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序章

最近、「デリケートゾーンケア」ということばをよく目にするようになり
ました。

海外では、女性がデリケートゾーンケアをすることがごく普通のことで
ありますが、日本ではどうでしょうか

少し前まで、デリケートゾーンケアをしているという女性は、日本では
とても少なかったです。しかし、最近はデリケートゾーンケアがメディア
でも取り上げられることが多くなって、関心が高まっています。いろい
ろなケア商品が販売されるようになってきたことからもわかりますよね。

とは言え、まだまだ海外（主に西欧諸国）と比べるとデリケートゾーン
に対しての意識は低いのが現実。

そして、問題なのは、日本の女性にはデリケートゾーンケアの正しい
知識が共有されていないことなのです。

ほとんどの女性が、デリケートゾーンに関しては、「あいまいな知
識」しか持っていないのではないでしょうか。

間違ったケア方法が、デリケートゾーンのトラブルを引き起こし、女性
としての"生活の質"を落としかねません。

デリケートゾーンを正しい方法でケアすることは、女性が自信をもって
快適な人生を送ることにつながります。

なぜデリケートゾーンケアが大事なのか、具体的にどうすればよいの
か、という知識を得ることは、すべての女性にとって必ずプラスになる
ことだと信じています。



3

序章........................................................   2

1.  デリケートゾーンのいろいろな悩み .......................   4

2. 女性が知るべき、デリケートゾーンの7つの重要ポイント ....   5

1) デリケートゾーンの皮膚は、閉経前は強い人と弱い人がいるが、

閉経後は全ての女性が弱くなる ................................   5

2) 丈夫なはずのデリケートゾーンが不調になる原因 ..............   6

3) デリケートゾーンは、経皮吸収率が高い ......................   7

4) 過剰な洗浄が乾燥、感染症、老化を引き起こす ................   8

5) 40歳をすぎたらGSMに要注意 ..............................   9

6) 老化を防ぐには保湿がとても重要 ...........................   10

7) 女性の膣内は常在菌で守られている .........................   11

3. トラブルを引き起こさないために知っておいて欲しい２つのこと・・・ 12

4. デリケートゾーンのお花畑（膣内フローラ） ...............   13

5. 本来持っている自浄作用の重要性 ..........................   14

6. 女性ホルモンがカギ ......................................   15

7. 精神と身体に作用するアロマテラピー ......................   16

8. 女性らしさをアップする２つのアロマオイルとは？ ..........   17

9. 正しいデリケートゾーンケアの３つのポイント ..............   18

1) 洗うのは外陰部のみ ......................................   18

2) お湯で優しく洗う ........................................   19

3) 自然なものを使う ........................................   19

10. 女性の魅力を高め若々しく、人生が豊かになるデリケートゾーンケア 20

11. 理想のデリケートゾーンケアのご提案 .....................   21

12. AROMEDICA フェミノールについて ........................   22

目次



4

年齢を問わず、女性はデリケートゾーンの問題がいろいろと起こります。

でも、なかなか人には相談できず一人で思い悩んだり、そのうち治るのでは
ないかと考えて放置してしまう女性が多いのです。

また、洗って清潔にすれば治るだろうと思って、頻繁にデリケートゾーンを洗
いさらに悪化させるということもよく見受けられます。

市販されているデリケートゾーンケア製品は、「洗う」ことや「においを消
す」ことに焦点を当てたものが多いです。とかくデリケートゾーン専用の製
品で泡立てて洗えばトラブルが治まるだろうと考えてしまい、外陰部も膣内
までもゴシゴシ洗う。それでは、さらに状態を悪化させかねません。

そこで、女性のデリケートゾーンケアに関して大切なことをこれから知って
いただき、正しい知識を持って、適切なケアをしていただきたいのです。

デリケートゾーンのいろいろな悩み

ü		 においが気になる

ü		 かゆみがつづく

ü		 かぶれている

ü		 すれて痛む

ü		 セックスのときに痛い

ü		 黒ずみが気になる
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女性が知るべき、デリケートゾーンの
7つの重要ポイント

