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デリケートゾーンのお手入れ、どうしていますか？ 

  

いつごろ、だれから、どんな風に習いましたか？ 

ひょっとしたら、習っていないかも?! 

デリケートゾーンは女性も男性もカラダの大切な部分 

 

ちゃんと知って 

ケアできるようになりませんか？ 
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About Women’s Body 

女性のデリケートゾーンってどんなところ？＜デリケートゾーンの基礎知識＞ 

 

お顔がひとりひとり違うように、外性器もひとりひとり違います。色、場所、全

体の大きさ、クリトリスや小陰唇、大陰唇の大きさ、肉のつきかた、毛の生え

方…  

まずは自分の外性器は普段どういう状態なのかを、自分で定期的に把握

しておくことが大切です。 

 

 

性器の感染防御機能 

膣：膣内は酸性に保たれており、病原体の増殖を防ぐ機能をもっています。 

子宮頸管：子宮頸管から分泌される頸管粘液は、卵胞期は粘度が低く、精

子が侵入しやすく、黄体期は粘度が高くなり、病原体の侵入を防ぐ働きがあり

ます。 

子宮内膜：周期的な再生と剥離を繰り返すため、内膜に感染した病原体ご

と排出される機能を持ちます。 

 

東洋での女性生殖器の神秘的なとらえかた 

・中国では、濃い陰毛は女性の情熱と官能性の豊かさのしるしとされていたようです。ヴァギナや小陰唇の呼び方も、香水や花、宝石等に 

例え、詩的で美しく表現されていました。 

・中国古来の道経でも、女性の性器は聖なるものとして扱われていたようです。特に卵巣と会陰の部分には、強力な陰のエネルギーが蓄え 

られている場所と見なされていました。会陰は、この世と向こう側の世界の間にある聖なる門だと古代では考えていたようです。それは現代 

でも、赤ちゃんがこの世に誕生する瞬間である、出産のシーンで想像できますよね。バラの花びらが開くように、陰部全体が、神秘的に伸び 

て広がります。 

・旧石器時代の出土品の中にも、たくさんの岩に刻みこまれた女陰が発見されています。これは、女性器には強力な魔除けの力や触った 

だけで女性の生殖能力が強まるとされていました。（インドのある地域では、今日でも多産のシンボルとされているものもあります） 

・インドでは、サンスクリット語で「ヨニ」と呼んでいます。古代日本でも、女陰のことを「ホト」と呼んでいました。ちなみに男根のことを「ホコ」と 

呼びました。「ホト」と「ホコ」。かわいい呼び方ですよね。 
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女性のカラダはどう変わる？ 

女性のはじまり・・・二次性徴 

 思春期になると二次性徴が始まります。様々な

ホルモンが分泌され始め、身体と心が急激に変化

して妊娠出産できる体になっていくのです。その始ま

りは 10～14 歳のころ、乳房が発達しはじめること

で性徴を実感することが多いようです。乳房の変化

の他にも、性毛が生えたり、月経がはじまったり、身

体は大きな変化を遂げます。また急激なホルモン

分泌の活性化でホルモンバランスが崩れやすくなり、精神的にイライラして、思春期特有の反抗期となります。この不安定

な時期を乗り越えていくことで、自己が確立し、心も次第に大人へと成長していくのです。 

 

女性ホルモンが安定する成熟期 

二次性徴を迎え、思春期を過ぎ、20 代～30 代の成熟期に入ると、月経も規則的になり、

卵巣の機能も安定してきます。その一方、仕事をはじめたり学校が変わったり、新しい環境に入り

ストレス過多になったり、暴飲暴食、不規則な生活、外食が多い食生活などで生活環境は乱れ

がち。その影響もあって、ひどい肌荒れ、重い月経痛や月経過多、子宮内膜症、子宮筋腫にな

る女性も増える時期です。 

この期間は、妊娠したい女性はいつでも妊娠できるように子宮のベッドを整える時期でもあります。

妊娠を望まない女性でも、あっという間に迎える更年期前期にむけて、カラダを整えておきましょ

う。 

 

女性ホルモンが急激にアップする妊娠期 

妊娠中はエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが急激に増えます。これらのホルモンはメラ

ニン色素の色素細胞を刺激するので、お肌内部のメラニン色素が増えます。乳首や乳輪部、わきの

下やデリケートゾーンはメラニン色素が多いところなので、特に黒ずみが気になるかもしれません。メラニ

ン色素は肌を守る働きもあります。デリケートゾーンの黒ずみは、産道を丈夫にして安産となるように、

そして乳首や乳輪部の黒ずみは赤ちゃんのためではないでしょうか。生まれたての赤ちゃんは、目の前

の色のはっきりした丸いものに反応しやすいと言われています。乳首が赤ちゃんに見えやすく、そして一

日に何度も乳首に吸い付いても耐えていけるように、妊娠中にその準備を始めるのでしょう。 

 

出産時のデリケートゾーン 

出産時に産道の出口が狭めで会陰が伸びにくいときには、会陰切開が行われます。膣口から右斜めか左斜め、または

肛門方向に少しだけ切開を入れます。会陰は赤ちゃんの頭で圧迫されていると感覚がマヒしていて、切開時の痛みは感

じにくいです。赤ちゃんが誕生した後には、会陰をきれいに縫合します。いまは溶ける糸を使うので抜糸はありません。会

陰切開の傷の痛みは人によってさまざまで、数日で落ち着く方もいれば、何カ月たっても痛みや違和感のある方もいま

す。会陰を温めたりオイル湿布をしたりすることがお勧めです。 
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産後のホルモンは「エッチいやいやホルモン」 

産後 1 カ月の検診が終わると、湯船につかってもよいことと、性生活を開始しても OK といわれます。産後は膣のなか

が柔らかくなっているので、お風呂に入ると膣の中にお湯が入ってしまい、お風呂上りに新しい下着をつけたころに膣からお

湯が流れ出ることがあります。気になるときには、湯船に入るときに会陰に小さなタオルを当てるとよいでしょう。また、性生

活が OK と言われても、慣れない育児と頻回授乳で目が回り、とても性生活を楽しむ気分ではないかもしれません。 

さらに、母乳を作るホルモンは性欲を減退させる働きがあります。いわゆる「エッチいやいや面倒くさいホルモン」というわけで

す。そのままセックスレスになって、二人目不妊の原因となることも少なくないです。妊娠出産に伴う体の変化は、長い人

生の中ではホンのひと時の事です。自分の体の変化をよく知って、それをパートナーにちゃんと伝えて「大人の時間を楽し

める二人」になってください。 

 

更年期のデリケートゾーンの変化 

更年期とは、広い意味では４０歳から６０歳までの２０年間。狭い定義では、閉経を中

心として前後５年間ぐらいというところで、これには非常に個人差があります。というのは体質や

仕事、結婚、子供の有無、生活環境などによって、閉経の時期に差があるからです。ただ、カ

ラダの老化は少しずつ始まり、卵巣の働きも低下して、女性ホルモンの分泌が少なくなり、この

影響で、様々な変化が心身に現れてきます。 

更年期におこるはっきりした変化は、月経の不順と停止です。月経周期がいままでより早くなっ

たり、出血の量が多かったり、少なかったり、ダラダラ続いたりすることがあります。これらの月経の

乱れをくりかえしながら、閉経していきます。子宮や膣からの分泌物が出なくなった分、楽にはな

りますが、外陰部にも変化がでてきます。大陰唇のふっくらした感じがなくなり、潤いが乏しくなり、乾燥してきます。このこと

が、それまでと違って、意外にカラダの不調と関係しています。予備知識を正しくもって、この時期をポジティブな気持ちで

迎え入れる心づもりをしましょう。更年期の女性ホルモンの低下は、人によっては、さまざまな更年期特有の症状も引き起

こします。出ている症状が、更年期特有のものなのか、病気で起こっているのかは、自己判断せず、専門家に相談した方

がよいでしょう。 

 

ジェルを使うタイミング 

妊娠したら性交渉はしばらくお休み、という方々がいらっしゃいます。産後も会陰の痛みや育児疲れで眠気に負けてな

かなか性交渉が開始できない方々も多いようです。でも二人目も欲しいし、ということで久しぶりの機会にドキドキしてしま

う時、潤滑剤としてのジェル使用がお勧めです。 

また、女性は更年期になると外性器の潤いが乏しくなり、膣内も乾燥してしまうことが多いようです。このような時にもジェ

ルの出番ですね。性交渉はパートナーとの重要なコミュニケーションの一つです。うるおい不足からくる痛みを我慢しながら

では楽しいひと時となりません。お二人の豊かな時間のために、どうぞジェルをお使いください。 

潤滑剤としてのジェルは様々な製品があります。時にはお口にはいることもあるものですから、自然素材のオーガニック成分

のものがお勧めです。 
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女性の健康バロメーター、オリモノを知ろう！ 

 

