
  
             

WELLMETHOD® 更年期に関する意識調査 

 

 

■調査概要 

対象：全国15歳以上の女性 

回答数：1,200名 

実施日：2021年6月11日～2021年6月23日 

方法：インターネット調査 

本調査結果を利用される場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

■コンテンツ 

1. 普段感じる婦人科系の症状と更年期に対する認知度について 

2. 更年期における日々の生活・仕事などのライフスタイルへの実際的な影響について 

3. 更年期世代に該当する人を対象に、実際に感じていた更年期の具体的な症状と、治療時の大

変だったこと・治療して良かったことなどの体験談について 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ダイセル ヘルスケアSBU WELLMETHOD編集部 

担当：久徳 （きゅうとく）、栗本 

TEL：06-7639-7291        Mail：wellmethod@jp.daicel.com 
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１．普段感じる婦人科系の症状と更年期に対する認知度について 
 

■調査結果概要 
⚫ どの世代でも生理に悩みがある。 

⚫ 若い世代では更年期の不定愁訴※について知らず、更年期に近づいて初めて認識する傾向がある。

女性ホルモンの分泌低下による不調のうち、「手指の関節の変形」「膣の渇き」「下部尿路疾患」「骨

盤底筋の低下」はどの年代でも知らない人が多い。 

⚫ 50代では更年期の不調に備え、サプリメントを使用する傾向がある。 
 

※不定愁訴：明確な原因が無いのに生じる様々なからだの不調のこと 

 

▼更年期を迎える年代は、疾患の発症リスクが増加傾向に 
 

どの年代も「生理痛がつらい/腰が痛い」（オレンジ色）や「月経周期が不安定である」（薄オレンジ色）に

一定数チェックがありますが、40代以降になると、これらに加えて「子宮系の疾患（子宮内膜症、子宮筋

腫、子宮頸がん、子宮体がんなど）」（濃い緑色）が増加する傾向にあることがわかりました。 

 

60代以上では、「とくに悩みがない」と回答した割合が一番多く、この世代では婦人科系疾患の経験が他

の年代と比べると少ないことがわかりました。 

 

また、婦人科の悩みがあると回答した人854人に、これまでどのような治療を経験したことがあるか尋ね

たところ、どの年代においても「何もしていない」と回答した人が一番多く、婦人科系症状を自覚している

ものの、婦人科の受診をしない傾向があることがわかりました。 
質問：これまで経験したことのある婦人科系の症状を全て選んでください 



  

▼年齢が上がると更年期に関する不定愁訴の認知度が高い 

 

本アンケートでは、はじめに、回答者自身が現在どのようなステージにいるのかを質問し、「性成熟期の

ステージ」または「更年期以降のステージ」の2群にわけて分析をしています。 

（※ご自身の認識としてどちらのステージにあるかの判断をしていただいています） 

 

性成熟期の群（594名）と更年期以降の群（607名）それぞれに、更年期に起こりうる不定愁訴について、

ご自身が性成熟期のステージである現在/または性成熟期のステージであった時、それら不定愁訴に関

する知識や理解があったかどうかを尋ねました。 

 

性成熟期の群は「少し知っていた」が285名（約48.0％）と一番多く、「全く知らなかった」と回答した人は合

計71名（12.0％）で、更年期以降の群の20名（3.3％）と比べると8.7ポイント高くなりました。また、年代が

低いほど「全く知らなかった」と回答する割合が高くなりました。 

 

更年期以降の群は、同様に「少し知っていた」が275名（45.2％）と一番多い一方で、「よく知っている」と回

答した人が175名（28.8％）と、性成熟期の28名（4.7％）と比べると24.1ポイントも高くなりました。 

 

更年期以降の群で「よく知っている」と回答した人のうち、50代は81人（32.1％）、60代は75人（32.8％）と、

40代の19人（15.1％）よりそれぞれ15.0ポイント、17.7ポイント高く、このことから、平均的に45歳～55歳く

らいに経験するとされる更年期が近づいてから、もしくは更年期を経験しはじめてから、不定愁訴に関す

る情報を得ようとする傾向にあることが伺えました。 

 
質問：女性は、40代半ば以降、閉経移行期に入ります。特に閉経前後の5年、合計10年間の事を「更年期」

と呼びます。この「更年期」には、ホルモン分泌量の急激な変化により、様々な不定愁訴（器質的な疾患が

無いのに起こる心身の不調）が起こります。更年期～閉経期より以前（性成熟期）に、更年期に起こりうる

不定愁訴について、どのような症状が起こるかご存知ですか？/でしたか？ 

 
 

 



  

▼年齢が若いほど更年期に対する怖さを感じている 
 

性成熟期の群と更年期以降の群に、それぞれ「更年期に対する怖さ」について質問したところ、性成熟

期の群では「少し感じている」が278人（46.8％）と一番多いことがわかりました。 

 

なかでも30代は「すごく感じている」32人（16.2％）と「あまり感じていない」38人（19.3％）が3.1ポイント差と

なっていますが、40代になると「すごく感じている」18人（9.9％）と「あまり感じていない」52人（28.7％）が18.