デリケートゾーンの皮膚は、閉経前と閉経後
で違います。

まず、閉経前は、膣・外陰は、女性ホルモン
で守られているので、そんなにゴシゴシ洗わ
なくてよいのです。

もちろんデリケートゾーンをキレイに保つこ
とは重要です。しかしながら、ソープや強い
洗浄剤で外陰を強く洗ったり、膣内まで洗うこと
は、正しいケアではありません。

せっかく頑張って膣内を守っているデーデル
ライン桿菌という乳酸菌を、洗い流してしま
ったり、外陰部の皮膚の表面の皮膚バリアを
破壊してしまいます。

閉経前の健康なデリケートゾーンは女性ホルモ
ンで守られていて丈夫であり、そんなに頻繁
に洗わなくてもよく、かえって洗いすぎがバ
リアを壊すということを覚えてください。

閉経後に女性ホルモンの分泌がなくなると、
デリケートゾーンの皮膚は弱くなります。その
場合も、洗いすぎが、かゆみや乾燥など疾患
の原因になる場合があります。

1 . デリケートゾーンの皮膚は、閉経前は強い人と弱い人がいるが、
閉経後は全ての女性が弱くなる
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2. 丈夫なはずのデリケートゾーンが不調になる原因

デリケートゾーンとは、主に、膣と外陰部のことを言いま
す。健康な閉経前の女性の外陰部の皮膚は、全身の皮膚より丈
夫です。常に尿や便、さらに精子にさらされたりすることか
らも納得できます。膣の、子宮に近い部分の３分の２は、粘
膜です。粘膜は皮膚と違い角質層がありません。ですから粘
膜は、皮膚より敏感です。しかし膣粘膜も実は、他の部分の
粘膜に比べれば、丈夫にできています。理由は、尿道・肛門
との距離が近く、セックスもするので、尿や便、さらに精子
にさらされるリスクがあるからです。
ところが、この丈夫なデリケートゾーンも、不調になることがあり
ます。

それは、

・　アレルギーなどの体質
・　心身の無理をして、ストレスをかける生活
・　閉経

が原因になる時です。



7

3. デリケートゾーンは、経皮吸
収率が高い

デリケートゾーンの膣粘膜は、ほかの
粘膜と比べて丈夫ではありますが、粘
膜は角質層がありません。また、デリ
ケートゾーンの外陰部の皮膚も角質層
が薄いのです。
角質層は表皮の一番の上の層で、外か
らの刺激から皮膚を守り、病原菌やア
レルゲンなどの物質が体内へ侵入する
ことを阻止するバリア機能を持ってい
ます。
その角質層がない、または薄いというこ
とは、角質層がある皮膚とくらべて体内
に物質が入っていきやすいということ
なのです。

物質が皮膚から吸収される率を経皮吸
収率と言いますが、デリケートゾーン
の経費吸収率はなんと、腕の皮膚の42
倍といわれています。

その経皮吸収率の高さゆえ、洗浄剤に
有害物質が使用されている場合、その
有害物質は簡単に吸収されてしまいま
す。まさに文字通り私たち女性のその
部分は、人生を左右する“デリケートな
ゾーン”なのです。

ですから、デリケートゾーンに使う製
品には十分な注意を払う必要がありま
す。

個人差はありますが、身体では問題の
ないソープでも、デリケートゾーンで
使うとヒリヒリとした違和感や、かゆ
みなどを生じてしまう人もいます。

例えナチュラル成分を謳っていたとして
もそのナチュラルな成分が有害である場
合も、多 あ々ります。

ポイントは、歴史なのです。
昔はナチュラルなものしかなかっ
た、そんな中で、人類は、有害な物を
排除してきました。その中で残っている
ナチュラルな物質は、安全な物質が多
い。
一方化学物質の中にも、１００年以上
使用されている安全な物質もありま
す。つまり昔から使用されている物質
には、安全な物が多いのです。