月経周期にあわせて、オリモノの分泌も周期的に変化します。厄介者扱いしないで、健康チェックやトラブルの発見のため

に、まずは良く観察しましょう。 

膣内の粘膜は常に湿っていて、膣や子宮から分泌物が出るのは、ごく当たり前のことです。 

 

●オリモノの役割： 

①膣の自浄作用：常に膣を潤し、老廃物を外に排出するほか、ばい菌が入らないようにする役割もあります。 

②受精の手助け：排卵期のオリモノは、精子が子宮内に入りやすくするために、質も量も変化します。 

③体調トラブルを知らせてくれる：性器の炎症、性感染症など、カラダに過労等の負荷がかかり、何か異常があると変化

します。健康な状態のオリモノとそうでない時のオリモノの変化を知っておきましょう。基礎体温を付けてみると分かりやすい

です。 

 

●オリモノの変化のサイクル 

月経前：月経が始まる直前になると、量がやや少なくなり、においがしてきて、薄茶色のオリモノが出てくる場合がありま

す。月経血が少しずつ流れ出ているためで、異常ではありません。 

月経後：月経が 3 日でぴったり終わる人や、7 日間ぐらいだらだら続く人で差があります。 

月経後 2～3 日は、オリモノはほとんどありません。その後、半透明のややべたつくオリモノが出てきます。子宮頸管

に頸管栓とよばれる、こんにゃく状のものが詰まっていて、ばい菌が子宮内に入りこむのを防いでいます。 

排卵期：排卵が近づくにつれて、量が増え、徐々にサラサラした状態に変化します。頸管栓も取れて出てきます。弾力

性のあるオリモノがついていたら、それが頸管栓です。その後、糸をスーッと引くように伸びる透明なオリモノが出てき

ます。これが子宮頸管から分泌される粘液で、精子が子宮内に入りやすくするための変化です。排卵日にもっとも

量が多くなります。この状態が 2～3 日続きます。精子を殺してしまわないように、粘液も酸性～弱アルカリ性に

変わるため、自浄能力は弱まります。 

排卵後：排卵が終わると、オリモノは白く濁ってきて、白色やクリーム色になり、量も減ってきます。膣内も強い酸性に戻っ

て、自浄能力も高まります。 

 

●オリモノで何が分かるか 

①排卵の時期とホルモンバランスがとれているかがわかる 

②避妊に役立つ 

③健康のバロメーター：オリモノは病的とは言えないものがあります。ストレス、便秘、体力が消耗した時、不潔な状態で

のセックスなどで、一時的に自浄作用が乱れます。また肛門に近いため、大腸菌が入る場合もあります。病的なオリモノは

豆腐カスのようなもの、黄緑色がかったもの、茶褐色の出血、悪臭と感じるほどのにおい、など普段とは違って気になる点

があったら、医師に相談するとよいでしょう。 
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●年齢別膣内環境の違い～膣には膣の乳酸菌がある 

膣内ではエストロゲンの作用によりグリコーゲンが作られています。これが常在菌であるデーデルライン桿菌（乳酸菌）

により乳酸に換えられ、pH3.8～4.5 に保たれ、酸性環境に弱い病原体の侵入や増殖を防いでいます。そしてその状

態は、小児期、性成熟期、シニア期と変化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳酸菌というと腸内細菌と思いがちですが、実は膣内でも乳酸菌の仲間が大活躍。しかし、シニア期（更年期）になる

とオリモノも減り、膣内の自浄作用も減少しますが、外部刺激も減り、常在菌にしっかりと守られてきます。健康でさえあ

れば、自然のカラダのメカニズムは素晴らしいですね。 

 

●月経の定義 

 

 正常範囲 種類 定義 

開始 10～14 歳 
早発月経 

遅発月経 

10 歳未満で初経が発来したもの 

15 歳以上で初経が発來したもの 

閉止 43～54 歳 
早発閉経 

遅発閉経 

43 歳未満で閉経したもの 

55 歳以降で閉経したもの 

量 20～140ml 
過多月経 

過少月経 

出血量が異常に多いもの（140ml 以上） 

出血量が異常に少ないもの（20ml 以下） 

持続日数 ３～７日間 
過短月経 

過長月経 

出血日数が２日以内のもの 

出血日数が８日以上のもの 

周期 25～38 日 
無月経 

頻発月経 

揮発月経 

月経がない状態 

24 日以内で発來する月経 

39 日以上３か月未満で発來する月経 

 

（出典：日産婦誌６３巻１号） 

 

小児期 性成熟期 シニア期 

自浄作

用 

エストロゲンの分泌が

不十分なため、膣内

の自浄作用が弱い 

エストロゲンが十分に分泌され

るため、膣内の自浄作用が機

能する 

エストロゲンの分泌が不十

分なため、膣内の自浄作

用が弱い 

膣内の

状態 
極めて感染に弱い 感染に強い 極めて感染に弱い 

膣内 pH ほぼ中性 酸性 ほぼ中性 

感染の

経緯 

局所の不潔により、

大腸菌などに感染 

性交により様々な病原体に感

染 

退行性委縮により、常在

菌が繁殖しやすい 
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About Women’s Trouble 

エストロゲンが影響する女性特有の病態や疾患 

女性は小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期と男性よりも多くのライフステージに分けられます。思春期になると

卵巣から女性ホルモンの一つエストロゲン（卵胞ホルモン）が分泌され、１２歳頃に初潮がきて排卵するようになると、

黄体ホルモンも分泌されます。これらのホルモンはライフステージごとにホルモンレベルが大きく変化するのが特徴です。 

その中でも、エストロゲンはほぼ全身に受容体があるので、子宮・卵巣・乳房などいわゆる女性の性器以外にも全身に影

響を与えます。その変化により、様々な病態・疾患が全身に起こってきます。 

 

 

 

（参考：ハッピーライフのために女性が知っておきたい 30 のこと 吉村䅈典編著 毎日新聞出版） 

 

 



 
 

10 

こんな症状があったら注意～女性のデリケートゾーンに起こるトラブル 

●黒ずみが気になる・・・と感じたら 

きつい下着による圧迫やナプキンによる刺激、長時間の座位仕事による圧迫、乾燥、あせもが原因の皮膚の炎症、陰毛処理でカミソリ、

毛抜き等を使った刺激による炎症、性病や病気によって起こる炎症があります。 

過度な圧迫や刺激をなるべく避け、炎症の度合いによっては皮膚科などを受診しましょう。 

 

●ひりひり痛い、かゆい、不正出血、オリモノがおかしい・・・と感じたら 

かぶれやかゆみはムレやオリモノ、ナプキンによるかぶれ、汗などが原因のことが多いですが、なかには大腸菌やブドウ球菌などの細菌が原因の

感染性外陰炎や膣炎・性病の症状としてのかゆみもあります。カンジタ菌は常在菌ですが、風邪や夜更かし、過労、ストレス、抗生物質

（抗菌剤）の内服などによって増殖し、オリモノ・かゆみなどの症状が起こります。 

→膣炎 

 体調を崩して抵抗力が弱まり感染を起こす場合と、性交による感染があります。膣の組織が赤く腫れ、ひりひりします。オリモノが増え、悪

臭があり、痒みや焼けるような感じがすることもあります。症状に合わせた薬を使わないとこじらせることがあるので、早目に婦人科を受診しまし

ょう。 

→不正出血 

月経でもないのに、膣や子宮から出血した場合を総称して、不正出血と言います。原因で最も多いのが、ホルモンの異常による機能性出

血です。更年期など、卵巣の働きが充分でない時期に多い出血です。 

その他、排卵期出血があります。セックスした刺激で、オリモノに血が混ざっている場合、子宮頚部びらんやポリープが考えられます。 

また通常時のオリモノに血が混ざっているのに、痛みやかゆみがない場合は、子宮頸がんも考えられます。オリモノが増え、痛みやかゆみを伴う

不正出血の場合、膣炎の疑いや、クラミジア、子宮頸がんなどの病気が見つかる場合もありますので、不正出血があった場合は、悩まず婦

人科を受診しましょう。 

 

→性感染症（STD: Sexually Transmitted Disease・STI: Sexually Transmitted Infection） 

性感染症とは、セックスやキスなどの性的な行為によって感染するすべての病気のことをいい、その種類は 10 種類以上にもなります。具体

的にはクラミジア・梅毒・HIV/AIDS・子宮頸がんなどがあります。症状によって考えられる性感染症はまちまちですが、オリモノが多かったり、

血が混じったり、においが気になったり、性器周辺にかゆみや痛みを感じたらすぐに受診しましょう。放っておくと不妊症の原因になることもありま

す。 

特に最近、若い女性の感染が増えている「梅毒」は、性器、肛門、唇などに、痛みをともなわないしこりや腫れができますが、3 か月くらいで

自然に消えてしまいます。病気が進むと全身のリンパの腫れ・関節痛・発熱・倦怠感・頭髪の脱毛など、さまざまな症状が現れます。妊娠中

の女性が感染すると胎児にも影響があり、事態は深刻です。 

多くの感染症は症状がほとんど現れず、知らないうちに感染していることもあります。エイズを除くほとんどの感染症は、早期に発見して治療

すれば治すことが出来ます。（エイズも早期発見で、平均寿命近くまで命を全うできる病気になってきました。）その場合、男性は泌尿器

科、女性は産婦人科・婦人科・女性泌尿器科で診察を受けます。 
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●下腹部痛や月経痛がひどい・・・と感じたら 