8ポイント差で、40代よりも30代の方が更年期に対する恐怖感を感じていることが伺えました。 

 

ここまでの内容から、年齢とともに、更年期に対する知識や理解を増やすことが、更年期に対する怖さを

和らげる役割をしていると考えられます。 

 

更年期以降の群において、それぞれの年代が一番多く回答したのは、40代は「少し感じている」65人（51.

6％）、50代・60代では「あまり感じていない」がそれぞれ92人（36.5％）、98人（42.8％）となりました。 

 

また、「考えたことが無かった」の数は60代以上で最も高くなりました。最初の質問で、60代以上は婦人

科系疾患の経験が少なかったことを鑑みると、婦人科系の疾患の経験や悩みを経験している人の方が、

更年期に対する不安感を持っていることが推察されます。 

 
質問：更年期に対する怖さを感じていますか？/いましたか？ 

 

 
 

  



  
 

▼「手指の関節の変形」「膣の渇き」「下部尿路疾患」「骨盤底筋の低下」はどの年代におい

ても認知度は低い 

 

性成熟期の群と更年期以降の群にそれぞれ、閉経後に起こりうる様々な不定愁訴や不調についての認

知度を確認しました。 

 

性成熟期の群では全年代ともに同じく、「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、動機がある」「怒りやすく、イライラする」「くよくよしたり、憂うつになる」「疲れやすい」という、いわゆる

更年期の主な不定愁訴として知られる項目に関しては、「聞いたことはあった」の回答が大多数を占めま

したが、同じく更年期に現れやすい症状である「肩こり、腰痛、手足の痛み」「手指の関節の変形」や、閉

経後にエストロゲン分泌量が低値になることで現れやすい症状や不調である「膣の渇きや痒み」「LDLコ

レステロールの増加」「下部尿路疾患」「骨盤底筋の劣化」などについては、「全く知らなかった」と回答す

る人が多いことがわかりました。 

 

更年期以降の群では、更年期の主な不定愁訴である「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、動悸がある」「頭痛、めまい、吐き気」「疲れやすい」に加え、閉経後に現れやすい「骨

密度の低下」について、「知っていたが、特に備えていなかった」の数が多い傾向にあることがわかりまし

た。このことから、性成熟期の群と比べると更年期以降の群の女性は、更年期の諸症状を認知している

ことが伺えます。 

 

また、更年期以降でも、「手指の関節の変形」「膣の渇き」「下部尿路疾患」「骨盤底筋の低下」において

は、全く知らなかったという人が大多数を占めていることがわかりました。この結果から、更年期の不定

愁訴として取りざたされる諸症状への認知は高いものの、閉経後、女性ホルモン分泌が著しく低下する

ことで現れる様々な不調についてはあまり知られていないことがわかります。 

 
質問：閉経後は、女性ホルモンの分泌がなくなることで起こる不調がいろいろあります。次にあげた様々な

不定愁訴や不調について、あなたはご存知でしたか？ 

 



  

▼50代では更年期の不調に備え、サプリメントを使用する傾向あり 

 

性成熟期と更年期以降の群の方にそれぞれ不調に備えて事前の準備をしていた方に、どのような準備

をしていたか確認すると、性成熟期では20代が「母親や姉妹、友人などに相談していた/雑誌やネットで

情報収集をした」と回答した人が最も多く、30代では「母親や姉妹、友人などに相談していた/雑誌やネッ

トで情報収集をした」が多いほか、中には「産科・婦人科に相談」「サプリメントを使用」「筋力トレーニング

などを実践」など、自分でも実際に行動に移す人が増えてきていることがわかります。 

 