皮膚から体内に取り込まれた物質は
血液に入り体内を駆け巡ることにな
るわけですが、それが有害なものだ
った場合、アレルギーの原因になっ
たり、思わぬ体調不良を引き起こし
たりすることもあるのです。
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4.  過剰な洗浄が乾燥、感染症、老化を引き起こす

ソープや洗浄剤など、洗浄力が強いものは、必要な皮膚バリアの脂分も取り除い
てしまいます。デリケートソーンを乾燥しやすい状態にしてしまうのです。デリ
ケートゾーンは、月経（生理）やセックス等で汚れやすく、そのため過剰に洗っ
てしまう人も多いため、乾燥しやすい状況にあります。

アレルギー体質といわれている女性や、ストレスを抱える30歳以上の女性、そして閉
経後の女性は特に注意しなければなりません。

アレルギー体質と言われている女性は、皮膚が過敏なために血液や精液などの異
物に反応しやすくなっています。
また３０歳以上の女性は、それ以前より体力が低下傾向にあるため、心と体への
過度のストレスで免疫力が低下し、全身粘膜の感染症が起こりやすくなります。
さらに閉経後の女性は、女性ホルモンが低下したことによる陰部の皮膚の粘膜変
化・血流変化・細菌叢の変化により違和感が起きやすい状況になっています。
ですからアレルギー体質の女性、３０歳以上の心身の過剰ストレスを抱えている
女性、閉経した女性がデリケートゾーンを過剰に洗浄すると、トラブルの原因に
なることがあります。

さらに、デリケートゾーンも顔などの皮膚と同じで、過剰な洗浄は、皮膚表面の
バリアの油分を奪うため乾燥してしまい、デリケートゾーンの弾力が失われ硬く
なってしまいます。この現象が継続すると、老化を早めてしまうという問題もあ
るのです。

また、過剰な洗浄は、大切な膣を守る常在菌（デーデルライン桿菌という乳酸
菌）を洗い流すことになり、風邪を引いた後などで免疫力がおちると、大腸菌に
よる膀胱炎や、カンジタ性膣炎などを起こしやすくなります。

このように、強力な洗浄剤による過剰な洗浄は、乾燥や老化、感染症を引きおこすこと
があるのです。
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5. 40歳をすぎたらGSMに要注意

知っておいてほしいのは、更年期が近くなってくると、デリケート
ゾーンは自然に乾燥しやすくなるということです。

40歳以上の女性は特に注意が必要です。

個人差もありますが、一般的には40歳を過ぎるころからエストロ
ゲンをはじめとする性ホルモンの分泌量が減ってきます。外陰部
や膣はこのエストロゲンの影響をとても強く受けているため、
エストロゲンの分泌量が低下すると、膣分泌液の量が減り女性器
の潤いが減って乾燥しやすくなってきます。

膣内が乾燥すると膣炎が起きやすくなったり、性交痛の原因と
なったりします。また、かゆみや痛みなどの不快な症状も出て
きます。

エストロゲンの量が減ってきて乾燥しやすくなっているデリケ
ートゾーンを、追い打ちをかけるように強い洗浄剤や石鹸で洗
うと、さらに乾燥を悪化させ、乾燥感・違和感・痛み・再発性膀
胱炎・尿意切迫感・性交痛などの症状が発症したり、悪化したりしま
す。

さらに更年期に入ってエストロゲンがほとんど分泌されなくなる
と、膣内部の粘膜のターンオーバーもなくなり、膣壁が薄く固くなっ
ていきます。

さらにさらに、膣内の細菌フローラが変化して膣のpH（pHは
酸性度を示す値）が酸性からアルカリ性に傾いていき細菌性膣
炎になりやすくなります。

このような病態を最近では、GSM（閉経関連尿路生殖器症候
群）と呼ぶようになってきています。GSMは、萎縮性膣炎を
外陰部の状態変化にまで広げ、生活の質の低下に着目して
考えられた疾患概念です。GSMを発症すると、乾燥感・違
和感・痛み・再発性膀胱炎・尿意切迫感・性交痛などの症状
がおこり、更年期以降の女性の生活の質を著しく低下させま
す。GSMの発生率は、閉経後の女性の５０％であるという報告
もあります。
このGSMの予防には、デリケートゾーンの保湿がとても大切な
のです。
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Intestina
l flora