→月経困難症 

月経が始まる時期、ホルモンが大きく変化し、自律神経機能も影響を受けます。その結果、日常に支障をきたすほど、月経中に下腹部

痛や腰痛、頭痛、吐き気、肌荒れなど様々な不快症状が現れます。過労、精神的ストレス、運動不足や冷えなどで骨盤内がうっ血すること

によって、痛みがひどくなる場合があります。痛みの感じ方は人それぞれですが、日常生活に支障がある場合は、一度受診した方がいいでしょ

う。痛みを和らげる漢方薬もあります。ただ、素人判断は禁物。医師の指導を受けながら、服用しましょう。 

 

→子宮内膜症 

主な症状はつらい月経痛です。ズキズキと耐え難い痛みの事が多く、月経の回数を重ねるごとにその痛みが強くなります。腰痛や排便痛、

性交痛などの訴えも多いです。子宮内膜症は子宮内だけでなく、飛び火して増殖を始めると、徐々に症状が悪化します。卵巣に発症すると

チョコレートのう腫となり、卵管、仙骨子宮靭帯や子宮と直腸の間（ダグラス窩）など骨盤内にも発生します。またまれにではありますが、発

生するのは骨盤内だけとは限らず、肺や肝臓、へそ、膀胱、皮膚、横隔膜など、体中どこでも発生する可能性があります。命にかかわる程の

病気ではありませんが、放置しておくと、子宮や卵巣摘出という事態にもなりかねません。不妊などにも関わってくるので、月経痛が強い人は、

早期発見、早期治療が肝心です。医師とよく相談をして治療法を決めていくことが大切です。 

 

→子宮筋腫 

子宮の筋肉の一部が変化し、コブのようなできもの（腫瘍）ができる病気です。良性の腫瘍ですが、婦人科で扱う疾患のなかでもっとも

多いです。筋腫の大きさは大豆から大人の頭大まで様々です。筋腫はたいていの場合は多発性です。子宮の大きさは鶏の卵大で、多数の

筋腫が同時に多発すると、発生した部位によっては子宮の大きさが２０ｃｍ以上に肥大することもあります。発生場所は子宮内膜の粘膜

下、子宮筋層内、子宮の外側にできる筋腫が主です。どこの部位に、どれだけの大きさのものができるかで、主な症状が違ってきます。 

 

→子宮腺筋症 

子宮内膜症と似た病気に子宮腺筋症があります。子

宮内膜症が子宮の筋肉の中で起こった状態のことで、月

経のたびにその場所からも出血が起こるため、強い月経痛

や月経過多などが起こります。 

 

→子宮頸がん 

20 代後半から増え始め、30 代後半が発症のピークと

なります。初期の自覚症状はほとんどありません。前がん状

態である異型性の状態で見つけて治療することが重要で

す。そのためには 1～2 年に 1 回の子宮頸がん検診がお

勧めです。セルフチェックキットもあるので、20 歳を超えて、

性交渉の経験がある人は必ずチェックを！ 

                                                                        

（図 出典：京都府立医科大学） 
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性感染症（STD・STI）とは 

デリケートゾーンケアは毎日のセルフケアが大切ですが、もう一つ、命にもかかわる注意すべき点があります。 

それが、性感染症についてです。 

STD は sexually transmitted disease。STI は sexually transmitted infection の略です。違いは「Disease

（病気）」と「Infection（感染、感染症）」。 性感染症は、感染者が無症状で医師も患者も病気（Disease）と

認識することができないまま感染源となる場合が多いことから、Infection を使うべきだとする見解があり、英語圏ではそ

の場合は「STI」が使われています。 

性感染症とは、セックスやキスなどの性的な行為によって感染するすべての病気のことをいい、その種類は 1０種類以上

にもなります。具体的にはクラミジア・梅毒・HIV/AIDS・子宮頸がんなどがあります。 

多くの感染症は症状がほとんど現れず、知らないうちに感染していることもあります。 

エイズを除くほとんどの感染症は、早期に発見して治療すれば治すことが出来ます。 

その場合、男性は泌尿器科、女性は産婦人科・婦人科・女性泌尿器科で診てもらいます。 

 

性感染症防止の３原則： 

No Sex（セックスをしない） 

Steady Sex（パートナーを定める） 

Safer Sex（コンドームを必ず使用し、より安全なセックスをする） 

そして、自分を大切にして、相手も大切にするには、正しい情報を得て 

・STD・STI を知ることが大切。 

さらに 

・sex の前には必ず清潔にする 

・ワクチン（HPV・HBV）を受け予防をする 

・定期的に検査を受けること                     

が重要です。 

 

大人である私たち自身はもちろん、１０代の子供たちにもダメダメではなく正しいセルフケアの知識、情報を伝えていくこと

が、これからの大人の使命です。 

大人の私たちも「実はあまり知らない」ではすまされません。 

自分の性、パートナーの性を知ることは、素敵な大人のたしなみです。 

 

泌尿器科医 岩室紳也先生のホームページ（http://iwamuro.jp/）） 

では正しいコンドームのつけ方、使い方が掲載されています。 

一度参考にしてみてはどうでしょうか？ 

 

 

では、それら性感染症の詳細、実情そして症状と治療について詳しく学びましょう。 

 

性交時に男女ともにカラダ、とくに男性器を

キレイにすることは、子宮頸がんのウィルス

感染予防に有効といわれています！ 

 

http://iwamuro.jp/
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子宮頸がん 

 

子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、20 歳から 30 歳代を中心と

した若い女性に急増しています。 

HPV（Human papilloma virus）もセックスで感染します。ごくあり

ふれたウィルスなので、セックスを経験した女性の約８割が一生の内に一

度は感染するといわれています。 

ヒトパピローマウイルス（HPV）は、大きく 2 種類に分けられます 

・「良性型」のヒトパピローマウイルス ・・・ 尖圭コンジローマの原因 （イ

ボなどができる） 

・「悪性型」のヒトパピローマウイルス ・・・ 子宮頸がんの原因（ウィルス 

（イラスト引用：http://kompas.hosp.keio.ac.jp/）   感染のみで、がんになるわけではありません） 

HPV は現在 100 種類以上の型が報告されていて、大まかにはがんの原因になるか否かによって「良性型」か「悪性型」かに

分類されます。子宮頸がんは年間約 10,900 人発症し、約 2,900 人が死亡する病気です。（人口動態統計 2014

年） 

 

①性交渉でうつる→コンドームだけでは防止できないので、パートナーの手指を含め、性行為前にシャワーなどでお互いのカラダ

はもちろん男性器を清潔にすることが大切。 

②8 割が一生に一度は感染するといわれ、感染しても自然に治る人もいるが、持続感染によりガン化するケースもある→

人間のからだには免疫があるので、だいたいは感染しても治ります。でも、感染の機会が多かったり、ストレスなどで免疫力が低

下している時にはがんに移行してしまうこともあります。 

③20～30 代の若年女性に急増している→子宮頸がんは「マザーキラー」とも呼ばれています。子育て中の母親が、幼い子

供を残して先立つケースも多くあります。産後だからといって安心せず、継続的に検査を受けましょう。 

④ワクチンですべての HPV は防げない→日本では 2009 年 10 月に悪性型 HPV のワクチンが承認されましたが、ワクチン

を接種した人でもすべての HPV を防止できるわけではありません。ですので、性体験がはじまったら、１～２年に１度は産婦

人科・婦人科で検診を受けることが重要です。 

⑤月経以外の出血があったらすぐに婦人科にいきましょう！ 

 

症状： 

初期にはほとんど症状がないので、早期発見のためには検診を受けることが大切です。進行にしたがい、おもな自覚症状として

不正性器出血（月経以外の出血）や帯下（おりもの）の増加などが見られます。下腹部痛、腰痛、下肢痛や血尿、血

便、排尿障害が現れることもあります。 

 

治療： 

子宮頸がんの治療には、手術（外科治療）、放射線治療、抗がん剤による化学療法があります。早期であれば子宮頚部

の円錐切除によりその後の妊娠が可能ですが、進行したがんでは子宮や卵巣を切除しなければなりません。 
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クラミジア 

 

