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　本書は，「Women and Health 2nd Edition」の翻訳版である．
　2020年，我が国の女性の平均寿命は87.45歳（男性81.41歳）と世界でもトップレベルとなっており，まさに「人生
100年時代」の到来を迎え，女性の健康問題は，介護・福祉，健康保険，医療ばかりでなく，社会のあらゆる面で様 な々
影響を及ぼしてゆくことが想定される．しかるに，我が国の女性の置かれている現状はどうであろうか？
　世界経済フォーラム（WEF）が2021年に発表したジェンダーギャップ（男女格差）指数では，性平等ランキングで我
が国は156カ国中120位であり，G7中最下位であった．ジェンダー平等においては明らかに後進国といえる．
日本国憲法は，「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済
的又は社会的関係において，差別されない」（第十四条）と述べられているが，理想と現実は遥かに異なり，我が国の
女性の権利取得は，男性に比べて大変遅れており，様 な々場面での「不平等 Inequality」，ヘルスケアなどの施策に
おける「不公平 Inequity」，そして正義や司法の面での「不公正 Injustice」が数多く残されている．
　ジェンダー平等を実現するためには，まず女性における様 な々社会的な問題について知ることが必要である．特に，
「女性の健康」について包括的に理解すること，その性別による特性を理解し，適切に対応することは，女性の社会参
加を促進し，そのパフォーマンスを最大限に活用することに繋がり，ひいてはジェンダーギャップの解消をもたらすこと
になる．
　「Women and Health 2nd Edition」は，女性における疾病と健康における諸問題について「性と生殖」（生物学
的な性）にかかわる女性の健康について焦点を当ててきた従来の書籍と異なり，「21世紀の女性の健康」について包
括的かつグローバルな視野と展望を持ち「ジェンダー」（社会学的な性）の視点からも詳説した画期的な書籍である．
　特筆すべきことは，人々 の健康に影響を与える要因は，遺伝子や生活習慣（ライフスタイル）などの生物学的要因だ
けでなく，個人の所得，学歴，家族・友人のサポート，職場，居住地域，ソーシャルキャピタル（社会関係資本）などの社
会的・経済的要因があり，それらの相違が健康格差を生み出すとして，これらの社会・経済的要因に対する介入が必
要であるとする「健康の社会的決定要因 Social Determinant of Health（SDH）」というヘルスプロモーションの
新しい理念が取り入れられていることであろう．
　本書はまず，序論（Introduction）において医学・医療の分野において女性の健康とウェルビーイングを獲得するた
めの歴史的な戦いの変遷が述べられており興味深い．そして続く，5パート，13部門，105章からなる本書は，性感染
症や避妊・不妊などの性と生殖に関する健康問題，家庭内暴力（DV）やたばこ（喫煙）やアルコール問題などの女性の
健康の社会的決定要因，心血管疾患や乳がんや子宮頸がんなどのがん，摂食障害などの慢性疾患（精神疾患）,そし
て骨粗鬆症やサクセスフル・エイジングについての高齢者の健康問題を網羅しており，疾患および症状の多種多様の
発生状況について，生物学的な性別（sex）と社会的・文化的につくられるジェンダー（gender）の影響を含めて考察さ
れている．
　本書は日本の21世紀の設計のために欠くことのできないリファレンスであり，翻訳刊行の意義と重要性は大きいと
思われる．女性の健康を包括的に扱う書籍はこれまでになく，医療従事者はもとより，介護・福祉，教育，社会，経済，
法律，行政関係など他分野の人々 にも貴重で有用なリソースとなることであろう． （中略）
　本書に書かれているような過去の動向や研究の歴史，基礎研究や疫学，スクリーニングやライフスタイルの変更な
どが，医療，治療，新薬開発において，ひいては人々 のウェルビーイング，QOLにおいていかに大切であるかを確認する
こととなり，我が国の一つの指針に本書は成り得ると思われる． （中略）
　最後に，本書が我が国における「女性と健康」に関する医学研究と医療の飛躍とあらゆる分野におけるジェンダーと
性における平等で公平，公正な社会の発展に役立つことを願ってやまない．