6. 老化を防ぐには保湿がとても重要

加齢に伴う身体の変化を老化といいますが、老化は全くケアして
いないのと、正しくケアをしているのとでは、結果は大きく変わ
ってきます。

顔だってそうですよね。

同じ年齢でも、ものすごく若く見える人と、実年齢よりも老けて
見える人もいる。

それはやっぱり、正しくお手入れしているかどうかの違いです。

顔同様、女性ならデリケートゾーンにもしっかりと気を配りハリのある
状態でいたいものですよね。

閉経後、なにもケアをしないと、デリケートゾーンは乾燥してい
きます。
顔のスキンケアをするときを思い出してください。
年齢が上がるとともに、乾燥を意識するようになって、保湿効果
のあるローションやクリームで入念に手入れしていますよね。

デリケートゾーンも、きちんとケアし保湿をすることによって、ふっくらと
した良い状態をキープすることが可能なのです。 

そして、前述したように、閉経後に発症する率の高いGSM（閉経
関連尿路生殖器症候群）の予防にも保湿がとても重要なのです。
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7. 女性の膣内は常在菌で守られている

人間の体内には、様々な細菌がいて体の健
康を守る働きをしています。閉経前の女性
の膣内にも乳酸菌の一種のデーデルライン桿
菌という常在菌がいて、膣内のpHバランスを
酸性に保ち、病原菌の侵入や繁殖を防いでい
ます。

ソープや強い洗浄剤で、過剰にデリケート
ゾーンを洗うと、この大切なデーデルラ
イン桿菌を洗い流してしまうことになりま
す。

すると膣内で悪い細菌が増殖しやすくな
り、膣炎や膀胱炎を引き起こしたり、黄色
帯下やいやなニオイの原因にもなります。

健康な若い女性の膣内のpH値は、およ
そpH3.0～4.5くらいの酸性に保たれて
います。これは、他の細菌の侵入を妨
げるために、デーデルライン桿菌が、
自分たちで住みやすいように膣内環境
を整備しているからなのです。

pH値が高いアルカリ性のソープでデリ
ケートゾーンを過剰に洗うと、膣内の
pH値が変わることになり、常在菌が住
めなくなることがあります。

常在菌が減少すると、大腸菌などによる細
菌性膣炎が発症し、デリケートゾーンの不
快感、黄色帯下増加、ニオイなどの問題が
引き起こされやすくなります。また、カン
ジタ膣炎もおこりやすくなってしまい
ます。これは閉経前後からおこるGSM
の患者さんでは、より顕著です。
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トラブルを引き起こさないために知ってお
いて欲しい２つのこと・・・

以上の7つの重要ポイントをふまえて、デリケート
ゾーンケアのトラブルを防ぐために知ってほしいこ
とが2つあります。それは・・・

1 . ソープや石鹸など洗浄力の強い製品で過剰
に洗うと、乾燥を引き起こし、膣内のpHバランス
と常在菌のバランスを崩し感染を起こしやすい状態
にしてしまう。

2. デリケートゾーンケアとされている製品で
あっても、成分や作用が人によっては合わずトラブ
ルを引き起こすことがある。

ということです。

簡潔にいうと、

・ 洗いすぎないこと
・ デリケートゾーンに使う製品には気をつけること

が大事です。
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デリケートゾーンのお花畑
（膣内フローラ）

Intestina
l flora

ところで、話は変わりますが、あなたは腸内細菌をご存知ですか？

昨今、とても注目されていますよね。人間の体内に住み（腸内）、身体に良い働きを
する細菌です。

大腸には５００から１０００種の様々な細菌がいて、種類によってコロニーを形成
し、大腸の中に分布しています。その様子がお花畑のように見えることから「大腸フ
ローラ」と呼ばれています。

