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は じ め に

2020年オリンピックの東京開催が決まり，多くのアスリートたちが，オリンピッ

ク出場を夢見てスポーツに打ち込んでいます．しかし，従来の我が国のスポー

ツは，男女の違いを考慮せず，また必ずしも科学的根拠に基かずに行われて

きました．スポーツに打ち込む女性の大半は思春期から閉経期までの女性で

あり，周期的に変化するエストロゲンにより，体調がコントロールされています．

こうした女性特有の生理現象を理解しないスポーツ指導は，効果が上がらな

いばかりでなく，逆にけがを誘発したり，体調の悪化を招いたりする危険性

があります．そこで，スポーツに打ち込む女性の健康問題に焦点を当て，女

性の健康を損なうことなくスポーツの技能を向上させる方法を見出し，スポー

ツを行う本人だけでなく，その指導者にも適切な知識を提供することを目的

として研究を行うことにいたしました．本冊子を，多くの皆さんがスポーツに

打ち込む女性のために役立てて頂ければ幸いです．
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【背景】

近年，女性選手特有の健康問題について取り上げられる機会が多くなり，産

婦人科医の立場から選手を支援する動きが広がりつつある．選手の健康問

題について，2014 年国際オリンピック委員会では，すべてのアスリートにとって

Relative Energy Deficiency in Sports（RED-S：スポーツにおける相対的なエ

ネルギー不足）は，代謝や循環器，免疫，発育，骨，月経等全身に影響を与え

パフォーマンス低下をもたらすとし，「運動による消費エネルギーに見合った摂取エ

ネルギー」の重要性について警鐘を鳴らしている1-3）．アメリカスポーツ医学会が定

義する，low energy availability（利用可能エネルギー不足，以下簡単にエネル

ギー不足と訳す），視床下部性無月経，骨粗鬆症のいわゆる「女性アスリートの三

主徴」は 4），RED-S の概念のうち女性アスリート特有の問題に着目した定義であ

る．女性アスリートでは，この RED-S による身体への影響のみならず，無月経に

伴う低エストロゲン状態により更なる健康への弊害がもたらされる可能性があり，

RED-S を予防し低エストロゲン状態をいかに回避するかが女性の健康を守る上

で重要となる．特に，RED-S や低エストロゲン状態による骨量低下は，生涯に

渡る骨折のリスクのみならずアスリートにおいては疲労骨折のリスクを高める可能

性についても報告されている 5）．

これまで本邦のアスリートの月経周期異常について，トップ選手を対象としたも

分担研究開発課題名

アスリートの月経周期異常の現状と 
無月経に影響を与える因子の検討
研究開発分担者
大須賀　穣 東京大学大学院 医学系研究科産婦人科学　教授　

能瀬　さやか 国立スポーツ科学センター メディカルセンター 婦人科 
  東京大学 女性診療科・産科　登録研究員

研究 1：女性アスリートの三主徴 のや競技別の報告は散見されるものの，競技レベル別の比較についての報告は

ない．今回，競技レベル別の調査を含む本邦のアスリートの月経周期異常の現状

について，日本産科婦人科学会と国立スポーツ科学センターが共同研究で実施

した調査結果について報告する．この調査の費用の一部は国立スポーツ科学セ

ンターが文部科学省（現スポーツ庁）から受託している「女性アスリートの戦略的

強化に向けた調査研究」の研究費で実施した．

【方法】

2014 年 7月から 3 か月間，大学生選手を対象にアンケート調査を実施した．

調査は，国立スポーツ科学センター，日本体育大学，日本女子体育大学，近畿

大学，順天堂大学，聖路加国際病院，東京医科歯科大学医学部，大阪樟蔭女

子大学，埼玉医科大学，タニタ開発部の協力のもと実施した．一部の項目につい

ては，筆者が国立スポーツ科学センターで独自に実施したトップ選手（オリンピッ

ク選手および各競技団体強化指定選手）のデータを追加し解析を行った 6）．

調査内容は，自記式無記名のアンケート調査とし，年齢，現在の専門競技・種目，

競技レベル，身長，体重，初経年齢，これまで最も身長が伸びた年齢，現在の

月経周期，疲労骨折の既往，疲労骨折時の年齢および月経の有無について調

査を行った．競技レベル別の解析は，調査票をもとに現在の専門競技において，

A:日本代表として大会出場，B: 全国大会出場，C: 地方大会出場，D: その他の

4 群に競技レベルを分け解析を行った．現在複数の競技レベルの大会に出場し

ている選手は，競技レベルの高いほうに分類し，競技レベルが未記入の選手は，

D: その他のレベルとして集計した．筆者が独自に行った国立スポーツ科学セン

ターでの調査は，大学生に限定せず実施し，オリンピック選手または各競技団体

強化指定選手を対象としたため，これらの選手については，日本代表レベルの

選手に含め解析を行った．また，アスリートとの比較のため現在運動していない

女性をコントロール群とした．競技特性別の解析については，アスリート群を，文

献 6 を参考に競技特性別に技術系，持久系，審美系，重量－階級系，球技系，

瞬発系の 6 グループに分け解析を行った．競技特性別の分類を表 1に示す．
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【結果】