翻訳版刊行にあたって

公益財団法人健康・体力づくり事業財団 理事長 /編集主幹  下光 輝一

（一部抜粋）
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なぜ，女性の健康なのか？

　私たちが，1999年の初版で表題を書いた頃は，女性
の健康は新興の研究分野であった1．それから 10年以上
を経た今，女性の健康という概念は，医学および研究に
おいて，固有の分野として，発展し続けている．本書の
ような書籍類が出版され，臨床診療の指針の策定や研究
の優先順位の決定などに役立てられた．そして，女性の
注目すべき多様性について，認識を高めることとなっ
た．医学部や大学院での研究プログラムにおいて，健康
領域における女性の存在が，増した．女性の医療従事者
や研究者が増え，医学は様変わりし，数世代前の女性た
ちにとっては夢でしかなかった便宜が図られるようにな
り，医学は，女性でも目指せる専門的職業となった．
　本章では，本書の編者と著者らが臨床家や研究者とし
て意味するところの女性の健康と，女性の健康を進めて
いく上での，これまでの歩みとこれからの課題につい
て，論じる．そして，主要な健康指標を用いて，女性の
健康の全体像を提示する．最終節では，女性の健康と
ウェルビーイングを達成するために重要な健康課題につ
いて理解を深めるため，次に必要な研究と臨床診療に関
し，私見を述べる．この新版全章を通し，女性の健康と
医療の現状が，慎重に調べられ，その中には，様々な疾
患における生物学的性（セックス）と社会的性（ジェン
ダー）の影響も含まれている．このように，諸課題を乗
り越えて，私たち女性は，健康的で生産的な人生を送る
ことができるのである．
　女性の健康は，留まらず進展し続けるので，次の喫緊
の課題に先んじて取り組まなければならない（一次予
防，スクリーニングプログラム，遺伝子検査を含む診断

能力，治療の選択）．女性の健康が，１つの学問領域と
して認識されるようになったその間に，範囲，研究目
標，臨床の優先順位が，次第に明らかになり，定義され
るようになった．As public health professionals, we emp-
ha size prevention as well as screening diagnosis, and 
treatment .  これらの原則は，女性の健康への 1つのアプ
ローチを反映しており，必然的に，学際的かつ生涯を通
じた女性の健康に関する文脈的研究に関与している．
　The American College of Women’s Health Physicians
（ACWHP, http://www.acwhp .org/）2は，この基本理念
を開発しており，ここに紹介する．そこには，女性につ
いて考える際に，ACWHPが大切だと考えることが反映
されており，この分野で働く私たち全員にとっても，た
めになるものである．

・多様性―多様性を認め価値を置くことは，医学教育，
研究，患者ケア，組織開発に関する進歩的モデルを開
拓して行く上での鍵となる．
・能力を尊重し治療に活かすこと―能力を尊重し活かす
とは，「ポジティブにお互いの能力を高め合い，変化
を生むことである」．
・複雑性―健康とは，種々の要因（生物学，文化，環
境，人種，家族，遺伝，法律，職業，生理学，心理
学，社会，スピリチュアル）と，時に偶然が重なっ
て，相互的に作用するものである．
・運動―女性の健康問題の多くは，政治経済的文脈に
よって，より広範に影響を受ける．
・治癒の多岐性―治癒は多様な形をとる．
・女性主体―Women’s Healthは，女性の様々な経験の
研究に基づく，生物医学，心理学および社会学に関す
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性的マイノリティ女性の健康について学ぶこと
の重要性