症状：クラミジアトラコマティスという菌が原因。男女とも感染してもほとんど症状がでないことが多い

ので、感染に気づかず病気を広めてしまう事になります。 

男性は尿道炎を起こすため、排尿時の痛みや尿道から膿が出るといった自覚症状が見られることが

あります。 

女性は、子宮頚管炎(子宮の出口の炎症)が起きると水っぽいオリモノが増えたりオリモノに少量の出

血が混ざったりする事があります。尿道や膀胱に菌が入ると、頻尿や排尿痛などの膀胱炎症状を引き起こします。炎症がお腹

の中まで拡がると、腹痛・発熱などの症状が出る場合もあります。 

クラミジアによる炎症が卵管に拡がると「卵管炎」を引き起こし、卵管閉塞の原因となり、卵管閉塞になると、将来、卵管性不

妊や子宮外妊娠のリスクが高くなります。 

 

検査： 男性は尿を使うか尿道の細胞を擦り取って検査。 

      女性は子宮頚管の分泌物を拭い取って検査。 

 

治療：ジスロマック 500mg を 2 錠 または 250 mg を４錠 飲む。 
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梅毒 

厚生労働省によると、1999 年に 751 件報告された梅毒患

者は 2003 年には 509 件と減少傾向にありましたが、2013 年

に 1000 件を突破し 1228 件、2014 年には 1683 件と増加の

一途をたどっています。最少期と現在の患者数に６倍もの差があ

り、いかに梅毒が流行しているかがわかります。 

梅毒の患者が増加した原因としては、性産業の多様化、不特定

多数間での性交渉、MSM（男性間性交渉者。Men who 

have sex with men）間での性交渉の増加が背景にあると考

えられています。 

梅毒の大半は性交渉により感染しますが、梅毒トレポネーマは胎盤を通じて胎児にも感染します。このような

ケースは先天梅毒と呼ばれており、胎児が妊娠早期に感染した場合は死産・早産の原因になるといわれて

います。先天梅毒は、たとえ患児が無症状であったとしても疾患が生涯にわたり潜伏するため、成長する段

階で何らかの症状を引きおこすことがあります。妊娠初期に梅毒感染に気が付き、治療すれば先天梅毒に

ならずに済みます。妊娠したら、必ず妊婦検診を受けましょう！（妊婦検診未受診の人の中で梅毒感染が

ある方のベビーが先天梅毒になっています） 

 

症状と治療： 

第一期梅毒（感染後３週間）：合成ペニシリン剤を２～４週間内服 

 ● 痛みのないしこりができる 

   感染したところ（性器、口、肛門、手指など）の皮膚や粘膜に、しこり（軟骨の 

   硬さ程度、小豆から人差し指の先位までの大きさ）ができます。その後、しこりの 

中心部が硬く盛り上がります。 

 ● 痛みのないリンパ節のはれ。太ももの付け根の部分がはれます。 

  ※これらの症状は、放置しておくと 2～3 週間で消えます。 

第二期梅毒（感染後３か月）：合成ペニシリン剤を４～8 週間内服 

   病原菌が血液に入り、全身に広がります。 

 ● ピンク色の円形のあざ。体の中心線にあたる部分を中心に顔や手足にできます。 

 ● 赤茶色の盛り上がったブツブツ。小豆からえんどう豆くらいの大きさのもの 

 ● 脱毛症状 

  ※これらの症状は、3 ヵ月から 3 年続き、自然に消えます。 

第三期梅毒と第四期梅毒は、現在ではほとんど見られません。 

母子感染で起こる「先天梅毒」が大きな問題です。胎児に感染するのは、妊婦が第 1 期～第 2 期梅毒で、治療を受けていないケースで

す。また、胎児が胎盤を通して感染するリスクは 60～80％とされ、かなり高確率と言えます。 
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エイズと HIV 

 

原因と症状： 

Human（ヒト）  Immunodeficiency （免疫

不全） Virus（ウィルス） の略 

 エイズ AIDS とは、HIV に感染して起こる病気で、

感染すると病原体などから体を守る「免疫」という働き

が破壊されていきます。その結果、様々な感染症など

にかかります。このように免疫が働かなくなる状態を免

疫不全といいます。 

 

（出典：世界エイズ予防研究財団 日本事務所 HP） 

 

 感染経路は 3 つです。 

    １、性行為による感染：相手がウィルスをもっていると粘膜や傷口から感染                   

    ２、血液による感染：注射器の共有（注射の回し打ちなど） 

    ３、母子感染：妊娠中母体内で、または出産、授乳時に 

しかし、 

・HIV は感染力が弱く、感染経路も限られるので、普段の生活で感染することはない。 

・握手などの普通の接触では感染しない。お金や品物の受け渡しも心配ない。インフルエンザのように飛沫感染もしない。 

・クラミジアなどの性感染症にかかっていると性器の粘膜が傷ついている可能性があり、HIV が侵入しやすくなるので感染の危

険性が増す。 

・HIV に感染したかどうかは、血液検査をして初めてわかる。検査は保健所（匿名無料）や医療機関で受けることができる。 

・HIV に感染しても治療をすればエイズ発症を遅らせることができる。 

という点においては、正しい認識の普及が必要です。 

先進国で日本だけが患者数が増え続けています。 

正しくコンドームを使用することで予防できます。 

 

治療： 

抗 HIV 療法は、ART（Antiretroviral Therapy）とも呼ばれています。HIV を抑え込むための１～３種類以上の抗

HIV 薬を内服します。現在の薬剤では HIV を死滅させる作用はないため、複数の薬剤で HIV を抑え込む必要があるので

す。 
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産婦人科へ行こう！ 

●産婦人科ってこんなところ～産婦人科・産科・婦人科の違いと選び方 

「産科」は、妊娠・出産・産後など、出産に関係することを扱います。「婦人科」は、女性生殖器の様々な症状、腫瘍や

性感染症、月経不順や不妊、更年期障害などを扱います。「産婦人科」はその両方を扱います。 

妊娠の可能性がないのに産婦人科を受診するのは、ドキドキするかもしれません。月経不順・不正出血・下腹部痛・お

りもの異常・月経日変更などの、女性特有の症状を診て欲しいときには婦人科がよいでしょう。 

●女性はかかりつけ医をもちましょう 

女性のライフサイクルは思春期、性成熟期、更年期、老年期と年代によって分かれ、それぞれのサイクルで健康リスクが

異なります。またライフスタイルも多様化しているので、組み合わせを考えると発生するトラブルも非常に複雑になってきま

した。妊娠したら行くところとか、病気になったら行くところということではなく、自分のライフスタイルや健康状態を把握してく

れている産婦人科や婦人科のかかりつけ医がいれば安心です。些細なことでも、心配なことがあれば相談できると心強い

ですね。 

●こんな気になる症状は最近増えてきた「女性泌尿器科」に 

尿モレや頻尿で困ったことはありませんか？加齢や産後、歩いたり、落ちているものを拾っただけで尿モレする人が増えて

います。しかし、命に別状ないからとか、受診するのが恥ずかしいからと、ガマンしている人がとても多いのが実情です。そん

なニーズに答えて、最近は「女性泌尿器科」が増えてきました。骨盤底筋を鍛え、食事に気を付けるなどのセルフケアでの

解消方法の指導をはじめ、薬を飲む、手術を受けるなどで、尿モレの悩みが解消できるようになってきました。女性にスポ

ットを当てた女性泌尿器科なら、受診しやすく、より具体的なアドバイスが期待できます。 

●覚えておいて！産婦人科受診 「３のルール」 

女性特有の気になる症状の相談窓口は産婦人科ですが、どのくらいの症状なら行くべきなのか、行ったらいいのか迷いま

すよね。そんな時、以下の「３のルール」を覚えておけば安心。こんな症状が気になったら、すぐに産婦人科に相談に行き

ましょう！ 

 １．１か月に３回月経がくる 

 ２．３か月月経がこない 

 ３．３週間月経が続く 

 ４．１回の月経で３個を超える鎮痛剤を使うほど痛い 

 ５．昼間に夜用ナプキンが３時間持たない 

覚えやすいキーワードなので、月経がはじまった女の子にも、妊活中の女性にもぜひ教えてあげたいですね！  
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セルフチェック 

●セルフチェック キットをご存じですか？ 

 

「おかしいな、でも病院は怖い・・・」悩んでいる間にひどくなってしまうことがあります。 

病院にいかなくても、STD・STI をセルフチェックできる検査システムがあることをご存じですか。 

検査キットを郵送でおとりよせし、自分で検体を取り、送り返して、結果はあらかじめ割り当てられた ID とパスワー 

ドで守られたサイト内の自分のマイページから見ることができるシステムです。パッケージは検査キットとはわからないような

包装なので、安心。結果はスマホでも簡単に確認できるので便利です。 

 

【注意】ただし、クラミジア、子宮頸がんなど膣内の分泌物や細胞を採取するタイプの検査は、自分では必ずしも採取す

べき組織が採取できているとは限りません。セルフチェックの検査結果を過信することなく、心配な症状のある時は必ず病

院を受診して、医師に検体採取をしてもらうことをお勧めします。 

 

 

 