１. 人数の内訳，年齢，専門的競技開始年齢，初経年齢

調査対象者全体の人数はアスリート群 2,321 名，コントロール群 515 名の計

2,836 名で，平均年齢 20.3±3.1 歳だった．競技レベル別および競技特性別に

みた人数と平均年齢，専門的競技開始年齢，初経年齢を表 2，表 3 に示す．

表１　競技特性別分類
競技 
特性 技術系 持久系 審美系 重量–階級系 球技系 瞬発系

競技 
（種目）

アーチェリー
フェンシング

ライフル
スキージャンプ

カーリング
ゴルフ
剣道
弓道　　　　
等

陸上（長距離）
トライアスロン
自転車（ロード）
クロスカントリー

競歩
オープンウォーター　　　　　

等

新体操
体操

フィギュアスケート
バレエ

エアロビ 
等

レスリング
柔道

ウエイトリフティング
ボクシング

サンボ　
等

バレーボール
バスケットボール　

サッカー
ハンドボール

テニス
野球

ラグビー
アイスホッケー

等

ショートトラック
競泳（短距離）
陸上（短距離）　　　

等

表２　競技レベル別：人数，年齢，競技開始年齢，初経年齢
アスリート群（2,321名） コントロール群

調査時の競技レベル A：日本代表　 B：全国大会 C：地方大会 D：A ～ C 以外 E：コントロール

人数（名） 976 348 353 644 515

年齢（歳） 21.9 ±4.4 20.2 ±1.8 19.6 ±1.4 19.2 ±1.1 19.7± 2.5

専門的
競技開始年齢（歳）

9.9 ±4.4 10.6 ±4.3 11.1±4.5 11.8 ± 5.0 -

初経年齢（歳） 12.9 ±1.5 12.9 ±1.6 12.9 ±1.6 12.6 ±1.6 12.2 ±1.5

表３　競技特性別：人数，年齢，競技開始年齢，初経年齢
アスリート群 コントロール群

競技特性 技術系 持久系 審美系 重量–階級系 球技系 瞬発系 コントロール

人数（名） 271 301 180 107 858 212 515

年齢（歳） 21.0 ±4.1 21.0 ± 3.5 19.4± 2.0 21.6 ± 3.1 20.5 ± 3.2 20.5 ± 3.7 19.7± 2.5

専門的競技
開始年齢
（歳）

11.9 ±4.8 10.5 ± 5.8 8.5 ±4.7 9.8 ±4.7 10.3 ± 3.8 11.4± 3.4 -

初経年齢（歳） 12.5 ±1.4 13.0 ±1.6 13.9 ± 2.0 12.3 ±1.6 12.8 ±1.5 12.6 ±1.4 12.2 ±1.5

アスリート群：競技未記入 392 名

全体での統計では，専門的競技開始年齢と初経年齢に相関が見られたが，

相関関係は弱かった（p<0.001，r=–0.099）．競技レベル別の検討では，各群間

で平均年齢，初経年齢に差は見られず，専門的競技開始年齢は競技レベルが高

いほど低い傾向が見られた．競技特性別の比較では，審美系競技で専門的競

技開始年齢が低く，初経年齢が高い傾向が見られた（表３）．

２．成長スパートと初経年齢

1,647 名の選手に対し，最も身長が伸びた年齢と初経年齢について検討を行っ

た．両者には相関が見られ，最も身長が伸びた年齢が高い程，初経年齢は高い