　性的マイノリティの女性（sexual minority women :  
SMW）は，多様で数も相当多く一般的であるが，それ
でも医学論文や研修ではしばしば見過ごされる．SMW
は，パートナーが女性かあるいは女性と性的関係をもっ
た経験がある女性，女性に惹かれるか女性と性的経験を
望む女性，レズビアン，バイセクシャル，あるいはそれ
に類似のアイデンティティ（例えばゲイ）を認める女
性，あるいはそれら特徴の組合せをもっている女性であ
る．トランスジェンダー女性―女性としてのアイデン
ティティをもつが男性として出生した人―は，ジェン
ダーマイノリティであるが，定義の上では性的マイノリ
ティではない．しかしながら，トランスジェンダー女性
が，レズビアンまたはバイセクシャルと認識する場合，
女性と性的関係をもつ場合，または女性に惹かれる場合
は，性的マイノリティ女性である場合もある．医療組織
や医療提供者は，しばしば正式なトレーニングの恩恵を
受けることなく SMWのニーズを満たそうとするのだ
が，医学論文において SMWに対して特別な注意を払う
ことがないので SMWのニーズが他の女性のニーズと少
しも違わないという認識を生み，患者の中から SMWを
特定したり，性的指向について話したり，全人的に効果
的に治療する準備が医療従事者にできていないという結
果になっている．
　健康格差が存在することと SMWの健康状態を研究す
ることの重要性は，この 20年で連邦政府の公式見解と
して確立されてきた．Department of Health and Human 
Services （DHHS）（保健社会福祉省）1，the Institute of 
Medicine（IOM）（医学研究所）を通しての the Nation-
al Institutes of Health（NIH）（国立衛生研究所）2，3，the 
Substance Abuse and Mental Health Services’ Administra-
tion（SAMHSA）（物質濫用とメンタルヘルスのサービ

ス機関）4 と the Center for Disease Control and Preven-
tion（CDC）（疾病予防管理センター）5などの機関は，
専門調査委員会会議を招集し，研究と研修のための助成
金を提供し，そして，レズビアン，ゲイ，バイセクシャ
ルとトランスジェンダー（lesbian ,  gay ,  bisexual ,  and 
transgender : LGBT）の健康に焦点を当てた公式声明文
と文書を発表した．このような認識は，SMWの健康に
ついての研究論文が急増している一助となっている．研
究論文は，医療提供者が患者をよく理解して治療し，健
康アウトカムを改善し，疾患を予防し，そしてより健康
的で幸せな生活を送るよう手助けすることを可能にす
る．

性的マイノリティ女性とは，どのような人か？

　性的マイノリティ女性（SMW）とは，性的指向にお
けるマイノリティである．「性的マイノリティ」という
用語は，少なくとも性的指向の 1次元（これは性的魅
力，行動，そしてアイデンティティに関して通常概念化
されるのであるが）においては，非異性愛者である人は
誰にでも言及することができる6．この分野の大部分の
研究は，例えばレズビアン，バイセクシャルまたはホモ
（「ホモ」は一部の性的マイノリティによって誇りをもっ
て使われているアンチゲイ的あだ名）のような，非異性
愛的性的指向に共感する女性で行われている．レズビア
ンとバイセクシャルの様な条件に共感する女性は，
SMWのより幅広いカテゴリーの一部と考えることがで
きる．女性に惹かれる人々，自らを「主には異性愛者で
ある」と考える人々，そして女性のパートナーを持つか
女性との性的行為を報告する人々（レズビアンあるいは
バイセクシャルと同定するか，あるいは同定しないかも
しれない），といった他の一部を含む研究はさらに少な
い．この章の全体を通じて，私たちはこれらの一部のグ
ループを含むすべてについて集められた知識体系につい
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　世界中で，女性と男性の職業生活には非常に大きな違
いがある；
　それらは就業している仕事の種類，報酬，雇用保障，
雇用条件と付加給付の入手，市民や労働者としての基本
的な権利である．そのような性差に基づく違いは，主に
各々の国の経済状態や社会政治文化によって形づくられ
るが，「女性の仕事」の質の多くは，世界の国々でほぼ
一致している．この章の初版の中でも，これらの基本的
な社会経済要因が列挙された．国際労働機関（ILO）1に
よる女性の雇用に関する世界的な動向の最近のレビュー
でも，この一覧を変える理由がほとんどないことが示さ
れている：