●性病検査 STD チェッカー 

クラミジア、淋菌、HIV（エイズ）、梅毒、B 型肝炎、クラミジア（のど）、淋菌（のど）など、２４パタ

ーンの検査キットからご自身が心配なものを選んで。 

￥4968～￥21870（税込）STD 研究所 

http://www.std-lab.jp/shopping/    

 

●子宮頸がんチェッカー 

タンポン式の検査キットで、自宅での子宮頸がんチェックが可能に。無料のチャート式のチェックシートもあ

り。 

子宮頸がん検査 自己採取キット￥5000（送料￥510）（株）メディカルインテグレーション   

https://hebeco.stores.jp/items/56d520e33cd482fb3b000aa8 

 

 

  

http://www.std-lab.jp/shopping/
https://hebeco.stores.jp/items/56d520e33cd482fb3b000aa8
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About Women’s Care 

デリケートゾーンケアで Pubic Beauty に 

普段意識をむけている人が意外と少ないデリケートゾーン=Pubi（陰部）。 

間違ったケアの仕方でかえって自浄作用を失っていることも。毎日ケアすることで、不調や変調にいち早く気がつくこともできま

す。デリケートゾーンは、全身の健康と繋がった部分と東洋医学ではいわれています。きちんとお手入れしてあげれば、血行もよ

くなり、あたりまえと思っていた月経痛も軽減。かゆみの原因となる、長い時間あてっぱなしのナプキンやオリモノシートによるかぶ

れも防止できます。 

 

Daily Wash & Wipe Care 

～毎日の習慣にしたい正しい洗い方、拭き方、保湿の仕方 

 

オリモノシートを毎日あてている方に多い、かぶれによるかゆみ。毎日、外性器をクリーンにすることでかなり改善されていき

ます。ただし、洗うのは外性器のみであることがポイント！ 

内性器（ちつ内）は常に pH4 程の弱酸性に保たれ、デーデルライン桿菌という乳酸菌などに守られている部分。 

石鹸やワイプ（拭取り用のシート）などで洗ってしまうと、これらの自浄作用が低下してしまうので注意が必要です。 

 

その１：How to Wash & Care 

①デリケートゾーンも洗えるソープを泡立てたもので優しく洗います。指の腹を使って、傷つけないように気を付けて。 

②前から順に、鼠径部から足の付け根、内股、恥

丘、大陰唇、小陰唇、 部分と洗っていき、最後

に手をお尻の方に廻して、会陰、肛門、尾骨、仙

骨の順に洗いましょう。 

 

 

③陰毛は、根元の肌を撫でるように、やさしく洗い、最後に手で軽く毛の流れに

逆らう様にひっぱり、抜ける毛は抜いてしまいます。陰毛も、他の体毛と同じく周

期的に抜けるものです。 
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④鏡でチェックして恥垢が溜まっていないか確認します。最後にシャワーですすぎ、恥垢（外陰

部のひだにたまっている白い垢）やティッシュがついていないか確認してやさしく洗い流します。 

 

 

⑤V ゾーンや足の付け根、尾骶骨のあたる部分などは、日常生活の中で圧迫されている時

間が圧倒的に長い部分。うっ血による血行不良で黒ずんだり、かさつきのある人は意外と多い

もの。お風呂あがりに、この部分をデリケートゾーン用の乳液やオイルなどで軽くマッサージ。リンパに近い部分なの

で、下半身の代謝も上がり血行もよくなり、冷えも解消。結果、黒ずみもとれてきます。露出の増える春夏にな

ってから慌ててではなく、デイリーのお手入れの習慣にしたいですね。 

 

その２：How to Wipe 

●月経時やスポーツなど汗をかいた後、夏の蒸れる時期などムレやベタつきが不快なときは、ワイ

プでさっとひと拭きしましょう。ほっておくと痒みの原因になります。洗い方と同じように前から後ろが

原則です！ナプキンやオリモノシートを取り換えるタイミングがおすすめです。 

 

●仕事で疲れてしまい、お風呂に入るのも面倒という時にも、さっとひと拭き。さっぱりして休みまし

ょう。 

 

 

●経皮吸収に気を付けたいデリケートゾーン 

 

経皮吸収という言葉をご存じですか？デリケートゾーンの経皮吸収率は腕の内

側を１とすると 40 倍以上。粘膜そのものの部分もあるため、とてもデリケートで

す。食べるものと同様に、肌に吸収される成分もできればオーガニックでやさしいも

のを選びたいですね。 

一般的なケア商品の多くには陰イオン界面活性剤であるラウリル硫酸 Na、安息

香酸 Na、水酸化 K、メチルパラベン、プロピレングリコールなどアレルギー症状を

引き起こす物質が多く含まれています。 

化学的な合成界面活性剤や殺菌成分は、もともと皮膚の表面にある自己洗浄

能力ももつ常在菌を洗い流してしまい、私たちがもっている自然のバリアを取り除

いてしまうことで、アレルギーやかぶれなど皮膚炎を起こすこともあります。 

粘膜に近い経皮吸収率の高い場所だからこそ、こういった化学物質のできるだけ

含まれていない、オーガニック認証を得た安全な商品を選びたいですね。 

※経皮吸収に関するデータは男性被験者によるもののため、実際のデータには「陰嚢」と書いてありますが、女性にとっての陰嚢部分は陰部にあたるため、「陰部」の経皮吸収率のデ

ータとして参照しています。 

※参考文献：Feldmann RJ, et al., J. Invest. Dermatol., 48, 181-3, 1967 

カラダの部位 経皮吸収率 

頭皮 3.5 

ほお 13.0 

あご 6.0 

背中 1.7 

脇の下 3.6 

腕の内側 1 

手のひら 0.83 

陰部（陰嚢） 42.0 

足首 0.42 

足の裏 0.14 
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デリケートゾーンコラム：世界と日本のデリケートゾーンケア～アンダーヘアどうしてる？ 

アンダーヘアの処理もデリケートゾーンケアの一つと世界では考えられています。しかし、アンダーヘアについては世界でも様々・・・

まさに国民性がでている部分でもあります。日本と世界、どんな違いがあるのでしょうか。 

●日本・・・デリケートゾーン専用のケア商品に興味がある人は 41.3％。過去に使用していた人は 30％。現在使用しているは

26.7%と 4 人に 1 人が現状。放置している人が多いことがわかります。デリケートゾーンのケアについては、小学校の保健体育の

授業で二次性徴を習う以外は、妊娠などの機会がないと聞く機会さえないのが実情のようです。アンダーヘアのお手入れも一部の

女子がビキニラインの脱毛をするくらいでしょうか。脱毛ケアはあまりメジャーではありません。 

●アジア圏・・・他の文化圏に比べて「ありのままの生え方」の女性が多いようです。 

●アメリカ・ヨーロッパなどの西欧文化圏・・・比較的アンダーヘアの処理やデリケートゾーンのケアへの意識が高いです。女の子は小

さいころからデリケートゾーンの洗い方やヘアのお手入れを母親に教えられることがあります。 

●ブラジル・・・ブラジリアンワックスの名の通り、アンダーヘアのお手入れにはとても意識が高い国です。リオのカーニバルで着るような

極小ビキニを履きこなすために、ヘアはＶＩＯともきれいに整えている人が多いようです。また、小陰唇がビキニからはみ出さないよう

に切除する手術に対する抵抗が、他の国に比べて低いと言われています。 

●イスラム圏・・・裕福な国ではワキ・アンダーヘアともにお手入れが常識の国が多いようです。宗教上ビキニを着て海で泳ぐことはな

いのに、女性の美意識がデリケートゾーンまで及んでいます。 

美容の先端技術を持つ日本や韓国などでは、最近になってやっとアンダーヘアの脱毛お手入れに意識が高まっています。アンダーヘ

アのお手入れスタイルは国によっても様々で、クラシック V ライン ブラジリアン、メトロチケット、つるつるなど、女性が自由に選んでい

るのです。 

 

アンダーヘアお手入れしていますか？ 

陰毛は今でも必要？～人生 100 年時代の新常識かも？ 

陰毛や腋毛などは昔、人間が裸に近い恰好で生活していたことの名残ともいわれていますが、現在の私たちは洋服をきていて、保

温は十分。もはや、陰毛は必要ないととらえる国も多いようです。陰毛によって隠れてしまうために、かえって不潔になったり、蒸れて

しまったり。適度なお手入れはこれからの常識かもしれません。また人生 100 年時代を迎え、いつ自分が介護状態になるかわかり

ません。介護の下のお世話では、陰毛がない方が排泄物を拭きやすく、匂いの問題もクリア。気持ちよく介護を受け、介護をしても

らうためにも、陰毛の処理はこれからの高齢化社会の常識となるかもしれません。 

長すぎる陰毛はこまめにカット！ 

陰毛の濃さや長さは実は男性ホルモンと女性ホルモンのバランスによるものだということをご存じですか？そのバランスは人によって

様々。これが正しいというものはありません。でも、陰毛が長すぎたりすると、月経血がこびりつき細菌が発生し、そこからトラブルの元

になったりするので、こまめにカットするのがおすすめ。陰毛が濃いタイプの人は要注意です。また、陰部に湿気がこもって蒸れなどで

かゆくなるのは、砂糖のとりすぎや生活の乱れによる分泌物異常が原因とも。その場合、月経周期に関係なく、オリモノの量が増え

たり、におったりします。食生活からの見直しをしてみませんか？ 

脱毛後は保湿が肝心！ 

アンダーヘアの脱毛お手入れをした皮膚は、元々毛によって保湿や保護がされていた部分。どうしても乾燥しがちになり、痒みや赤

みがでたりしがちです。デリケートゾーン用のソープでキレイにお手入れした後は、きちんとデリケートゾーン用の乳液などで保湿するこ

とが肝心です。 
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東洋医学からアプローチする女性のカラダのお手当 

