
はじめに

産科婦人科にはこれまで周産期，腫瘍，不妊内分泌の

３つの領域があったが，軸足を閉経において女性の一生

を総合的に診療する新しい領域として「女性医学」が確

立した。「女性医学」はこれまでの３つの領域と密接に

関わっている（図１）。

女性医学と周産期

早産児や低出生体重児は将来糖尿病や高血圧といった

生活習慣病の発症に関係することが明らかとなり，今後

は早産児や低出生体重児について管理の幅が広がってき

た。妊娠中は胎盤を通して約２０gのカルシウムが胎児に

移行することから，妊婦におけるカルシウム代謝は重要

である。一般的に，不動化の状態では骨代謝の亢進がみ

られ，骨量の減少がみられる。妊娠中，切迫早産の治療

として入院安静臥床が行われる。このような状態の骨代

謝を検討すると，安静臥床によって骨吸収マーカーなら

びに骨形成マーカーともに通常の妊婦に比べて亢進して

いることが明らかとなった１）。また，単胎妊婦に比べて

双胎妊婦では，骨吸収マーカーは正常妊婦よりも早くか

ら亢進することが明らかとなった２）。これらの２つの病

態を検討していく中で，ビタミン Dの変化に興味ある

知見が得られ，安静臥床が必要な切迫早産の妊婦ならび

に双胎妊婦いずれにおいてもビタミン Dのレベルは低

いことが明らかとなった。ビタミン Dの低下は新生児

におけるくる病として問題になるが，同時に妊娠中の母

体における妊娠糖尿病，妊娠高血圧症候群といった疾患

と関連する可能性が考えられる。そして，これらの疾患

が将来，糖尿病や高血圧といった生活習慣病に関係する

（図２）。現在，米国においても妊婦の血中２５（OH）

vitamin D濃度に関して，１１～３２ng/mlが不足，１０ng/

ml以下が欠乏と示されている３）。この値を参考にすると，
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図２ 妊娠中のビタミン D欠乏と疾患その関係図１ 生殖，腫瘍，周産期と女性医学の関わり
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今回のわれわれの結果は，ほとんどの女性がビタミン D

不足となる。現在，若年女性におけるビタミン D濃度

の低下が報告されており，今後疾患との関係を考える上

において重要な意味を持つ。

女性医学と腫瘍

閉経前に悪性腫瘍のために両側卵巣摘出術を受けた女

性は骨粗鬆症をきたし，将来撓骨，椎体ともに骨折をき

たす可能性が高くなることはよく知られている４）。また

図３のように，４５歳までに両側卵巣摘出術を受けた女性

では，認知機能障害，心血管系疾患による死亡，全死亡

率にも影響を与えることが報告されている５）。さらに，

閉経前の両側卵巣摘出はうつや不安のリスクとも関係す

ることも示され６），うつ病の程度が強くなると心血管系

疾患の発生に影響することも報告されている７）。した

がって，悪性腫瘍を始めとする婦人科疾患によって閉経

前に両側卵巣摘出術をうけた女性では，原疾患について

のフォローだけではなく，骨粗鬆症や心血管系疾患につ

いての管理も必要である。

女性医学と不妊

加齢によって卵子の数は低下し，質の低下した卵子が

増加するため８），年齢がすすむにつれて妊娠しにくくな

る。しかし，生殖補助医療技術の発達はめざましく，高

齢不妊女性への治療に大きく貢献し，高齢不妊女性が出

産する年齢と閉経年齢との差が縮まってきている。高齢

不妊女性が妊娠した場合，妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿

病のリスクが高くなるため，周産期における管理は厳重

にする必要があり，周閉経期における管理も必要となる。

本邦で行われている大規模コホート研究である日本ナー

スヘルス研究（Japan Nurses’ Health Study : JNHS）の

成果が報告され始めており，妊娠高血圧症候群はその後

の生活における高血圧，糖尿病，脂質異常症発症の危険

因子であることが証明され，将来にわたる管理が必要で

あるとされている９）。また，JNHSの結果から，図４の

ように本邦女性における閉経年齢は中央値で５２．１歳であ

ること１０），閉経年齢を早める要因として，喫煙や子宮内

膜症と関連した不妊の既往が明らかにされた１１）（図５）。

このように閉経年齢が早まることはその女性の一生にお

けるエストロゲン暴露期間が短いことにつながり，将来

図５ 子宮内膜症と関連した不妊症の既往は，閉経年齢を早める

図３ 閉経前の両側卵巣摘出は，種々の疾患の発生に影響する

図４ 本邦女性におけるカプランマイヤー解析による閉経年齢
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の心血管系疾患や骨粗鬆症の早期発症に関連する可能性