1 .　職業の分離
女性は，比較的少ない数の職業に集中し，ほかの主
要な職業の下部に配置される傾向がある．

2 .　昇進/昇格の障壁
大部分の先進工業国に特有の女性の職場での昇進昇
格に対する，見えない，述べられていない障害は，
いわゆる「ガラスの天井」から，職業や産業への進
出をほぼ阻止するようなはっきりとした「れんが
塀」のような限界へと入っている．

3 .　不完全雇用
多くの女性が季節的や，他の「臨時的な」仕事，ま
たは，教育レベルにそぐわない分野や職位で，パー
トタイムで働いている．他にも，既婚女性や女性隔
離の習慣がある地域では，家にいることを強要さ
れ，働くことすら許されない．

4 .　低あるいは無報酬
有給の仕事も伝統的な「女性の仕事」もどちらも，
女性が行う仕事は，経済的にも家庭役割としても過
小評価されている．

5 .　不安定な雇用
一時解雇の際に，直近の雇い入れ労働者がまず辞め

させられるという「最後に入れ，最初に出す」の
ルールを適用され，女性は特に失業しやすい．
女性は正当な交渉の手順や契約の保護を行える労働
組合員であることが比較的少ない．

6 .　併存する家族や家庭に対する責任の多重負荷
就労女性は就労男性よりも，育児，介護，家事など
多くの家庭役割を担っている．

7 .　セクシャルハラスメント（性的虐待）と暴力．
仕事のため，あるいは仕事の要求を超えた特別な手
段として，偶発的に起こりえる．

　女性の職業生活における世界的な傾向に関する 2010
年の分析において，国連（UN）は以下のキーポイント
をつくった．1990～2010年の間に，職場への女性の参
加については，世界中でほとんど変化はなかった．特に
より若い世代で，労働者の割合には引き続きかなりの男
女差があった．発展途上国の女性は，特にアフリカとア
ジアで，いまだ極めて弱い立場の雇用で，無報酬や低報
酬の家族労働者や，零細企業の自営業者として働かされ
ている．サービス業は，低賃金で不安定な上，多くは卑
しめられた状況で，女性を働かせ続ける．しかし，多く
の女性は，家の外での不法な非正規部門や課税収入に加
えられない仕事からの収入に頼っている．女性は一般的
にパートタイムで雇われている．そして実際に，女性も
男性もパートタイムでの仕事が増加している．仕事の不
安定さは全世界的に広がり，パートタイマーは通常，年
金，健康管理や他の社会給付の適応外で，より低賃金と
なっている2．
　稼ぎ手，母，介護者そして家庭を守る人としての女性
の，複数の役割を国連が分析し，女性は無報酬の家事の
ために男性より少なくとも 2倍多くの時間を費やすと結
論している．そして，世界の大部分の女性が，母性保護
を受けられない状況が続いている．それは産業革命の初
めから現在の都市の発展に至ってもかわらない3．産前
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産後休業の新しい国際標準の最小限の期間を満たしてい
るのは世界中の半分の国々のみである．そして，現金給
付は 5分の 2のみである．しかし，法律と実際の運用の
間には乖離がある．さらに，多くの女性は法律によって
カバーされていない4．
　就労女性の職業的な安全と健康はこれらの社会政治様
式に含有されている．女性が劣悪な仕事に従事し，女性
の権力や女性の代表者が少ないために，女性が従事して
いる仕事に関する労働安全衛生の問題に対して，研究と
規制が軽視された状況が一貫して続いている．不気味な
ほどに，労働者としての女性の周辺化によって，女性の
仕事は「安全である」という根拠のない確信が成り立っ
ている．
　社会的な状況は同様に，別の方向で女性の職業生活に
影響を与える．疾病と負傷は，たとえば，生計を立てる
うえで，より大きな影響を及ぼす．インドでは，ハンセ
ン病の女性はハンセン病の男性より，はるかに多い確率
で家を出され，仕事を見つけるのは非常に困難である；
仕事に就いても，勤務日数の少ないほかの女性の 4分の
1しか収入がなく，ハンセン病の男性よりもはるかに少
ない収入である5．米国における，もう一つの例として，
重度な障害を負った後の再雇用に関する研究では，同様
の障害を負った男性に比べて女性では再雇用の確立がか
なり低いことを示した6．そしてこの傾向は，続いてい
る7，8．