一方で更年期以降の群では40代が「雑誌やネットで情報収集」「母親や姉妹、友人などに相談」「サプリ

メントを使用」、50代「サプリメントを使用」「雑誌やネットで情報収集」「母親や姉妹、友人などに相談」、6

0代「運動習慣を継続」「食生活を見直し」「サプリメントを使用」が多く、成熟期と比べてサプリメントの使

用率が多いことが伺えます。 

 

また、60代の女性は運動習慣や食生活の見直しの数も多く、時代背景も影響しているのではないかと推

測します。 

 

質問：更年期の不調に対する質問でいずれかの項目に対して、「知っていたので、不調に備えて事前の準

備をしていた」方は、どのような準備をしていましたか？ 

 

 
 

 

 



  
 

２．更年期における日々の生活・仕事などのライフスタイルへの実

際的な影響について 
 

■調査結果概要 
⚫ 50代前半から更年期症状を感じやすい一方で、現代の40代は早くから更年期症状を感じる傾向に

ある。 

⚫ 40代では生活に支障をきたすほど、更年期症状を強く感じる女性が増えてきている。 

⚫ 更年期症状の悩みで「外出するのが億劫になる」こともある 

⚫ 人によって症状の大小に違いはあるものの、更年期による不調が日々の生活や仕事において、重

圧となるケースがある。 

 

▼50代前半から更年期症状を感じやすい。ただし現代の40代は早くから更年期症状を感じ

る傾向がある。 

 

更年期症状を感じ始めた時期について年代ごとに見ると、50代、60代以上では50代前半（36％）に票が

多く集まりました。一方で、40代では「更年期の症状はまだ出ていない」と回答した人が21％となり他の

年代と比べて多く、現代の40代は過去に比べて更年期症状を感じやすい傾向があるのではないかと推

測されます。 

 

質問：更年期症状をどの年代から感じ始めましたか？ 

(左：全年代の回答、右：40代、50代、60代の年代別の回答） 

 
 

  



  

▼現代の40代は更年期症状が生活に影響しがち 

 
更年期症状のうち、日々の生活に支障をきたすレベルの症状としてどんな症状があるか確認すると、40

代では「疲れやすい」が56人（16.4％）、50代では「肩こり、腰痛、手足の痛み」75人（12.3％）とそれぞれ

一番多く、更年期に特徴的な身体の症状をあげる傾向がありました。その一方で、50代では、「日々の

生活に支障をきたすレベルの症状はなかった」と回答する人も75人（12.3％）で、多く見られました。 

 

60代以上では「日々の生活に支障をきたすレベルの症状はなかった」110人（29.0％）が最も多かったこと

がわかりました。 

 

日本人の閉経年齢の平均は50歳前後と言われており、その前後5年である45歳～55歳までの10年間を

更年期と呼んでいます。 

 

今回、60代や50代で「日々の生活に支障をきたすレベルの症状はなかった」と回答する人が多かったこ

とから、過去に比べると現代の方が、年々生活に支障をきたすほど、更年期症状を強く感じる女性が増

えてきていることが推察されます。 

 

質問：更年期症状の中で、日々の生活に支障をきたすレベルの症状はありましたか？日々の生活に支障

をきたした症状をすべて選んでください（複数回答） 

 

 
 

  



  

 

▼症状に悩んでいる人は「外出するのが億劫になった」が最も高く、生活面での影響に 

 
更年期の症状により、ライフスタイルにどんな影響があったのかを確認すると、どの年代も「更年期症状

はない/影響はない」279人（45.9％）が大多数である一方で、症状に悩んでいる人は「外出するのが億劫

になった」165人（27.1％）という意見が多く、次いで「美容やおしゃれをすることが億劫になった」94人（15.

5％）という影響が出ています。 

 

また、「友人・知人など人に会うのが億劫になった」「夫婦間や子どもなど、家族と仲が悪くなった」「趣味

をやめてしまった」など、症状の悪化によりプライベートを楽しめなくなった方もいます。 

 

一方、仕事への影響を見ると、少人数ではありますが「出勤日数・時間を減らした」「職場を退職した」と

いう人もおり、更年期症状の強弱で、その影響にも大きな差があることがわかりました。 

 

質問：更年期の症状により、ライフスタイルにどのような影響がありましたか？（複数回答） 

 
 

  



  

 

▼更年期症状が日々の生活や仕事に影響したエピソード 

 
質問：実際に生活面や仕事など更年期症状で困ったエピソードをお聞かせください。（自由回答） 

 