 

●現代人は陽に傾きすぎている 

東洋医学ではすべてのエネルギーを「陰」と「陽」に分けて考え、それらがバランスよく廻って

いる状態を健康と考えます。主に「陽」は上半身に、「陰」は下半身の働きに例えられま

す。現代人は「陽」のエネルギーを使う仕事や活動が多く、頭の方でばかり「陽」のエネルギ

ーを使いすぎて、極端に「陰」のエネルギーが枯渇しています。「陰」と「陽」のエネルギーを、

毎日バランスよく廻し続けることが大切なのです。 

 

●女性性のエネルギーは陰の仕事 

女性も男性も生殖器付近を「陰部」といいますが、それは、生殖器が「陰」のエネルギーを蓄えているところだから。女性の

お産のエネルギーはまさに「陰」の仕事。このエネルギーは普段はぐっと蓄えておくもので、心とカラダを休ませなくては溜まら

ないエネルギーなのです。お産のエネルギーとはつまり、女性が本来もっている女性性の発露。つまり出産をしなくても、

「陰」のエネルギーをきちんと整えておくことは「女子力」アップにつながるのです。 

「陰」のエネルギーは月のエネルギー、「陽」のエネルギーは太陽のエネルギーといわれます。なので「陰」のエネルギーを充電

するためには、月が出ている時間はなるべく休息をとる時間にすることが、女子力アップのポイントなのです。 

 

●カラダを支配する五行論の考え方  

 五行論の考え方は、人の体を「肝（木）」「心（火）」「脾（土）」「肺

（金）」「腎（水）」の五つで考えます。婦人科系の疾患に深く関わるも

のは、このうち「肝・脾・腎」 とされています。 

 

●現代の女性は、「肝（木）」「腎（水）」の機能が滞りがち 

「肝」はストレスに弱い部分で、イライラ、怒り、大声を出す、汗をだす、スト

レスを発散する、上に登った気を下げる機能を持つ部分で、自律神経に関

連し、更年期のホットフラッシュなどはこの部分の問題とされています。「腎」

は呼吸の「吸う」動作に関わり、ホルモンの影響がでるところ。冷えやむくみを

起こすといわれており、多くの女性特有の問題の元となっています。東洋医

学の中でのエネルギーの流れを示す経絡の肝経と腎経の流れを整えること

が、これらの問題に有効とされ、特に陰部にはこれらの経穴・経絡が集中し

ています。 

一見、上半身の悩みととらえがちな頭痛や目の痛みなどもこの部分と繋がっ

ており、腰痛、便秘、陰部の黒ずみ、肌荒れ、月経痛、オリモノの異常、子

宮のトラブルなどもこの経絡のケアで解消されます。 
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デリケートゾーンのお手当を意識して女子力アップ！ 

東洋医学では、臓器と感情は繋がっていると考えられています。カラダをきちんとケアすることで、メンタルもポジティブにな

りご機嫌に。自分自身でカラダを整え、女子力をアップできることが、本当に自立した女性への第一歩です。特に女性は

デリケートゾーンにつながる経穴経絡のポイントをしっかり流すことで、カラダ全体のつまりを解消し、頭の方に上がったエネ

ルギーを下にさげ、バランスすることができます。 

 

●「肝経」「腎経」「胃経」のツボ押しでエネルギーの流れを

良く！ 

肝経の「太衡」、腎経の「湧泉」、「太谿」は女性のカラダを整

える特別なポイント。この３点を指圧するとデリケートゾーンは

ほっこり、目も頭もクリアになります。靴下の上からでも OK な

ので、気が付いた時にいつも押しておくと気持ちよく過ごせます

ね。 

さらに実際は消化器の不調もデリケートゾーンの不調に影響

しています。胃経の「足三里」ラインもポイントです。 

 

●子宮につながる「任脈」と「督脈」 

さらに陰部には、臓器とつ

ながる経絡以外に、強い

エネルギーの流れる特殊な

道筋があります。 

その一つが「任脈」で、その

起点は子宮内から起こり、会陰を通って、身体の前面を上方へと流れ、腹部、胸部、

喉を通って、下顎部に終わります。 

もう一つが「督脈」で同じく子宮内から起こり、会陰を通って、尾骨へと向かい、脊柱に

沿って脳へと上昇し、頭頂から口蓋へとつながっています。 

この 2 本の経絡は、エネルギーがループ状に循環する 1 本の回路になります。この重

要な流れは、人体の主要な器官と神経系を通って循環し、内臓の機能や治癒力に

必要なエッセンスを与えます。他の経絡とも接合し影響し合っています。この部分のエネルギーの流れをよくするためには、

会陰部分の流れをよくしておくことが大切です。                                       

（出典・引用：鍼灸経絡辞典 東洋学術出版社 ） 

 

 

 

 

 

【各経絡の主な役割】 

「肝経」：頭痛・眼のかすみ・めまい・イライラ・陰部の痛みやかゆみ・不正出血等 

「腎経」：泌尿器・生殖器系の不調、慢性腰痛、咽頭部痛、歯痛、不眠症、耳・視力減退等 

「任脈」：泌尿器・生殖器系の不調や経絡が通過する部位（腹胸部・喉）の病症を整える 

「督脈」：ショック、精神、泌尿・生殖器系の不調。脊柱のこわばり・痛みの治癒等 
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STEP１ Daily Care～Wash Massage 経絡を意識した洗い方 

「頑張る女性に陰のケア」で女子力アップ 

お風呂タイムに石鹸でカラダを洗うとき、これらの経絡の流れを意識してとりいれてみませんか？ 

デリケートゾーンも洗えるボディソープの泡をたっぷりつけた手の平で、なぜるようにやさしく流すことで、経穴が刺激され経

絡をエネルギーが流れ出し快適に♪終わると陰部もほっこり温かくなり、カラダ全体の血行がよくなることを感じるはず。

（ただし、石鹸をつかっていいのはあくまでも外陰部まで。中には入らないように気を付けて！） 

肝経腎経の流れがよくなると、姿勢がよくなり、歩き方も軽やかになり、脚の疲れを感じなくなります。 

また、目の疲れや腰痛もなくなり、睡眠の質が向上。もちろん、肌のきめが整い、化粧のりも良く。 

メンタルでは、やる気スイッチが入りやすくなり、フットワークが軽くなり、訳のわからないイライラも解消します。 

もちろんボディウオッシュの気分でなければ、オイルでも OK。自分のカラダの声を聴いて、やってみましょう！ 

 

How to 経絡お手当ウォッシュマッサージ： 

① デリケートゾーン用ソープをよく泡立て、手の平全体を使って、優しく撫で洗い

していきます。 

 

② まずはカラダの前面を、鼠蹊部から内股（太ももの内側）を通り、脚の指

先、足の裏まで痛気持ちよいポイントを探して、揉み解すように洗っていきま

す。(前頁の経絡図を参考に！) 

 

③ 陰部を軽く手で揉みほぐすように。（体調次第で OK）軽く洗いながします。 

 

④ 今度は手に泡をたっぷりつけて、背部から仙骨～尾骨～肛門周囲～会陰ま

で手を伸ばして洗います。その時、意識したいのが「お尻（尾骨）を突き出

すようにして」すること。（その姿勢がとりづらい方がいますが、腰がカチカチです。その場

合は、前面をもう１回念入りにやってから（特に湧泉と太衝のポイントの部分）再度背

面をやると、腰が動かしやすくなります。） 

 

⑤ 最後に立ち上がり、太ももの裏をくるぶしまで、ブラシなどでこすり、洗いながし

ます。 
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STEP2  Weekly Care ～Pubic Oil Pack Care 週１ケアで代謝アップ 

オイルパックケアは、女性特有の不調を改善するだけでなく、血行がよ

くなりデリケートゾーンの黒ずみの改善にも効果的。こわばっていた会

陰、外陰部や硬かった膣、肛門まわりも柔らかくなってきます。会陰が

やわらかくなると、頭がクリアになると同時にリラックス効果も。 

入浴でカラダをしっかり温め、毎日続けてこのケアを行うと、早い人で

は１週間ほどで効果があらわれます。毎日は中々難しいという方は、

週に１度、週末の習慣にしてみてはどうでしょうか？ 

ただし、月経が始まって３日間と発熱、食欲不振など体調不調の時

にはやらないでください。妊娠中の方は主治医の指導の元で行ってく

ださい。 

 