「先進国/発展途上国」の乖離

　国際的に，国の経済区分に基づいて，「先進国」（工業
化や大規模化，すでに工業化している国々）と「発展途
上国」（地方でも，都市部でも，混合でも）の 2つのパ
ターンのうちの一方に働く女性の人口動態統計は偏って
いる．経済状況によるこれらの 2つのタイプで，働く女
性のイメージは異なっている．男女平等が基本的な権利
であると考えられる発展途上国では，女性の体力と持久
力を重んじている．女性が鉱業に長期にわたって就くこ
とがなく，最近になって建設業に多少進出しはじめたの
みである先進工業国では，国の軽工業を新規に工業化し
た多数の小規模工場で，女性の「手先の器用さ」と反復
作業に対する正確さが評価され利用されている．大部分
の先進諸国の多くの重工業においては，以下に記すよう
に，女性は高待遇の職業から除外される形で「保護」さ
れていた．
　正規の報酬が得られる正職員として雇用されたり，経
済的な独立が可能となる職業に就いたりすることにおい
て，女性の相対的な状況は多少改善があったと，最新の
ILOデータは示している．

　「有給の就労女性の割合は 1999年の 42 .8％
から 2009年には 47 .3％と，この 10年間で改
善した．一方，無報酬の就労女性の割合は，
55 .9％から 51 .2％に減少した1．」

　それでも，雇用創出や正規雇用はほとんどない．農業
は男性と女性の両者で下がり続けている．そして，先進
国と発展途上国の間の労働条件は，依然として男女両方
で著しくかけ離れている．図 38.1は無報酬，非正規お
よび正規などさまざまな経済活動における女性の分布を
表している．

伝統的な無報酬の雇用

　女性は，無給労働を担っていることが非常に多い．一
般的にはほとんど政治や経済的な力がない発展途上国
（例えば自分の土地を所有することのできない多くの
国々）において，女性は習慣や法律のために多くの労働
分野に効果的に進出することができないであろう．ま
た，この政治経済力のなさにより，女性の行う多くの仕
事が仕事として扱われない．そして，それら生活のため
の仕事は，多くは仕事ではなく「家事」としてみなされ
ている．水や木の保存や運搬，燃料にするための牛糞の
収集と加工，さらに食品の処理と貯蔵のような面倒で危
険な仕事は，家族が生活するために重要である．しかし
それらの仕事は無報酬で，政策決定や税収の制度，さら
に安全衛生プログラムの対象としては検討されていな
い．
　同様に，中腰姿勢で女性が従事している通常もっとも
困難な農業は，家庭用のものでも，家庭の収入源となる
ものであっても，多くの場合，無報酬の労働である．と
いうのも，賃金が「家庭の収入」として家長に支払われ
る場には，女性は日雇い労働者としてみなされることは
ほとんどなく，家庭労働者とみなされるからである．大
部分の無報酬労働者のすべてのカテゴリーにおいて，無
料の労働力の圧倒的多数を女性が占めている．そして，
経済開発協力機構によれば，それらの労働が経済活動の
3分の 1から 2分の 1を占めていても，国内総生産の統
計には含まれていない9．