傾向が見られた（p<0.001，r=0.441）．

３．月経周期異常の割合

a. 競技レベル別
アスリート群 2,259 名，コントロール群 490 名（92 名未記入）に対し，競技レ

ベル別に無月経の割合について検討した．各群における無月経の割合は，A:日

本代表レベル 6.6 %（64 名 /965 名），B: 全国大会レベル 6.0 ％（20 名 /334

名），C: 地方大会レベル 6.1 ％（21 名 /347 名），D:A～ C 以外のレベル 2.6 ％

（16 名 /613 名），E:コントロール（非運動女性）1.8％（9 名 /490 名）だった（図

1）．各群間での無月経の割合は，E:コントロールと比較し，A:日本代表レベル，

B: 全国大会レベル，C: 地方大会レベルの選手で有意差が認められた（p<0.001，

p=0.019，p=0.020）．また，A:日本代表レベルとD 群の選手で有意差が認めら

れた（p=0.004）．

月経周期異常の割合は，A:日本代表レベル 38.0 %（367 名 /965 名），B: 全

国大会レベル 40.7 ％（136 名 /334 名），C: 地方大会レベル 43.3 %（150 名

/347 名），D:A ～ C 以外のレベル 39.6 ％（243 名 /613 名），E:コントロール

42.2％（207 名 /490 名）であり，各群間で差は認められなかった（図 2）．
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b. 競技特性別
競技特性別にアスリート群 1,929 名を（未記入 330 名）を対象とし，無月経の

割合について調査を行った．無月経の割合は，技術系 5.2 %（14 名 /271 名），

持久系 11.6 %（35 名 /301 名），審美系 16.7 %（30 名 /180 名），重量－階級系 

2.8 %（3 名 /107 名），球技系 2.7 %（23 名 /858 名），パワー系 3.8 %（8 名

/212 名）だった（図 3）．
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p=0.004
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図１　競技レベル別にみた無月経の割合

図 2　競技レベル別にみた月経周期異常の割合
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４．BMI 別にみた無月経の割合

アスリート1,264 名，コントロール493 名をBMI 17.5 未満，17.5 ～18.5，18.5 ～

25.0，25.0 以上の 4 群に分け，無月経の割合について比較を行った．この結果，

BMI 18.5 未満の選手では，BMI 18.5 以上の選手と比較し有意に無月経の割

合が高い結果となった（図４）．

図 3　競技特性別にみた無月経の割合

図 4　BMI 別にみた無月経の頻度
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５．無月経のリスク因子についての検討