1. 生活における影響 
【40代】 

⚫ どうしても外出しなければいけない日に、頭痛や吐き気で薬も効かず、とても辛かった事があった。 

⚫ 生理前になるとちょっとした事でイライラし、どん底まで落ち込むような時もありとても自分が嫌にな

った。 

⚫ 家族にイライラしたり、ちょっとしたことを考えこんだり。そんな自分が嫌になったり、変わったなあと

思ったり。気持ちのブレが大きく、自分自身に振り回されている感じ。 

⚫ 生理前に気分が悪くて夕食を作れなくなることが度々ありました。 

 

【50代】 

⚫ どんなに休んでも疲労感が抜けず、体が動きませんでした。絶望感しかなかったです。 

⚫ ちょうど子どもの反抗期と重なり、家の中の雰囲気は最悪でした。 

⚫ 頭痛が頻繁に起きるようになり、外出の予定が狂うようになった。 

⚫ 夜、物凄い滝汗で、パジャマを夜中に2回位着替えないといけなくて、寝不足になり、しんどいです

…。 

⚫ イライラが起こるたび、家族の理解不足が、ますます症状を悪化させているような感覚に陥ってしま

った。 

⚫ 落ち込みやすくなり、コミュニケーションが取りづらくなった。 

 

【60代】 

⚫ 外出する事が億劫になったが医者から気分転換に少しで良いから外出を進められた。 

⚫ 骨密度の低下が著しい。 

 

2. 仕事における影響 
【40代】 

⚫ 急に体が熱くなったり、朝、吐き気で起きられなかったり。会社の状況も悪化していたため、精神的

に苦痛になり、退職してしまいました。 

⚫ 突然シャワーを浴びたように汗が出るので、タイミング悪く授業参観や行事、仕事中だと恥ずかしい。 

⚫ 月経時の経血量が多すぎてナプキンを1時間ごとに変えないといけないから、仕事のときはなかな

か変えることができなくていつも漏れてしまう。 

⚫ イライラすぎて、仕事中しんどくて続かなかったり、家族に当たったりして心が苦しいです。 

⚫ 毎日寝起きが悪く、仕事を休みたい気持ちになる。 

⚫ 職場において、今までなら気にしないような些細なことでも落ち込んだり、腹が立ったりして気分の

変化が凄まじかった。 

 

【50代】 

⚫ 集中出来ないので大きな仕事は不安がある。 

⚫ 仕事から帰るとぐったり疲れてしまいます。ソファで休憩していて目を閉じると瞬間に寝てしまう事に、

家事の取り掛かりが遅くなってしまいます。 

⚫ 体調が悪くなり、仕事を休んだことがある。 

⚫ イライラしたり、気持ちが落ち込んだりして鬱々して今すぐ会社を辞めたい気持ちでいっぱいである。

同僚になだめられているが、気持ちのなかではいつ辞めようかと常に思っている。 

 

【60代】 



  
仕事中、めまいがして、立っていられないことがあった。四十肩になり、仕事に差し支えるほど痛かった。 

 

まとめ 

日々の生活、仕事のどちらにおいても、身体や心に起こる不調が女性にとって重圧となり、自分自

身でコントロールできないことが更なる焦燥感をあおり、悪循環が生まれているようです。 

このように、人によって症状の大小に違いがあるものの、女性の更年期に起こりうる症状を、周囲の

人が正しく理解することが大切です。 

家族やパートナー、会社組織自体が正しく理解し、受け止める体制構築をすることが今後の女性活

躍推進につながるものと考えます。 

  



  

 

３．実際に感じていた更年期の具体的な症状と、治療時の大変だっ

たこと・治療して良かったことなどの体験談について 
 

■調査結果概要 
⚫ 更年期症状に悩む女性は多いと聞くものの、40代・50代女性の多くが更年期の症状に対して受診

や治療はしていない。 

⚫ 現在治療中/過去に通院していたと回答した人の悩みの多くは「通院に要する時間」と「金銭面」で

ある。 

⚫ 通院をした50代・60代の多くは更年期の症状の改善を実感している。 

⚫ 更年期治療を受けて精神的に楽になったという意見の一方で、サプリメントで安心感を持つ人もい

る。 

 

▼40・50代女性の多くが更年期の症状に対して受診や治療はしていない 

 

更年期の症状に対して何か治療や対処をしたことがありますかと確認したところ、年代ごとの回答は、

60代以上の女性は「治療の必要性を考えたことがない」102人（44.5％）が最も多く、 

また、40代と50代では「受診や治療はしていない」が一番多く、40代は38人（30.2％）、50代は95人（37.