非公式部門

　発展途上国では，報酬が支払われる女性の仕事のほと
んどが非公式な仕事である．そして，女性が正規の報酬
や利益を得られる仕事を得るようになるには非常に時間
がかかる．「非公式」と「無報酬」の区別は重要である．
先進諸国では，「非公式」の仕事は，しばしばボラン
ティアのような「無報酬」の仕事としてとらえられる．
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取量は著しく低下している．尿中ヨウ素排泄量の中央値
は，1971～1974年の 320 mcg/Lから 1988～1994年41の
145 mcg/Lへ低下し，2001～2002年の 167 mcg/Lに安
定した42．ヨウ素摂取量低下の原因として，以下を含む
様々な要因が考えられる：

1 .　 高血圧や冠動脈疾患を予防するために，ヨウ素が
添加された塩や卵の摂取が低下した．

2 .　 乳業の発展により牛乳に含まれるヨウ素が減少し
た．

3 .　 商業用のパン生産に用いられる生地改良剤をヨウ
素から臭化物塩に変更した41．

　米国では公衆衛生学的にみてもヨウ素摂取量は適量で
あるにもかかわらず，特に出産可能な年齢の女性のよう
に著しいヨウ素欠乏症を生じやすい人口もある43，44．
2005～2008年の調査では，妊婦の尿中ヨウ素排泄量の
中央値は 125 mcg/Lであり，対象者の 56 .9％が尿中ヨ
ウ素排泄量＜150 mcg/Lで示されるヨウ素摂取不足を呈
していた．問題なのは，ヨウ素は，米国で販売されてい
る妊婦向けビタミンの 51 .1％にしか含まれていないと
いうことである45．これらの妊婦向けビタミンの多く
は，米国医学研究所（Institute of Medicine）46やWHO40

が推奨しているヨウ素の 1日摂取量に満たない 150 mcg
しか 1日量として含有していない．臨床医は，女性が
日々摂取するマルチビタミンや妊婦向けビタミンにヨウ
素が含有しているかを確認すべきである．米国内分泌学
会および米国甲状腺学会は，通常の食事からの摂取に加
え，妊娠中は 1日 150 mcg多いヨウ素補充を推奨して
いる21，22，47．これらの学会は，全ての妊婦用ビタミンに
ヨウ素が含まれるべきだと勧告している．食事からのヨ
ウ素摂取に加え，妊婦用ビタミンあるいはマルチビタミ
ンによりヨウ素を摂取すれば，胎児および母乳で育てら
れる新生児にとって充分であると考えられる22．

甲状腺機能低下症

　甲状腺機能低下症は，TSH高値を伴う甲状腺ホルモ
ンの生合成低下として定義され，甲状腺機能障害の中で
最もよくみられる疾患である．顕性甲状腺機能低下症
は，TSH高値と血中を循環する甲状腺ホルモンが正常
値あるいは基準範囲より低値であることで定義される．
ヨウ素が充分に摂取されている地域社会における顕性甲
状腺機能低下症の頻度は，1～2％の間である．顕性甲
状腺機能低下症は高齢女性で最も多く，男性に比べ女性
において 10倍多い（図 58.1）1．潜在性あるいは軽度の
甲状腺機能低下症の頻度はより高く，成人の 4％から
10％において発症する5，6，48，49．いくつかの異なる地域社

会（米国，日本，英国）で行われた研究では，いずれの
研究においても TSH高値（＞6mIU）の頻度は男性より
女性においてより高いことが示された（図 58.2）6，50―54．
全体として，TSHが正常範囲より高い頻度は，61歳以
上の女性において 11 .6％ から 13 .6％ である．Canaris
らによる一地域社会における検討では，年齢とともに
TSHが階段状に上昇することが示された（図 58.3）48．
全年齢において，女性における甲状腺機能低下症の頻度
は男性に比べ高い．また，平均的な甲状腺機能低下症の
発症年齢は女性（35～44歳）において男性（66～74歳）
より若い．米国国民健康栄養調査（the United States 