無月経（調査時）に影響を与える因子を明らかにするために，現在の競技レベ

ル，年齢，競技開始年齢，初経年齢，半年以内の 5.0kg 以上の体重減少の有

無，1 時間あたりの練習量，BMIの各因子と無月経の関連について検討を行った．

Logistic 分析を用いた単変量解析の結果を表 4 に示す．このうち，競技レベル，

初経年齢，練習量，BMI が無月経のリスク因子として挙げられ，多変量解析の

結果では，練習量とBMI が無月経に影響を与える因子となった（表 5）．

６． 疲労骨折既往の割合

a. 競技レベル別
アスリート2,321 名に対し疲労骨折経験者の割合について競技レベル別に調

査を行った結果，A:日本代表レベル14.8 %（144 名 /976 名），B: 全国大会レベ

表４　無月経のリスク因子
単変量解析（Logistic Analysis) p-Value OR（95%CI）

競技レベル A：日本代表
B：全国大会
C：地方大会
D：A ～ C 以外

.089

.003*

.002*

.394

2.169（0.888-5.301）
3.404（1.530-7.572）
3.442（1.557-7.612）
1.432（0.627-3.270）

年齢 .231 1.049（0.970-1.134）

競技開始年齢 .928 0.998（0.948-1.050）

初経年齢 ＜.0001* 1.415（0.847-2.364）

半年以内の－ 5kg 以上の体重減少 .185 1.415（0.847-2.364）

1週間の練習時間 ＜.0001* 1.035（1.018-1.052）

BMI .037* 0.888（0.795-0.993）

表５　無月経のリスク因子
多変量解析 p-Value OR（95%CI）

競技レベル A：日本代表
B：全国大会
C：地方大会
D：A ～ C 以外

.801

.124

.259

.785

1.122（0.458-2.748）
2.029（0.824-4.997）
1.742（0.665-4.566）
1.168（0.384-3.555）

半年以内の－ 5kg 以上の体重減少 .224 1.392（0.817-2.371）

1週間の練習時間  .005* 1.032（1.010-1.054）

BMI .004* 0.837（0.742-0.944）

ル 23.0 %（80 名 /348 名），C: 地方大会レベル 20.7 %（73 名 /353 名），D: そ

の他のレベル17.5 %（113 名 /644 名）だった（図 5）．

b. 競技特性別
競技特性別にアスリート1,961名（未記入 298 名）を対象とし，疲労骨折経験者

の割合について調査を行った結果，技術系 8.7 %（24 名 /276 名），持久系 26.4 ％ 

（81名/307名），審美系 24.5 ％（45 名/184 名）, 重量- 階級系11.3 ％（13 名 /115 名），

球技系16.5％（143 名 /867名），瞬発系 21.7%（46 名 /212 名）だった（図 6）．
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パワー系
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図５　競技レベル別にみた疲労骨折既往の割合

図 6　競技特性別にみた疲労骨折既往の割合
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７．疲労骨折時の月経周期

疲労骨折を経験した選手のうち，疲労

骨折時の月経周期について調査可能で

あった 330 名の結果を図 7 に示す．複数

回疲労骨折を経験している選手について

は，初回の疲労骨折時の月経周期のみの

回答となった．330 名中，月経周期正常

32.1 %（106 名 /330 名），頻発又は希発月

経 14.8 %（49 名 /330 名），無月経 7.9 % 

（26 名 /330 名 ）， 不 明 45.2 %（149 名

/330 名）だった．

８．競技レベル別にみた疲労骨折の好発年齢

アスリートでの疲労骨折は，延べ 421 件だった．疲労骨折時の年齢を，競技

レベル別に分けた結果を図 8 に示す．疲労骨折時の年齢は，A:日本代表レベル，

図 8　競技レベル別にみた疲労骨折時の年齢
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A：日本代表