腸内細菌は、食べ物の成分を分解し栄養素に変えたり、有害な物質を無毒化したり、病
原菌の侵入を防いだりと、私たちの身体にとって有益な働きをしてくれます。

腸内細菌は、身体に良い働きをする善玉菌と、身体に悪いことをする悪玉菌、またどち
らでもない日和見菌（ひよりみきん）の３種類に分けられます。

様々な菌がまるで生態系のように共生している状態です。そして、善玉菌が優勢である
のが理想的な大腸フローラです。

さて、この大腸と同じように、膣内にも細菌、つまり常在菌がいることは前述いたしま
した。

実は・・・

膣内でも、やはり様々な菌がコロニーつくり、「膣内フローラ」を形成しているのです。 



Self-cleaning

本来持っている自浄作用の重要性

繰り返しになりますが、膣内フローラ
を形成している善玉菌は、デーデルラ
イン桿菌（デーデルラインかんきん）
と呼ばれ、主に乳酸菌から構成されて
います。

これらの乳酸菌は膣内を弱い酸性に保
ち、雑菌の侵入・増殖を防いでくれて
います。ほとんどの雑菌は、酸性の環
境では生きるのが難しいからです。

このような常在菌が、デリケートゾーン
の自浄作用を支えています。

さて。

この常在菌を必要以上に強く洗浄して
しまったときのことを少し想像してみ
てください。

膣内の良い常在菌が減ってしまい悪玉
菌が増え、膣内フローラのバランスが
崩れ、トラブルが発生しやすくなって
しまいます。

またデーデルライン桿菌は強い菌ではあ
りませんので、抗生物質の使用や睡眠不
足、デリケートゾーンの洗いすぎなどの間
違ったケアでいなくなってしまいます。

ウオッシュレットやビデなどで、排便
の時だけではなく、排尿の度に洗う
ことで、１日に何回も常在菌を洗ってし
まい、膣炎を起こしているケースもありま
す。

ですので、膣内フローラを最適に保つた
めには、まずは正しいデリケートゾー
ンケアをすることが不可欠。普段から
正しいデリケートゾーンケアをして、本来
の自浄作用を保つことは本当に重要なの
です。
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Balance

女性ホルモンがカギ

女性ホルモンのひとつであるエストロゲ
ンが膣や外陰部に強く影響していると前
述しましたが、膣の粘膜もお顔や体の皮
膚と同じようにターンオーバーを繰り返
し、新しい粘膜上皮に１～1.5ヶ月毎に
生まれ変わっています。

このターンオーバーを起こす役割を担って
いるのがエストロゲンです。
ターンオーバーの際にグリコーゲンとい
う物質が膣の中に増えるのですが、膣内
を酸性に保ってくれる乳酸桿菌の餌はこ
のグリコーゲンなのです。

ということはつまり、女性ホルモンがと
ても大切ということです。

もしうまく分泌されなかったら、上皮細
胞が育たずグリコーゲンが供給されない
ことになってしまい、栄養が摂れない常
在菌は減少してしまうからです。

すると膣内のpH度が適度な酸性に保た
れず、体調が悪化すると、細菌や真菌な
どの侵入が抑えきれなくなってしまうこ
とがあります。

繰り返しになりますが、これが女性ホル
モンの減少を原因とするGSM（閉経関連

尿路生殖器症候群）の１つの症状です。

さらに、エストロゲンが分泌されなくな
ると、膣内の上皮細胞が育たず、腟壁が
扁平な状態になってしまいます。

粘液も少なくなり、乾燥しやすくなるという
問題も出てきますね。

また閉経以外にも、女性ホルモンはスト
レスなどに影響されやすいです。３０歳
をすぎて体力が低下してくると、疲労の
蓄積や精神的ストレスが原因でエストロ
ゲンがうまく分泌されなくなることもあ
ります。