図 58.1　顕性甲状腺機能低下症と顕性甲状腺機
能亢進症の有病率（性別，対 1,000人）．
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図 58.3　性・年齢別の TSH 高値（＞ 4.5 mIU/L）を
呈する割合．（Adapted from Canaris 200048.）
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図 58.2　男女別の TSH 高値（＞ 6 mIU/L）を
呈する割合．（Adapted from Wang 199711.）
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5甲状腺疾患の総論

Ⅰ.　女性，健康，医学

National Health and Nutrition Examination Survey：
NHANESⅢ）49では，既知の甲状腺疾患を有さない成
人・小児 16 ,533人を対象に TSH，T4，抗サイログロブ
リン抗体，抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を含む甲状腺
機能検査を行った49．その他の除外すべき状態，妊娠
中，甲状腺ホルモン機能に影響しうる薬剤を内服中であ
る症例を除いた結果，13 ,344人が明らかな甲状腺疾患
のない対象となった．TSHの平均値は 1 .40±0 .02 mIU/
Lであり，男女ともにおいて年齢とともに TSHは上昇
した（図 58.4）．TSHの中央値が最も低かったのは 20
歳代であり，その後は年齢とともに徐々に上昇し 80歳
以上で最も高かった．甲状腺機能低下症は米国で人口の
4 .6％ において認められ（0 .3％ が顕性，4 .3％ が潜在
性），甲状腺機能亢進症は同人口の 1 .3％において認め
られた（0 .5％が顕性，0 .7％が潜在性）（図 58.1）．抗
TPO抗体は甲状腺機能低下症と甲状腺機能亢進症に関
連したが，抗サイログロブリン抗体はそうではなかっ
た．抗 TPO抗体は，人口の 11 .3％ において高値を認
め，男性より女性においてより頻度が高く，年齢ととも
に頻度が上昇した．Wickham surveyでは，TSH高値を
呈した女性の 3分の 2において，血清抗甲状腺抗体が測
定可能な範囲にあった．TSH値が 6 mIU/L以上であり，
血清抗甲状腺抗体が陽性である軽度あるいは潜在性の甲
状腺機能低下症を呈した女性の 55％が，20年間の追跡
期間中に顕性甲状腺機能低下症を発症した35．

甲状腺機能低下症の原因
　甲状腺摘出術後あるいは放射性ヨード（131I）内用療
法後を除いて，成人における甲状腺機能低下症の原因で
最も多いのは橋本病である．その他，甲状腺機能低下症
の原因としては，甲状腺無形成や形成不全を伴う新生児
期の甲状腺機能低下症，ヨウ素過剰摂取，薬剤，下垂体

図 58.4　NHANES III surveyにおける性・年齢別の
TSHの中央値．（Adapted from Hollowell 200249.）
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表 58.3　甲状腺機能低下症
原因（推奨される検査）
一次性（TSH↑，T4↓，TPO抗体↑：橋本病）
ヨウ素欠乏症（米国ではまれ）
慢性自己免疫性甲状腺炎（橋本病）
甲状腺切除・焼灼（放射性ヨード内用療法，手術）
亜急性甲状腺炎の甲状腺機能低下期（無痛性，肉芽腫性，出産
後）
甲状腺の発達障害（無甲状腺症，異所性，甲状腺片葉欠損症；
まれだが小児期に認める）
内分泌不全症（まれだが小児期に認める）
薬物（リチウム，アミオダロン，インターロイキン，インター
フェロン，プロピルチオウラシル/メチマゾール，甲状腺炎患
者におけるヨウ素過剰）
二次性（TSH↓，T4が正常範囲だが低い，あるいは T4↓）
下垂体疾患（放射線治療，手術，外傷，転移性癌，自己免疫性
破壊，浸潤性疾患―まれ）
三次性（TSH↓，T4が正常範囲だが低い，あるいは T4↓）
視床下部性疾患（放射線治療，手術，外傷，転移性癌，自己免
疫性破壊，浸潤性疾患―まれ）
臨床症状
症状：倦怠感，うつ状態，寒さに耐えられない，乾燥肌，脱
毛，体重増加，便秘，知覚異常，筋痙攣，月経不順，無月経，
プロラクチン上昇に伴う乳汁漏出，過多月経
徴候
成人：活動低下，徐脈，眼窩周囲の浮腫，心膜滲出液，深部腱
反射の弛緩相の遅延，乾燥した黄色肌，嗄声，粘液水腫
子宮内/新生児/小児：流産，精神遅滞，低身長，性成熟の欠
如，乳歯晩期残存
治療
新生児：レボチロキシン 10～15 mcg/kg/日55