How to Pubic Oil Care: お風呂の後、または温かい室内でヨガの「合蹠のポーズ」のイ

メージで、股関節の緊張をほぐす姿勢で行います。 

①膣など粘膜に近い部分に使うものなので、酸化していない安全な肌用の植物オイル

（セサミオイル・アーモンドオイル・グレープシードオイルなど、アレルギーがないことを確認して

選択してください。）を用意します。手のひらにオイルをのせ、手のひらで温めます。オイル

はたっぷりと使いましょう。 

②陰部にやさしく手をあてて、オイルを伸ばしていきます。 

③前側から指の平な部分を使って、大陰唇、小陰唇、会陰にオイルを伸ばします。 

④お尻の方から手をあてて会陰、肛門周辺、尾骨・仙骨全面に優しくオイルでなでるよ

うにマッサージ。オイルの吸い込みがよければ、必要な量を追加します。 

⑤最後に会陰部に中指と薬指の平を置くか、オイルを浸したコットンを置いて、ゆっくり腹

式呼吸をします。リラックスする感覚がでてきたら、充分です。（時間の目安は５～10

分、個人差がありますので、自分のペースで） 

【簡単オイルパック】 

直接陰部に触れることに抵抗がある方は、オイルパックを！5～７ｃｍのカット綿に温め

たオイルをたっぷり浸けて、コットンの上から③以降を行う。または温かいオイルを含ませた

コットンを会陰部分にあて、オイルが下着につかないようナプキンなどを下着の間に挟み、そのまま５～１０分置きます。 

“イタリアの産婦人科医 Dr. クラウディオ・パガノッティ博士は、執筆記事のなかで、会陰マッサージには「女性ホルモンの減少による会陰の基礎栄養欠乏を防

ぐ効果がある」として、妊婦以外の女性にも会陰マッサージを推奨（Il massaggio perineale. Claudio Paganotti.）同じくイタリアの「ブレーシャ助産師

会」も、会陰マッサージを「会陰部の毛細血管の血行を促し、リラックスさせ、細胞組織のコンディションを整える方法として有効。」（Il pavimento pelvico. 

Collegio Ostetriche di Brescia.）“とも。（引用・参考・出典：「ちつのトリセツ」径書房） 

STEP３ Monthly Care～Oil Care in Bath  

オイルケア入浴でホリスティック美活ケア！ 
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オイルケア入浴（なで洗い）は、毎日行い３か月もするとびっくりするくらいデリケートゾーンの不快感や黒ずみが取れてきま

す。デリケートゾーンの不快な症状がとれてきたということは、骨盤内の血行がよくなってきたということ。女性ホルモンや自律神経

の安定にも効果的なので、おのずと体調も良くなり、お肌の調子もよくなります。 

月１のお手入れなら月経の前の週がおすすめです。デリケートゾーンは女性の体調に直結した大切な場所。オイルケア入浴で

美活ケアしてみませんか？ 

How to Oil-Care in bath： 

・お風呂に入る前に、デリケートゾーン用のワイプで陰部全体を肛門も含めて優しく拭いておきます。汚れが気になるなら、一度

シャワーで軽くお股を洗い流して、いったん拭いて水分を取ってください。 

・皮膚に負担をかけないように、肌に良くなじむ天然の植物オイルを使用します。オイルを使用する場合、お湯で肌が濡れてい

る状態ではオイルが吸収されにくいため、水滴はふき取りましょう。 

１．オイルを湯煎で温める 

酸化していない安全な肌用の植物オイル

（セサミオイル・アーモンドオイル・グレープシード

オイルなど、アレルギーがないことを確認して選

択してください。）を用意します。オイルを手の

ひらに５cc 位乗せます。オイルの吸収がいい

方は、更に塗っていただいても構いません。しっ

とりとなる程度が目安ですが、うっすら塗れば充

分です。 

 

２．オイルを塗る 

（順序はご自分でやり易いように変えても

OK） 

①首まわり（特に耳の付け根から鎖骨までの

胸鎖乳突筋ライン）→②耳の付け根  

③両肘と両手首まわり →④脇から二の腕の

内側  

⑤足首から踵 →⑥膝まわり →⑦内股  

⑧恥骨の両脇から足の付け根（パンティライン）に沿って、ぐるりとお尻の坐骨結節周りまで 

⑨仙骨から尾骨まで  

⑩デリケートゾーンと肛門（オイルがついた手で、優しく大陰唇に塗る） 

⑪その他、気になる部分に塗ります。ポイントは体の各関節部分です。関節部分で血行が悪くなります。下半身の問題は上

半身とも関連があります。実際オイル塗布して、実感してみてください。 

 

３．湯船に入る  湯船につかったら、耳の付け根まで、しっかりとお湯につかります。ジーンとお湯が肌からしみ込んでいく感覚

が味わえます。オイルを塗っているデリケートゾーンに意識を向けゆっくり深く呼吸しましょう。 
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４．タオルで撫で洗い  湯船の中で薄手のタオルか浴用手袋を使って、ゆっくり、お湯を動かすようにタオルで撫でていきま

す。肌もピンク色になり、首筋を優しく撫でていると、体全体が温まる感覚が早く実感できます。さらに、脇の下からおっぱい周り

を撫でまわしていると、胸も柔らかくなってきます。特にデリケートゾーンはじんわりと温かい感じが。カラダ全体が繋がっていることを

実感できます。 

 

【注意】 

※お風呂に入らないで、オイルを塗ったまま眠ってしまうことのないようにしましょう。汗をかいて、かぶれる原因になったりします。必ず洗い流しま

しょう。 

※湯船の中でなで洗いしていると、代謝がアップしてくると湯船が濁ってくるのは早くなります。毛穴が広がって、体の汚れが出てくるためです。

石鹸を使って洗うより、クレンジング効果が高く、お肌もしっとりしてきます。 

※汚れたお湯はアルカリウォッシュ（セスキ炭酸ソーダに酵素プラスした洗濯洗浄剤）を大さじ 2 杯ほど入れて排水してください。排水管のお

掃除が楽になります。） 

 

デリケートゾーンのケアは年齢によって変わります！ 

●女性のライフステージに合わせたケアを選ぶ 

成長中の小児期～思春期・性成熟期までは分泌物も多く、活動的で老廃物もたくさんでる時期。そんな時期には pH

バランスが調整されたデリケートゾーンケア用ソープでのケアを。オイルに抵抗感がある方にはマッサージミルクもおすすめ。こ

の世代のデイリーケアは清潔が一番のポイントなので、ワイプやソープでまめに清潔にしましょう。ただし、内性器（ちつ

内）にはつかわないことが大事です。 

更年期前後は、エストロゲン減少により、代謝も落ち、分泌物も減ります。この時期から皮膚に足りなくなってくるワックス

エステルを補うためにも、オイルによるマッサージがおすすめです。体調の変わり目にオリモノが増えたり、尿漏れなどが気に

なる場合は、トイレタイムにワイプで清潔にしましょう。ただし内性器（ちつ内）にはつかわないこと。 

 

●オイルか石鹸か、年齢、季節、寒暖や体質で選ぶ 

デリケートゾーンのケアは季節や寒暖、その時の体調などで変わるもの。それに合わせてオイル・マッサージミルク・ボディウオ

ッシュなどを選ぶと効果的です。 

選ぶポイントは・・・ 

寒い・秋～冬・疲れた時・夜    ・・・オイルがおススメ 

暑い・春～夏・月経前・朝     ・・・デリケートゾーン用ボディウオッシュやマッサージミルクがおススメ。 

また、朝はリフレッシュするような柑橘系の香り、夜はリラックスできるウッディやフローラルな香りのエッセンシャルオイルを 

プラスすれば、香りによりアロマテラピー効果も。 

  



 
 

30 

About Boy’s Body 

男の子のデリケートゾーンってどんなところ？＜デリケートゾーン基礎知識＞ 

お子さんのいる方は男の子のカラダについても「恥ずかしいから」とお父さんまかせではなく、お母さんが知っておくことが大切

です。お子さんのいない方も、パートナーの大切な部分について、きちんと知っておけば、なにか気になる症状を見逃さずに

お互いのカラダを守ることにもなりますね。 

 

【男の子の外性器】 

 

男性の外性器は陰茎と陰嚢からなっています。 

 