が考えられる。最近，４７歳までに閉経した女性では，７７

歳の時点で死亡率，骨粗鬆症のリスク，骨折率が高いこ

とも報告された１２）。

周閉経期以降における女性医学

周閉経期になるとエストロゲンの急激な減少によって，

ほてりやのぼせ，動悸，寝汗などを始めとする更年期障

害がみられる。エストロゲンの欠乏はその後，泌尿生殖

器の萎縮症状，骨粗鬆症や心血管系疾患などの疾病の発

生にも影響する（図６）。更年期障害の治療法として，

ホルモン補充療法（HRT），漢方治療，向精神薬などが

用いられ，これらの治療によって症状の改善がみられた

場合，初期の目的は達成できたことになる。さらに，こ

のようにして更年期障害を改善したことは将来の疾患の

発症を予防することにつながらないかどうかという仮説

をたててみた。

最近，更年期障害の存在と種々の疾患との関連が報告

されている。中等度から極めて重症のホットフラッシュ

を有する女性では，症状のない女性に比べて血管内皮機

能の指標である flow-mediated diameterの値が有意低

いことが報告されている１３）。また，ホットフラッシュが

２週間に６日以上みられる女性では，症状がない女性に

比べてインスリン抵抗性の指標である HOMA指数が高

いことも報告されている１４）。さらに，ホットフラッシュ

の程度が強い女性では骨密度の減少が大きいことも示さ

れている１５）。したがって，更年期障害を放置せず治療す

ることは，それ以降に発生する疾患の発生を防ぐことが

できる可能性が考えられる。更年期にみられる種々の症

状と疾患との関連について，どのような因子が関係して

いるかを考える必要があり，サイトカインならびにケモ

カインに焦点をあててみた。

１）ホットフラッシュとサイトカイン

ホットフラッシュがみられる部位では血管の拡張が起

こっており，血管拡張には IL‐８，IL‐６，TNF-αといっ

たサイトカインが関わっていることが示されている。

ホットフラッシュの程度を FDAの基準により，mild,

moderate，severeに分類し，１７種類のサイトカインな

らびにケモカイン濃度との関係を検討した。その結果，

severeなホットフラッシュを有する周閉経期女性なら

びに両側卵巣摘出後女性においては，ホットフラッシュ

がみられない女性に比べて IL‐８，macrophage inflamma-

tory protein（MIP）‐１β，IL‐６の値が有意に高かった１６）。

ヒトの IL‐８は，ラットでは cytokine induced neutrophil

chemoattractant（CINC）に相当することから，ラット

においてその妥当性を検証した。両側卵巣摘出術後の

ラット脳室内に LH-RHを投与すると３０分後に皮膚温の

上昇，すなわちホットフラッシュがみられ，１時間後に

は視床下部において CINC mRNAの増加が，２時間後に

は血中 CINCの増加がみられた。さらに，in situ hybridi-

zationで CINCの産生部位を検討したところ，視床下部

の paraventricular areaであることが明らかとなった。

また，CINCを投与すると皮膚温は低下し，深部体温は

上昇した１７）ことから，CINCあるいは IL‐８には深部体温

を上昇させ皮膚温を下げようとする働き，すなわちホッ

トフラッシュを抑えようとする作用が存在することが推

察された。IL‐８は本来，好中球や Tリンパ球に選択的

に働く走化性因子であり，白血球の血管内皮細胞への接

着の増加，好中球機能活性化を有しており，血管系に影

響するものと考えられる。ホットフラッシュに対する治

療として HRTは有効である。HRTによってサイトカ

インはどのように変化するのかどうかを検討した結果，

エストロゲンの経皮投与によって IL‐８は有意に減少し

た１８）。一方，HRTが禁忌の患者，HRTを嫌がる患者，

HRTによる効果が期待しにくい患者も存在し，漢方治図６ エストロゲン欠乏によってみられる症状と疾患
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療も考慮される。ホットフラッシュの治療に用いられる