ストレスで生理が止まってしまったとい
う話もよく聞きますよね。

疲労がたまっているときに、膣炎が起こ
りやすくなることもやはり女性ホルモン
のバランスに関係しているのですね。

健康なデリケートゾーンのために、女性ホ
ルモンや他のホルモンバランスはとても大
切なのです。



参考資料：公共社団法人日本アロマ環境協協会 NEWS LETTER 2017/3/31
http://www.aromakankyo.or.jp/pdf/news/417/web_%20estrogen_final.pdf

Aromatheraphy

精神と身体に作用するアロマテラピー

ここで長崎大学院大学の篠原教授と日本
アロマ環境協会による興味深い研究結果
をご紹介いたします。

その研究では、４０代女性１５名に１０
種類の精油をそれぞれ２０分間吸入にし
てもらい唾液中に含まれるエストロゲン
の値を測定したところ、“２種類の精油（
エッセンシャルオイル）”で、吸入後のエスト
ロゲンの上昇を確認できたのです。

女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が
上昇した、その2種類の精油とは、何の
精油なのでしょうか？

それは・・・　　
後ほどお知らせしますね。

まずは、女性ホルモンとアロマテラピー
の関係をご説明します。

女性ホルモンは脳にある視床下部でコン
トロールされていますが、ストレスなど
メンタルな影響を受けやすく、精神的ス
トレスが増えすぎると女性ホルモンの分
泌が減少して時には生理が止まってしま
うこともあります。

また、更年期に入ってくると、女性ホル
モンの分泌も急激に減少していきます。
そして前述したように、GSMと呼ばれ

る様々な疾患が現れたりするのです。
女性ホルモンの増減は、女性の身体にダイ
レクトに影響するのです。
加齢による女性ホルモンの減少をとめる
ことはできないですが、その減少を緩や
かにする補完療法として効果を発揮してい
るのがアロマテラピーです。

アロマテラピーは、植物から抽出した精
油を利用した“自然療法”です。

植物の成分を芳香として体内に取り入れ
ることで、人間が本来持っている治癒力
を高め、病気を防いだり、体質を改善し
たりします。

体内に取り込まれた植物の芳香成分は、
脳の視床下部に直接作用し、女性ホル
モン刺激ホルモンを介して、卵巣を刺激
し、女性ホルモンの分泌に影響を与えま
す。

近年の研究で明らかになったように、ア
ロマテラピーで用いられる精油には
女性ホルモンを増やす効果が認められる
ものがあります。

その他にも、女性ホルモン以外の性
ホルモンのバランスを整えたり、抗菌
作用が認められる精油もあります。

16
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女性らしさをアップする
２つのアロマオイルとは？

さて、ここで先程の吸入後にエストロゲンレベルを上げた
“２種類の精油”の答えをご紹介します。それは・・・

ローズとゼラニウムです。

特に、ローズ精油、つまりローズオイルは“精油の女
王”と呼ばれ、女性ホルモンを整えるだけでなく、美肌
効果やアンチエイジング効果など、女性にとって喜ばし
い効能があるとされています。