成人：レボチロキシン a 約 1 .6 mcg/kg（約 112 mcg/日）
a成人におけるレボチロキシン投与量は必ずしも体重によるわけではない．
軽度の甲状腺機能低下症や心疾患のリスクのある高齢者に対しては低用
量が投与される．レボチロキシン投与量は TSHを正常範囲におさめるよ
うに調節する．

表 58.2　甲状腺機能低下症のリスク因子
女性，46歳以上
男性，61歳以上
自己免疫性の甲状腺疾患の家族歴
不妊，繰り返す流産
甲状腺腫
他の自己免疫性疾患（1型糖尿病，白斑，アジソン病，悪性貧
血）
頭頸部への放射線照射歴
薬物：リチウム，アミオダロン，インターロイキン，インター
フェロン，プロピルチオウラシル/メチマゾール，甲状腺炎患
者におけるヨウ素過剰

組　見　本

肥満の蔓延と女性の健康
女性の糖尿病
甲状腺疾患と女性
WHI（女性の健康イニシアチブ）報告後の更年期症状の
管理
女性のビタミンDと疾患予防
骨粗鬆症

心血管疾患のリスク因子の概要
女性における脂質
女性における虚血性心疾患の診断と治療
情動と心血管疾患
女性における脳血管疾患
静脈血栓塞栓症
女性における不整脈：心房細動と心臓突然死
女性における心不全：疫学,予後,管理
女性における高血圧

女性のがん：男女の比較からの世界的な疾病負荷と洞察
乳がんの疫学
乳がんの遺伝疫学
乳がん検診
卵巣がん
子宮体がん（子宮内膜がん）
子宮頸がん：疾病負荷とリスク因子
子宮頸がんの制御と予防におけるワクチン接種と検診
女性の肺がんの疫学
女性の大腸がん
皮膚黒色腫の疫学 
女性のためのがん予防 

性別と気分障害 
女性の不安障害 

慢性疲労症候群 
線維筋痛症：中枢性過敏症候群 
女性の頭痛の疫学：片頭痛を中点に
過敏性腸症候群 
顎関節症（側頭下顎障害）
多種化学物質過敏症 

罹患率,障害,死亡率
変形性関節症と他の筋骨格系疾患
高齢女性の尿失禁,便失禁
難聴と加齢
視覚障害
女性の口腔環境が全身の健康に及ぼす影響
高齢女性の認知機能
高齢寡婦の健康とウェルビーイングにおけるソーシャルサ
ポートの役割
長期ケア：女性への世界的な影響
エンドオブライフの女性のケア
女性のサクセスフル・エイジング

第8部：内分泌学と女性の健康

第9部：女性の心血管疾患

第10部：がん

第11部：精神疾患

12部：十分に解明されていない病状

第13部：高齢化

エピローグと将来展望
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索　引

心的外傷後ストレス障害 
女性の精神病性障害：統合失調症の症状,発症,経過およ
び転帰における性差 
摂食障害
嗜癖性障害 
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