加味逍遥散や桂枝茯苓丸によってサイトカインはどのよ

うに変化するかについて検討した結果，加味逍遥散や桂

枝茯苓丸はいずれも IL‐８の低下をきたしたものの統計

学的に有意差はみられなかった。しかし，ホットフラッ

シュに効果がみられた群についてのみ検討すると，いず

れの漢方製剤も IL‐８を有意に低下させた１９）。

以上のことから，エストロゲンの経皮投与ならびに加

味逍遥散，桂枝茯苓丸は，ホットフラッシュのある女性

に対して，IL‐８を低下させることが明らかとなった。

２）精神神経症状とサイトカイン

サイトカインは，うつや不安と関連することが報告さ

れている。うつ病の患者では IL‐６および IL‐１βが高い

こと２０，２１）や TNF-αが低いこと２２），抗うつ剤によって，

PHAや LPSによって刺激された IL‐６，IL‐１β，INF‐γ

は減少し，IL‐１０は増加すること２３）が報告されている。

更年期障害としてみられるうつや不安については，IL‐６

が高いことが報告されている２４）。そこで，周閉経期女性

にみられる更年期障害としての精神神経症状について

Greene’s scoreを用いて評価し，サイトカインとの関連

をみたところ，不安や抑うつなどの症状を有する女性で

は IL‐６，IL‐８，IL‐１０の値が有意に高かった２５）。IL‐６は，

本来，単球，Tリンパ球，血管内皮細胞，脂肪細胞など

から産生されるサイトカインである。しかし，ヒトにお

いては精神的ストレスによって増加すること，視床下

部－下垂体－副腎系の強力な activatorであること，副

腎においても産生されることが報告されている。選択的

セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）や加味逍遥散は，

周閉経期にみられる精神神経症状に有効である。SSRIや

加味逍遥散がサイトカインに対してどのような影響を及

ぼすかを検討したところ，SSRIも加味逍遥散も有意に

IL‐６を低下させ，さらに SSRIは IL‐８，MCP‐１，MIP‐１β

も有意に低下させた２６）。

以上のことから，症状とサイトカインの関係について

図７のような機序が推定される２７）。

３）代謝とサイトカイン

アディポサイトカインであるアデイポネクチンとエス

トロゲンとの間には負の相関関係がみられ，アデイポネ

クチンはケモカインであるMCP‐１との間には負の相関

関係がみられること２８）から，閉経後にエストロゲンが低

下するとアデイポネクチンは増加し，その結果MCP‐１

を低下させるといった生体内の防御機構が存在している

ことが推定される。何らかの原因でこの防御機構が破綻

するとMCP‐１の増加をきたすことになり，動脈硬化へ

進展すると考えられる。MCP‐１は白血球やリンパ球な

どを組織に遊走させる働きを有しているケモカインであ

り，更年期障害に用いられる薬剤との関連を検討すると，

（a）経皮エストロゲンの投与によって，MCP‐１は低下

する１８）。

（b）桂枝茯苓丸によって，MCP‐１は減少する１９）。

（c）SSRIはMCP‐１を減少させる２６）。

以上のことから，経皮エストロゲン，桂枝茯苓丸，

SSRIといった更年期障害の治療に用いられる薬剤は症

状に対して有効であるとともにMCP‐１の抑制効果も有

している。さらに，骨粗鬆症の治療薬であるラロキシ

フェンもMCP‐１を低下させることから２９），これらの薬

剤は動脈硬化への進展を阻止する作用も有している（図

８）。

一方，IL‐７はマウス血管内皮細胞表面における接着因

子の発現を促進すること，不安定型狭心症患者では IL‐７

の値が高いこと，肥満男女の大網脂肪組織では IL‐７が

過剰に産生されインスリン抵抗性と関連することなどが

報告されている。IL‐７はMCP‐１と有意な正の相関関係

がみられ，E-selectinや中性脂肪とも相関する３０）。エス

トロゲンならびにラロキシフェンの投与は，IL‐７の有意

図７ 更年期にみられる症状とサイトカイン
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な低下をきたしており１８，２９），これらの薬剤は動脈硬化の