ローズやゼラニウムのような精油をデリケートゾーンケ
アに取り入れることができれば、とても効果的です。

このようにアロマテラピーは、女性ホルモンの分泌を整える
と同時にまた、メンタルにも良い効果をもたらします。

その一つがリラックス効果です。アロマテラピーによっ
てストレスを軽減することができます。そしてこれも女
性ホルモンのバランスを整えることにつながるのです。

Aroma Oil



正しいデリケートゾーンケアの
３つのポイント

さて、ここまで読まれたあなたは“デリケートゾーンのケアがいかに
重要か”ということが理解できたかと思います。

では具体的にどのようなことに気を付けケアするのが良いのでしょう
か？

ポイントは以下の３つです。

1 .  洗うのは外陰部のみ
まず、膣の内部を洗ってはいけません。なぜなら、正常な常在菌まで洗
い流してしまうからです。

正常な常在菌が保たれている膣内は、自浄作用があるので内部まで強い洗
浄剤で洗う必要はないのです。

しかし、外陰部は違います。

汗や尿、おりもの、生理の経血などで汚れがたまりやすい状態にありますので、
これらの汚れをキレイにすることが大切です。

膣の入り口周辺までを優しく洗います。何度も言うようですが、
内部を洗うことは、常在菌を洗い流すことになりますので避けて
ください。

但し、外陰部と膣はつながっていますので、厳密に分けることは
難しいです。外陰部を洗うときに膣口の粘膜部分に触れても問題
はないです。

膣内奥深くまで指やシャワーなどで洗うことは避けましょう。

18
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2.  お湯で優しく洗う
キレイにしたいのは、外陰部に付着した汚れです。ぬるめのお湯を
使って指でやさしく汚れを流してくだい。洗浄力の強いソープは避
けるようにしましょう。

3 .  自然なものを使う
前述したように、デリケートゾーンの皮膚は薄く、皮膚から物質を
吸収しやすいです。

デリケートゾーンケア製品でも、人工的な香料や保存料、化学物質
が入ったものは、できれば避けることをおすすめします。

下着やサニタリー用品も同様です。外陰部のかゆみや痛みがある場
合は、普段は、下着は、綿１００％などの自然な素材のものを使っ
たほうがいいでしょう。洗剤を洗濯石鹸に変更したほうがいい場合
もあります。サニタリー用品も、一般の月経用パットで、月経中に
かゆみや痛みがある場合は、紙質の良い尿失禁用パットや布パット
などに変更したほうがいい場合もあります。月経時以外のオリモノ
シートの使用も、避けたほうがいいでしょう。



間違ったデリケートゾーンケアは深刻なトラブルの原因になる可能性
を高めてしまうので注意が必要です。

しかし、反対に、正しい方法で行うデリケートゾーンケアは、女性をより
ハッピーにし、且つ魅力的にしてくれます。

それにデリケートゾーンが健康であることは、妊娠出産においてもと
ても重要なことです。

ですので、フェイシャルケアをするように、デリケートゾーンも手
をかけてケアしてあげてください。

そうすることで、デリケートゾーンの老化を防ぎ若々しさを保ち、
そして様々なトラブルを防ぐことができます。

女性として、大切な場所をほったらかしにしておくことは自ら女性
らしさを軽減させてしまっているようなものです。

デリケートゾーンにきちんと向き合ってケアをすることは、女性として美しく
健康でありたいという意識を高めさらにあなたを見た目だけでなく内側か
ら美しくしてくれることになることでしょう。

デリケートゾーンをケアすることは、女性としての自分を慈しみ、
手をかけ、女性としての魅力を引き出すことにほかならないのです。

20

女性の魅力を高め若々しく、人生が
豊かになるデリケートゾーンケア

Beauty
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理想のデリケートゾーンケアのご提案

デリケートゾーンのポイントをもう一度おさらいしてみたいと思います。

・ 常在菌を洗い流さない

・ 外陰部の汚れをお湯でやさしく洗う

・ 経費吸収率が高いので、自然な成分を使う

さらに、

・アロマテラピーを利用することで、女性ホルモンのバランスが整い、膣内の常
在菌が良い状態になり、健康なデリケートゾーンが保てる。

・十分に保湿をして、デリケートゾーンの老化を防ぐ

こんな理想的なデリケートゾーンケアができれば、トラブルを防ぐだけで
なく、女性としての魅力や若々しさをずっと保てるはずです。

精神的にも満たされ幸せな気持ちで毎日を送れるでしょう。

実は、そんな理想的なデリケートゾーンケアの方法があります。

それは、ローズ、ゼラニウム、イランイラン、ビャクダンといった精油を使って天
然成分だけでできたオイルでケアすることです。

ヨーロッパで植物療法をもとに製品開発をしているアロメディカの製品、
フェミノールをご紹介します。



AROMEDICA（アロメディカ）は、チェコ共和国にあるアロマセラピー製品や
自然派化粧品のブランドです。ヨーロッパに古くから伝わる植物療法をも
とに高品質な天然成分を使い製品づくりをしています。