B：全国大会

C：地方大会

D：A～C以外

図 7　疲労骨折時の月経周期

月経周期
正常

32.1%（106名）

頻発又は
希発月経

14.8%（49名）無月経7.9%（26名）

不明
45.2%（149名）

疲労骨折経験のある
選手330名での調査

B: 全国大会レベル，D: その他のレベルで 17 歳，C: 地方大会レベルでは 16 歳と，

どの競技レベルにおいても高校時に疲労骨折が多く見られた．

【考察】

今回の調査結果より，非運動女性と比較しアスリートでは無月経の割合が高く，

地方大会レベル以上の選手では，競技レベル間で無月経の割合に差は見られな

かった．また，無月経および月経不順を含む月経周期異常全体での検討では，

選手と非運動女性で差は認められなかった．この原因として，非運動女性では

BMI 25 以上の割合が高かったことから多嚢胞性卵巣症候群に起因する月経不

順が多く含まれている可能性も示唆されたが，今回の調査では月経周期異常の原

因については不明であった．これまで無月経について競技レベル別に検討を行っ

た報告はなく，本調査より女性アスリートの三主徴の１つである無月経は，大会に

出場するレベルの選手において競技レベル間で差は見られず，トップ選手固有の

問題ではないことが明らかとなった．競技特性別での無月経の割合は持久系や

審美系競技で多く，過去の報告と同様の結果となった 7）．

無月経のリスク因子として，低い BMIと練習量が多いことが挙げられた．アメ

リカスポーツ医学会では，選手の無月経に起因するエネルギー不足を，〔（摂取エ

ネルギー）－（運動による消費エネルギー）〕が 1日除脂肪量 1kgあたり30kcal 未

満と定義している 3）．この 30kcal 未満が本邦の選手に適用可能かについては今

後データを蓄積し検討が必要であるが，この定義から考察すると，練習量が多い，

つまり「運動による消費エネルギー」が多くこれに見合った「摂取エネルギー」が

確保されないエネルギー不足の状態で無月経になると考えられる．また，このエ

ネルギー不足が続くことにより体重が減少し BMI が低下することが推測される．

今回の結果は，選手における「運動消費エネルギーに見合った摂取エネルギー」

の重要性を示す結果となった．また，アメリカスポーツ医学会ではエネルギー不足

の定義に示される「運動による消費エネルギー」を測定することは難しく，エネル

ギー不足のスクリーニングとして思春期では標準体重 85% 以下，成人では BMI 

17.5 以下を，また治療目標値として標準体重 90％以上，BMI 18.5 以上を用いて



14 15

いる 4）．今回 18.5 未満の選手で無月経の割合が高い結果となり，競技レベルや

競技特性が影響し BMIのみでスクリーニングが難しいケースもあるが，現場で簡

易的に使用できるエネルギー不足のスクリーニングまたは治療目標値として BMI 

18.5 が目安となる可能性が示唆された．

また，無月経に伴う低エストロゲンは生涯に渡る低骨量につながるだけでなく，

アスリートにおいては疲労骨折のリスク因子となることも報告されている 4）．疲労骨

折は，練習量や強度，低い BMI，フォーム等様 な々因子の影響を受けるが，最

も影響を与える因子は練習量や強度である．このため，骨量が正常な選手にお

いてもオーバーユース等により疲労骨折は起こり得るため，疲労骨折予防に向け

ての取り組みは，産婦人科医のみならず多方面からの取り組みが必要である．今

回疲労骨折時の月経について調査を行ったところ，月経が順調に来ている選手の

割合が高かった．本調査では骨量は測定していないが，この結果からも低エスト

ロゲン状態にない選手においても疲労骨折は起こりうることが示され，疲労骨折

の発症にはエストロゲン以外の因子の影響を関連づける結果となった．競技レベ

ル別に疲労骨折の割合を見ると，日本代表レベルと比較し全国大会レベルで疲

労骨折の割合が高かった．今回の調査は，現在の競技レベルであり，疲労骨折

は既往を調査しているため競技レベル別の障害について正確に検討することは難

しいが，全国大会レベルの選手に対する疲労骨折予防の取り組みが，今後国際

競技力向上につながる可能性も示唆された．また，競技特性別の調査では，無

月経の割合が高い持久系，審美系競技で疲労骨折の割合が高く，これらの競

技の特徴は，低体重を求められる競技である．今回の調査で，疲労骨折の好発

年齢は16歳～17歳であったが，女性の生涯にわたる骨量の経年的変化を見ると，

最大骨量獲得時期は 18 歳～ 20 歳頃であることから，この時期より前に疲労骨

折が好発している現状にある．骨量と体重は相関があることが報告されており8），

最大骨量獲得前の10 代での低体重および低エストロゲン状態は，最大骨量獲