7％）でした。 

これらの結果から更年期症状に悩む女性は多いものの更年期症状を理由に受診する人は少ないこと

が伺えます。しかし、治療の必要性を考えたことがない女性が多い反面、「受診したいがしていない」

と答えた女性も全体の2割程度いることにも注目です。 

 

質問：更年期の症状に対して何か治療や対処をしたことがありますか？ 
  （現在更年期または更年期以降のステージであると回答した607名が回答） 

 

  



  

▼「通院に要する時間」や「金銭面」がネックとなっている 

 
「現在治療中である」または「過去に通院していた」と回答した方は「通院に要する時間」や「金銭面」に

ついて大変だと感じている方が多いことがわかりました。 
時間や金銭面に次いで高かったのは、「自分に合うクリニックを探すのが大変だった」で、特に40代で

は時間や金銭面と同様に回答者の半数が大変だった項目としてこの回答をあげています。 
 

実際、更年期の治療は、カウンセリングに時間をかけ患者自身がおかれている環境や、その人自身

の気質的な部分を把握することから始まり、一回の通院での所用時間は長くなる傾向があります。ま

た一度の通院で完了するものではないため、長期的、継続的に通院する必要があり、時間や金銭面

を負担に感じる方が多いようです。 
 

質問：「現在治療中である」または「過去に通院していた」と回答した方は、治療をしてどのようなことが

大変でしたか？（複数回答） 

（現在治療中、または過去に通院していたと回答した50名（40代14名、50代24名、60代12名が回答） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

▼通院することで症状の改善に実感を持つ人が多い 

前の質問では治療において消極的な意見が目立ちましたが、50代・60代では通院することにより「症

状がまずまず改善した」という意見が多く、症状の改善を実感している方が多いことがわかりました。 
治療をしても症状が悪化したという回答も50代、60代で1名ずつ見られましたが、大多数の方が改善

傾向、もしくはこれ以上の悪化が進まない状態を維持できており、更年期症状の治療に一定の成果

が見られていることがわかりました。 
 

質問：「現在治療中である」または「過去に通院していた」と回答した方は、実際に治療をしてどのよう

な変化を感じましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

▼治療を受けて精神的に楽になったという意見やサプリメントの活用で安心感を持つ人も 

 
質問：実際に治療をして良かったこと/大変だったエピソードをお聞かせください。（自由回答） 

 
【40代】 

⚫ 気持ちが少しずつ安定して、家族との付き合いは前よりスムーズにやっている。 

⚫ 精神的な安心は出来た。薬を飲む前は、イライラが酷かった。病院に毎月一回通院するのに忙しい

中スケジュールを考えるのが大変。 

⚫ 月経が長く出血が多いので、貧血で疲れる。 

⚫ 夜寝ていると体がほてって寝られなくなることがあった。 

⚫ 良かった事は、症状が緩和されて、ひどかったイライラや動悸がましになった。 

⚫ 大変だった事は、婦人科が予約できなくて、かなりの時間待たされること。行くだけで一苦労。気が

重い。 

 

【50代】 

⚫ 良かったことは、様々な症状に悩まされていましたが、症状の軽減と気持ちの落ち込み具合が少な

くなってきました。逆に大変だったことは、現在治療中の漢方薬局にたどり着くまでに10数件の病院

へ行き、どの病院もはっきりとした原因がわからず途方にくれたことです。 

⚫ サプリメントを飲むようになって、疲れにくくなったり、元気になって出かけたくなるようになって良か

ったです。 

⚫ 検査や内診をするのが億劫だったが、更年期という診断をもらい安心した。 

 

【60代】 

⚫ 症状は軽度だったので特に治療はしていなかったが、サプリメントは服用しており、その事で安心感

は持てた。 

⚫ 気持ちがずいぶん楽になったと思う。 

⚫ めまいがあまり回復しなくて困ったが、夫が家事を手伝ってくれた。 

 

 

まとめ 

更年期症状があっても、治療の必要性を感じない人が多くいる一方で、治療を受けた人は満足感を得や

すい傾向がうかがえました。自由回答では、40代では、治療をしたことで気持ちが少しずつ安定して、家

族との関係が良好傾向に向かっているなどの、精神的に安心したという意見もありました。50代では、検

査や内診に億劫を感じているものの、更年期という診断を受けて安心することができたという声もあがり

ました。 

また、50代・60代において、サプリメントを活用することで良い影響を感じている意見も見られました。 

 