そのアロメディカが女性のデリケートゾーンケアのために開発したのが
フェミノールです。

フェミノールは、

です。

100%天然由来成分でできていて、赤ちゃんの肌にも使える安全なものですから、
もちろんデリケートゾーンにも安心して使えます。

使い方はとても簡単で、バスタイムに、デリケートゾーンになじませて、
2～3分おいたらお湯で流すだけです。

贅沢に配合されたローズやゼラニウムの精油がとてもいい香りをはなち、
リラックスした幸せな気分にさせてくれます。

この香り成分は、鼻から取り込まれ脳の視床下部に伝わります。
また、呼吸とともに肺に入った成分は血液に取り込まれ全身を回ります。
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AROMEDICA	フェミノールについて

☑植物療法をベースにした高品質自然派デリケート
ゾーンケアオイル

☑ローズ、ゼラニウム、サンダルウッド、イランイラ
ン、パチョリなど	100％天然の高品質オイル使用

☑ヨーロッパで何世紀にも渡って受け継がれているレ
シピをもとに女性のデリケートな部分を優しくケアす
るために作られたオイル
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☑デリケートゾーンの汚れをオイルで優しく洗浄　
☑常在菌に影響を与えない
☑オイルベースなので、デリケートゾーンを保湿し
乾燥を防ぎます
☑アロマのとてもよい香りが長時間持続します。
気になるにおいを防ぎます
☑デリケートゾーンのマッサージにもおすすめです

皮膚から取り込まれる成分もあります。デリケートゾーンは経皮吸収率
がとても高いので、ローズやゼラニウムの有効成分も効率的に体内に取
り込まれます。

デリケートゾーンのケアをしながら、アロマセラピー効果で女性ホルモ
ンバランスを整えてくれるフェミノールは、理想的なデリケートゾーンケア
を実現する製品です。

特徴をまとめると以下のようになります。

いつまでも健康で輝く魅力にあふれ、幸せな毎日を送りたい
女性におすすめいたします。



女性
人生

の

を変える

デリケートゾーンケア

女性医療スペシャリスト・女性泌尿器科専門医
女性医療クリニックLUNAグループ理事長　関口由紀
http://www.luna-clinic.jp/

- 1989年山形大学医学部卒業。横浜市民病院臨床研修医。
- 1991年横浜市立大学医学部泌尿器科助手。
- 2003年より横浜市立大学医学部泌尿器科で女性泌尿器外来担当。
- 2005年4月より「横浜元町女性医療クリニック・ＬＵＮＡ」を開設。
- 2007年医療法人LEADING GIRLS理事長就任。また、横浜市立大学大学院医学部   
  泌尿器病態学修了、客員教授となる。
- 2009年日本大学グローバルビジネス研究科を修了し、経営学修士(MBA)取得。
- 2019年現在
  女性医療クリニックLUNA横浜元町（婦人科・乳腺科）
  女性医療クリニックＬＵＮＡ　ネクストステージ（女性内科・女性泌尿器科・美容皮膚科）
女性医療クリニックＬＵＮＡ　心斎橋の３つのクリニックを束ね、人生１００歳時代の日本の中
高年女性の骨盤底・血管・骨・筋肉の総合的な維持管理を提唱し、生涯にわたるヘルスケアを
実践している。     

  特に中高年の下半身のトラブル（いわゆる下ネタ）に関する論説には定評がある。

日本泌尿器科学会専門医・指導医
日本東洋医学会専門医・指導医
日本透析療法学会専門医
日本性機能学会専門医
日本排尿機能学会専門医
医学博士
経営学修士

学会職位：
日本性機能学会評議員、日本排尿機能学会評議員

女性医療ネットワーク理事
女性医療者連合（JUMP）発起人
医療政策を提言する女性医師の会会員