得を制限する因子となり得るため，10 代で適切な体重を維持し低エストロゲン状

態をいかに回避するかが，障害予防のみならず女性の生涯の健康を考える上で

重要であると考えられた．

今回の調査結果は，非運動女性と比較しアスリートで無月経の割合が高く，「運

動による消費エネルギーに見合った摂取エネルギー」の重要性を示す結果となっ

た．産婦人科医の立場からは，RED-S の予防およびその結果生じる低エストロ

ゲンの回避に主眼が置かれ，今後，アスリートの現状を理解する栄養士との連携

が重要な課題である．
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【諸言】

男性に比べて女性選手に頻度の高いスポーツ障害として，女性アスリートの三

主徴（FAT：Female Athlete Triad），それに関連する疲労骨折が挙げられる1）．

FAT は摂食障害を伴う，または伴わない低い energy availability(EA)，機能

性視床下部性無月経，骨粗鬆症の 3 つの症状を指す 2）

EAとは，エネルギー摂取量から運動による消費エネルギー量を差し引いた値

で，生体の機能維持のために使われるエネルギーである．EAの値が除脂肪量

1kgあたり30kcal/日未満になるとLH パルスの分泌が減少し月経異常につなが

ることが報告されている 3）．2007 年にアメリカスポーツ医学会から発表された女

性選手の三主徴に関するスタンダードポジションでは低い EA が月経異常の原因

となり，月経異常に伴うエストロゲンの低下が骨量の減少を引き起こし，骨の健

康状態と関連しあって女性選手のパフォーマンスに影響を与えていることが取り上

げられており２），月経異常の原因のひとつとして低い EA 状態を念頭におくことが

必要である．低いEA が月経異常の一因であれば管理栄養士による食事指導（改

善）を治療に取り入れることが必要となるため，産婦人科医は低い EA 状態をア

セスメントする必要がある．しかしながら，産婦人科医が診療時に食事の評価を

実施することは難しい．また，低いEAの対処として，国際オリンピック委員会のワー

キンググループは月経機能が正常になるためには体格指数（BMI: Body mass 

index）18.5kg/㎡以上に体重を戻すことを目標とした指針を出しているが 4），人種

分担研究開発課題名

産婦人科医による「エネルギー不足」 
改善にむけての栄養指導法の提案
研究開発分担者
小清水　孝子　大妻女子大学 家政学部食物学科　教授

研究 1：女性アスリートの三主徴 や体格の異なる海外の指針をそのまま使用することは現実的ではなく，BMI が

18.5kg/㎡以上であっても低い EA 状態が継続し月経異常に至る事例も現場では

起こりうる．そのため，日本人の競技スポーツに参加する女性選手や日常的にスポー

ツを行う女性のデータに基づく現場に即した指針が必要であるが，日本では女

性選手の EAの状況についてはほとんど把握されていないのが現状である．そ

こで本研究では，産婦人科医による低いEA 状態の女性選手に対する栄養アセ

スメント項目と食事指導の指針を提案するための基礎データとして，日本人女性選

手のEAの状況を把握し，問題点を抽出することを目的とした．

 

【方法】

１. 対象者

体育系大学・女子大・高校・中学校の運動部およびプロアスリート養成校に所

属する女子選手77名と日常的にスポーツを行う女子大学生3 名の80 名であった．

このうち，活動量調査に不備のあった 2 名，初経未発来 1 名を除外した 77 名

を解析の対象とした．競技種目の内訳は，硬式テニス16 名，バレーボール４名，

バドミントン 3 名，バスケットボール1 名，自転車短距離 22 名，陸上短距離 16 名，

陸上長距離 3 名，体操 6 名，レスリング 6 名であった．

２. 研究概要

調査は 2015 年 12 月から2016 年 1月の通常トレーニング期に実施した．

体組成測定，食事調査，消費エネルギー量調査，ヘモグロビン濃度推定値測定，

月経と減量に関するアンケートを実施した．

本研究は，大妻女子大学生命科学研究倫理委員会の承認を得て実施した．

対象者には調査の目的，内容を説明し，本人および 20 歳未満の対象者は併せ

て保護者から文書による同意を事前に得た．

３. 調査項目

（１）体組成測定
測定当日，対象者には測定 2 時間前までに食事をすませてもらい，T シャツ・

短パンの着衣状態で測定した．
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　身長はデジタル身長計（ムラテック KDS）を用いて測定，もしくは定期