陰茎は一般的にはペニスと言われ、幼児語または俗語ではおちんちんと

呼ばれています。1996 年 9 月の泌尿器科学会報に発表された研究で

は、陰茎の弛緩時の平均の長さは 8.8cm、平均の勃起時の長さは

12.9cm と報告されています。この長さは、陰茎を床と水平にして上側

（陰茎背面）の根元（恥骨のところ）から先端までの長さを測ったもの

です。日本のコンドームメーカーの調査では 15.1cm、アダルトグッズメー

カーの調査では 13.56cm というデータが発表されています。勃起時の長さが 4 ㎝以上であれば生殖行為が可能という

ことです。陰茎は自分で上から見下ろすと小さく見え、ちょっと横を見て人のものを見ると大きく見える、という点に注意が

必要です。 

 

陰嚢は精巣と精巣上体が収まっており、幼児語または俗語ではたまたまと呼ばれています。陰嚢は、なかの温度を、精子

をつくるのに適した 32～34℃に保つために体の外側にぶら下がっており、ラジエーター（冷却装置）の役割を果たしてい

るのです。 

 

真性包茎と仮性包茎 

思春期を過ぎても亀頭が皮を被ったままのものを包茎といいます。 

自分で皮をむけないものが真性包茎で手術が必要です。 

日本人男性の 60～80％は仮性包茎といわれています。仮性包茎とは、勃起している時は亀頭が完全に露出します

が、勃起していない時は亀頭が包皮で覆われる陰茎のことです。手で軽くむくと抵抗無く亀頭が完全に露出する場合

は、特に処置の必要はありません。入浴時にむいてきれいに洗う習慣をつけてください。 

手でむこうとしても抵抗がある場合や、包皮口が狭いことで亀頭の露出が難しい場合があります。無理にむいてしまうと嵌

頓（かんとん）包茎になる危険性があるので、このような場合は泌尿器科を受診し、手術や器具による矯正が必要で

す。 
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【男の子の内性器】 

 

男の子の内性器には、精巣・精巣上体・精管・精

嚢・前立腺などがあります。 

 

精巣は睾丸とも呼ばれ、精子と男性ホルモンを作る

器官で、女性の卵巣にあたります。精巣の中には精

細管と呼ばれる細い管が詰まっていて、1 日に７千

万から 1 億個ぐらいの精子を生産しています。古くな

った精子は、分解されて吸収されてしまいます。 

 

精巣上体は精巣の上にあり、精子を一時的に蓄え

ておく役割です。1 日で約 10 億もの精子を貯蔵で

きるといわれています。1 回の射精では１～３億の

精子が放出されます。短時間で複数回数射精すれば一時的に精子の数は減りますが、常に新しいものが作られている

ので精巣上体が空になるということはありません。 

 

精管は精巣上体からでている長さ 35～40 ㎝の精子の通り道で、前立腺の中で尿道とつながっています。この先、精子

が通るのは尿道ですが、射精の時には括約筋がコントロールするので勃起時に精子と尿が一緒にでてくることはありませ

ん。 

 

精嚢はアルカリ性の粘液を分泌し、精子の運動をよくしています。精液全体の約７割はこの精嚢液です。 

 

前立腺は精管と尿道が合流する部分で、弱アルカリ性の前立腺液を分泌します。精液の約 3 割が前立腺液です。  
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About Boy’s Care 

男の子のデリケートゾーンケアの知恵は、親から子へのプレゼントです 
男の子のデリケートゾーンには 5 つの部分があります。陰毛、ペニス、陰嚢部、そして会陰部分と肛門です。 

それぞれのケアの仕方について、知りましょう。男の子なら、お母さんやお父さんと一緒にお風呂にはいっている時期から洗

い方を教えて一生の習慣にしてしまえば、二次性徴以降のトラブル防止にもなります。 

【男の子の洗い方】 

男の子のデリケートゾーンケアには５つのポイントがあります。それぞれの

場所別に洗い方を知りましょう。 

１．陰毛の部分の洗い方 

石けんやボディソープは手やスポンジでよく泡立ててから使いましょう。陰

毛の根元部分もしっかりとマッサージするように洗います。その時に毛の生

え方に逆らって軽く毛を抜くようにすると、抜け毛が下着に着くことが少なく

なります。 

２．ペニス部分の洗い方 

勃起していない状態では、片手でペニスをささえて、皮をむいてしっかり洗

いましょう。亀頭の裏や雁首の部分が汚れるので、そこを重点的に手や

スポンジ、ボディタオルで洗いましょう。 

３．陰嚢部分の洗い方（玉袋の洗い方） 

袋全体の皮膚をしっかりと伸ばしながら洗いましょう。シワがたくさんある部分なので、そのシワに汚れがたまります。手で伸

ばしながら、優しくスポンジやボディタオルで洗いましょう。 

４．会陰部分洗い方 

男性の会陰は陰嚢の付け根から肛門までの部分を指し「蟻の門渡り」ともいいます。陰嚢によって蒸れやすい部分なので、

きちんと洗いましょう。 

５．肛門の洗い方 

今度は肛門の周辺を洗いましょう。肛門のシワの部分を軽く広げるような気持ちで優しく洗います。 

男の子の下着選びはゆったり感がポイント！  

「精子は熱に弱い」ということは多くの方がご存知ですね。精子は精巣でつくられますが、陰嚢（精巣

を覆っている袋の部分）の表面には多くのしわがあります。これは熱に弱い精巣のためにラジエーター

（冷却機）の役割をはたしているのです。そして体の外にぶら下がっているで、さらに冷やされます。

精巣の温度が体温程度（36～37 度）になっただけで、精液中の精子の数が減少してしまったり、

精子の運動率が低下したりして男性不妊症の原因になる場合があるそうです。しかし、せっかく体の

外で冷やしていても、締め付けタイプの下着やぴったりフィットのズボンを常用してしまうと、熱を持って

しまった精巣は精子の生産生能が落ちたり、奇形率がアップ。またムレによる匂いなども気になるところ。下着選びのポイントは、仕事やスポー

ツ時はブリーフ、そしてオフタイムはトランクスやゆったりタイプのボクサーパンツなど、アンダーウエアも使い分けが必要ですね。 
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おススメのデリケートゾーンケアアイテム  Pubicare Organic 

デリケートな場所だからオーガニックを選びたい♪ 

「ピュビケア オーガニック」は天然由来成分 100％、オーガニック成分高配合のデリケートゾーンケアブランド。合成着色料、香料、パラペン、

その他一切の石油製品を使用していません。保存料は天然由来のものを使用しています。 

 

フェミニン シフォン ソープ 220mL 2,268 円(税込) 

デリケートゾーンの pH 値に合わせた弱酸性。ココナッツ由来の低刺激の洗浄成分で優しく洗い上げます。 

まろやかな泡で出てくるフォーミング設計。細かいところまでしっかり汚れを落とし、清潔に保ちます。 

ローズ＆イランイラン、ジャスミン＆ネロリ、ビターオレンジ＆レモンの香りがあります。 

◆天然成分 100％ ◆オーガニック成分 75.5%RY /74.6％JN /75.4%OL ◆ACO 認証取得 

 

フェミニン マッサージ ミルク 125mL 2,484 円(税込)  

ビタミン・ミネラルの豊富なハチミツエキスでしっとり保湿し、ハリのあるふんわり肌へ導きます。肌のコンディショ

ンを整え、乾燥によるくすみをケア、透明感を保ちます。マッサージを加えることで、いきいきとした体へ導きま

す。ローズ＆イランイランの香り。 

◆天然成分 100％ ◆オーガニック成分 95.2％ ◆ACO 認証取得 

 

フェミニン スポットクリーム 15mL 1,944 円(税込)  

デリケートゾーンはまぶたより薄い皮膚で外部刺激に弱く、乾燥しやすい部分。一方で、着衣の蒸れやラン

ジェリー摩擦など 日々過酷な環境にさらされ、トラブルが起こりやすいエリアです。優しくいたわるようにケア

してあげましょう。 クローブオイル、パパイヤ果実エキスが肌荒れに素早く働きかけ、かゆみの発生を防ぎ、 

タイムエキスが清潔に保ちます。健やかな肌へと導く機能性アイテムです。ローズベースのフローラル系の香り。 

◆天然成分 100％ ◆オーガニック成分 82.7％ ◆ACO 認証取得 

 

フェミニン コットンシート 20 枚入り 1,500 円（税抜）5 枚入り 500 円（税抜） 

柔らかなオーガニックコットンに、ローマカミツレ花水やルイボスエキスなどの天然

植物成分をたっぷり含ませたウェットシート。デリケートゾーンの pH 値に合わせ

た弱酸性。外出先でデリケートゾーンのムレや汚れが気になったら、さっとひと拭

きで清潔に。植物の潤いで優しくリフレッシュする心地よさを。コンパクトで携帯に便利な個包

装タイプなので、ポーチに常備できます。 

◆ 天然成分 99.7％  ◆オーガニック成分 88％◆コスモスオーガニック認証取得 

 

アンバサダーによる商品のご購入、講座開講時の無償サンプル請求、講座資料のダウンロードは・・・ 

https://takakura.co.jp/delicatezone-ambassador/pro/ 
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