ち半分ぐらいの方は多かれ少なかれ子
宮筋腫が見つかるのですが、子宮筋腫
はどちらかというと痛みよりも月経の
量が多いという症状がメインです。痛
みの原因としては子宮内膜症が一番多
くて、次が子宮腺筋症、３番目が子宮
筋腫という順番です。
　山内　子宮筋腫と子宮腺筋症は画像
で比較的出やすいという特徴があるの
で、診断はつけやすいですね。
　百枝　はい。子宮腺筋症や筋腫は、

子宮内膜症に比べ発症年齢がちょっと
遅く、30代から発症してくることが多
いです。ただ、これについては内膜症
と違って予防が難しいところがあり、
なってしまう前に何とかしたいところ
ですが、なってからのホルモン療法に
なるので、子宮内膜症とは少し違う対
応になります。
　山内　手術でということでしょうが、
少し問題がありますか。
　百枝　そうですね。将来妊娠を希望
している年代でこういう疾患になりま
すと、子宮全摘するわけにいかないの
で、筋腫だけを取る手術が必要になり
ます。これについては再発もしやすい
ですし、傷のついた子宮が残ることに
よって、妊娠中あるいは分娩のリスク
も上がるので、できるだけしたくない。
最終手段と考えています。
　山内　最後にですが、対症療法も出
てくると思います。これは子宮内膜症
といった診断がなかなかつきにくい、
かつ、先ほどのホルモン療法に至らな
いケースは対症療法になりますが、よ
く使われるNSAIDsでよろしいのでし

ょうか。
　百枝　そうですね。基本的には
NSAIDsないしはアセトアミノフェン
を使っています。
　山内　先生が推奨されている使い方
はどういったものでしょうか。
　百枝　今言ったような薬で何とかな
っている場合はそれでけっこうだと思
います。月経痛の場合は月経の期間だ
けの短期間ですので、長期の副作用は
あまり心配する必要はありません。た
だ、それでも抑えきれなくて鎮痛薬で
何とかしたい場合は、長時間作動性の
鎮痛薬を使っていただくと、少し痛い
かな、あるいは月経が始まるかなとい
うときから、予防的にのみ始めること
ができるので、そういう使い方をして
います。
　山内　長時間作動性のものを使って、
ひどくなってくるようだったら少し追
加するというかたちでよいのですね。
　百枝　はい。それがコツだと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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て血液がたまるものなどが画像で診断
できるのはすでにⅢ期で、Ⅰ期やⅡ期
だと腹膜病変なので画像ではなかなか
見つからないのです。
　山内　膜のようなものなのですね。
　百枝　そうですね。腫瘍ではないの
で、この状態の外来の診断では機能性
の月経困難症と診断されてしまうこと
が多いのです。国際的に子宮内膜症の
診断の遅れが問題になっていて、だい
たい症状が出てから子宮内膜症と診断
されるまでに10年ぐらいかかってしま
っているのです。
　山内　この間、女性は診断がつかな
いまま痛みに悩まされるということで
すね。
　百枝　そうですね。その間、痛いと
いうだけではなくて、そこで内膜症が
進行してしまうと、将来的な妊孕性、
妊娠する能力が低下して不妊症になる
という問題があります。そのときの痛
みを何とかするというだけではなく、
将来的な妊孕性を温存するという意味
でも早い段階から適切な治療が必要で
す。
　山内　さて治療ですが、いかがでし
ょうか。
　百枝　これは基本的にはホルモン療
法になります。先ほどもちょっと言い
ましたが、エストロゲンで増殖が刺激
されて、黄体ホルモンで抑制される病
気なので、ホルモン療法としては黄体
ホルモンの効果を期待して、一つはピ

ル、いわゆるエストロゲン、プロゲス
テロンの配合薬、それでも効かない場
合にはプロゲステロン単剤の治療を行
っています。
　山内　この場合、子宮内膜症が画像
上確認されていない、診断がついてい
ない状態でもやるのでしょうか。
　百枝　そうですね。幸い、ピルの中
でも治療薬として認可されているもの
があります。この適用疾患は月経困難
症で承認を受けているので、原因が機
能的なものであっても、器質的なもの
であっても、保険診療としてピルを使
えることになります。
　山内　子宮内膜症以外の疾患として
はどういったものが挙げられますか。
　百枝　子宮内膜症とはちょっと区別
しているのですけれども次に多いのが、
子宮内膜症と同じように子宮内膜組織
が子宮の壁の中にできる子宮腺筋症、
それから子宮の平滑筋の腫瘍である子
宮筋腫です。ご存じのとおり女性のう
ち半分ぐらいの方は多かれ少なかれ子
宮筋腫が見つかるのですが、子宮筋腫
はどちらかというと痛みよりも月経の
量が多いという症状がメインです。痛
みの原因としては子宮内膜症が一番多
くて、次が子宮腺筋症、３番目が子宮
筋腫という順番です。
　山内　子宮筋腫と子宮腺筋症は画像
で比較的出やすいという特徴があるの
で、診断はつけやすいですね。
　百枝　はい。子宮腺筋症や筋腫は、

子宮内膜症に比べ発症年齢がちょっと
遅く、30代から発症してくることが多
いです。ただ、これについては内膜症
と違って予防が難しいところがあり、
なってしまう前に何とかしたいところ
ですが、なってからのホルモン療法に
なるので、子宮内膜症とは少し違う対
応になります。
　山内　手術でということでしょうが、
少し問題がありますか。
　百枝　そうですね。将来妊娠を希望
している年代でこういう疾患になりま
すと、子宮全摘するわけにいかないの
で、筋腫だけを取る手術が必要になり
ます。これについては再発もしやすい
ですし、傷のついた子宮が残ることに
よって、妊娠中あるいは分娩のリスク
も上がるので、できるだけしたくない。
最終手段と考えています。
　山内　最後にですが、対症療法も出
てくると思います。これは子宮内膜症
といった診断がなかなかつきにくい、
かつ、先ほどのホルモン療法に至らな
いケースは対症療法になりますが、よ
く使われるNSAIDsでよろしいのでし

ょうか。
　百枝　そうですね。基本的には
NSAIDsないしはアセトアミノフェン
を使っています。
　山内　先生が推奨されている使い方
はどういったものでしょうか。
　百枝　今言ったような薬で何とかな
っている場合はそれでけっこうだと思
います。月経痛の場合は月経の期間だ
けの短期間ですので、長期の副作用は
あまり心配する必要はありません。た
だ、それでも抑えきれなくて鎮痛薬で
何とかしたい場合は、長時間作動性の
鎮痛薬を使っていただくと、少し痛い
かな、あるいは月経が始まるかなとい
うときから、予防的にのみ始めること
ができるので、そういう使い方をして
います。
　山内　長時間作動性のものを使って、
ひどくなってくるようだったら少し追
加するというかたちでよいのですね。
　百枝　はい。それがコツだと思いま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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