進展を抑制する可能性が考えられる。また，IL‐６は IL‐８，

IL‐１β, MIP‐１βと有意な正の相関関係を有しており３１），

これらのサイトカインが互いに協調しあって生体内で働

いていると考えられる。動脈硬化性プラークの表面には，

IL‐６，IL‐８，MCP‐１，MIP‐１を始めとする多くのサイ

トカインが存在することから，周閉経期にみられる更年

期障害に用いられるさまざまな治療薬によってこれらの

サイトカインの低下をきたすことは，動脈硬化への進展

を阻止できると考えられ，ホットフラッシュや抑うつ状

態に対して積極的に治療を行うことは有意義であると考

えられる。

周閉経期を再考する

周閉経期におけるエストロゲンの変化は直線的に減少

するのではなく，巧みなフィードバック機構によって増

えたり減ったりしながら減少する。エストロゲンが完全

に低下した閉経後よりも早い段階にある周閉経期におい

て，すでに代謝系や免疫系にも影響がみられる可能性が

推測される。最近，周閉経期を細分化した STRAW

（stages of reproductive aging proposed by workshops）

分類が報告された３２）。この STRAW分類をもとに周閉

経期を細分化して検討すると，エストロゲンは月経が不

規則な段階で一時的に増加しその後また減少するパター

ンを示した３３）。また代謝においては，脂肪細胞から分泌

されるアディポネクチンは閉経移行期にかけて低下し，

その後増加する U字型の変化を示すことが明らかとなっ

た３４）。さらに，動脈硬化の初期段階に関与するがMCP‐１

や IL‐８について検討すると，MCP‐１は稀発月経の段階

で増加し，IL‐８は遅れて閉経後早期に増加することが示

された３５）。このような周閉経期における変化の違いが閉

経後にみられる疾患の発症に関与する可能性を考えると，

これまで閉経前と閉経後の２群で違いがみられると検討

されてきた内容について周閉経期を再考する必要がある。

おわりに

これからは，女性の生涯を思春期，性成熟期，更年期，

老年期といったステージごとに分けて疾患や症状を考え

るのではなく，縦断的視点から診察や治療，研究にあた

ることが必要であり，「女性医学」はその役割を担って

いる。
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SUMMARY

In obstetrics and gynecology, there were three major fields such as perinatology, oncology and

reproduction. “Menopausal medicine”in women during the menopausal transition, including meno-

pausal symptoms, urogynecology and osteoporosis, has entered as new field, and the scope is going

to extend to“Medicine of women’s health”. Medicine of women’s health is covered the field through-

out the life of women based on the menopause.

Low vitamin D level during pregnancy may induce hypertension and diabetes in the future

and follow-up of blood pressure and glucose metabolism is needed for pregnant women with low vi-

tamin D level. Women with bilateral oophorectomy before menopause may induce bone fractures,

coronary heart diseases and cognitive disorders due to estrogen deficiency. The proportions of

pregnancy induced hypertension（PIH）and gestational diabetes（GDM）are high in pregnant

women more than４０years of age, and PIH and GDM are involved in the occurrence of hyperten-

sion and diabetes in the future, respectively. Women with past history of infertility associated

with endometriosis and women with cigarette smoking are associated with earlier menopause, sug-

gesting that these women have risk factors for the diseases due to estrogen deficiency. Meno-

pausal symptoms such as hot flashes, night sweaty and depression are associated with high levels

of IL‐８and IL‐６. These high levels of IL‐８, IL‐６and MCP‐１may be involved in the occurrence of

atherosclerosis and osteoporosis. Hormone therapy and Japanese Kampo medicine may be useful

for prevention of atherosclerosis and coronary heart diseases in the future. Recently, menopausal

transition is classified in detail since endocrinological features are complex during the menopausal

transition. Studies for menopausal transition may be important.

Medicine of women’ s health is important as a field throughout the life of women for total health.
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