健康診断時の測定値を使用した．体重は体組成計 InnerScan50V BC-622

（TANITA）を用いて測定した．体脂肪率は，国際キンアンソロポメトリー推

進学会認定国際身体計測技師の資格をもつ検者が，皮脂厚法により実施し

た．キャリパー（Harpenden Skinfold Caliper,British Indicator Ltd）を用

いて肩甲骨下部と上腕三頭筋部の皮脂厚を測定し，長嶺・鈴木の式 5）より

体密度を求め，18 歳以上は Brozek の式 6），18 歳未満は Lohman の式 7）

を用いて体脂肪率を算出した．体重と身長からBMI（体格指数）を，体重

と体脂肪率から除脂肪量（FFM：Fat free mass）を算出した．

（２）血中ヘモグロビン推定値測定
　近赤外線分光画像計測装置 ASTRIMFIT（シスメックス）を用いて，安

静状態で指温度を30 度前後に保ち，利き手とは反対の中指で実施した．

（３）食事調査
　食物摂取頻度調査法で実施した．エクセル栄養君 Ver7.0（日本食品

標準成分表 2010 準拠）アドインソフトFFQｇVer．4.0（建帛社）を用い

て最近 1 か月程度の食物摂取量と摂取頻度から摂取エネルギー量（EI：

Energy intake）と栄養素等摂取量を推定した．記入にあたっては管理栄養

士が記入方法を説明し，食品の摂取単位重量を確認しながら実施した．また，

サプリメントやスポーツフーズをとっている対象者には，別途それらを記載し

てもらい FFQg で算出された EIと栄養素等摂取量の推定値にそれらの

食品の栄養価をプラスした値を用いた．

（４）活動量調査
　活動量調査は食事調査実施後 1 週間以内の練習がある日と練習がない

日の 2日間実施した．練習のオフ日がない対象者は，練習日の 2日間とした．

測定当日の起床時から就寝時まで生活習慣記録機 LifecorderGS（スズケ

ン）を装着してもらった．練習時ははずしてもらい，練習（運動）の間の活

動量は要因加算法により自己記入式でトレーニング内容と時間を記録しても

らい，身体活動のメッツ（METｓ）表 8）を用いて運動時のエネルギー消費量

（EEE：exercise energy expenditure）を算出した．LifecorderGS の測定

値に要因加算法で算出した EEEをプラスした値を総エネルギー消費量（EE：

energy expenditure）とし，2日間の平均値を1日の EEとした．EA は EI

－EEE（練習日のある日の値を用いた．練習が 2日あった被験者は 2日間の

EEE の平均値用いた）で算出した．

（５）月経と減量に関するアンケート
　月経と減量に関するアンケートを自己記入式で実施した。

　なお，体組成測定，ヘモグロビン推定値測定および食事調査，アンケート

調査はすべて同日に実施した．

（６）統計処理
　すべてのデータは平均値と標準偏差（mean±SD）で表した．統計処理

は統計ソフトSPSS Ver.24 にて行った．３群間の差の検定にはクラスカル・ウォ

リスの H 検定法を用い，危険率５％未満をもって有意とした．

【結果】

１. 対象者の月経状況

対象者の月経状況を図 1に示した．全体の約 50％に月経周期の異常が認め

られた．

月経周期が正常だった40 名を正

常群，月経周期が不順だった 27 名

を不順群，3 か月以上月経が停止し

ている10 名を無月経群とした．

２. 対象者の特徴・体組成・ヘモ

グロビン推定値

対象者の特徴と体組成および，

ヘモグロビン推定値を表 1に示し

た．すべての項目において３群間に

有意な差は認められなかった．図 1　対象者の月経状況

■ 正常月経　■ 月経不順　■ 無月経

52％
（n=40）35％

（n=27）

13％
（n=10）
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３. 対象者の EE，EEE，EA，EI

対象者の EE，EEE，EA，EI を表 2 に示した．FFM１㎏あたりの EA は図

2 に示した．各項目とも３群間に有意な差は認められなかったが，EEE は「正常

群＜不順群＜無月経群」と月経周期に異常が認められる群が順に高い値を示し

たのに対して，EA，FFM1㎏あたりの EAの値は，「正常群＞不順群＞無月経群」

と月経周期に異常が認められる群が順に低い値を示した．

表 1　対象者の特徴・体組成･ヘモグロビン推定値
全体

（n=77）
正常群

（n=40）
不順群

（n=27）
無月経群
（n=10）

年齢 歳 18.8 ±4.1 19.5 ±4.2 17.5 ± 3.3 19.3 ±4.9

練習日数 日/ 週 6.0 ±1.5 5.7±1.7 6.2 ±1.1 6.2 ±1.0

練習時間 分 / 回 229 ± 83 209 ±78 245 ± 88 266 ± 62

初経年齢 歳 12.5 ±1.4 12.3 ±1.2 12.6 ±1.5 12.5 ± 2.9

身長 cm 159.3 ± 5.8 160.3 ± 6.0 157.3 ± 3.3 160.6 ± 5.2

体重 kg 54.9 ±7.9 54.9 ± 8.3 54.7±7.6 55.6 ± 6.8

BMI ㎏ /㎡ 21.6 ± 2.6 21.3 ± 2.3 22.1± 2.9 21.5 ± 2.1

体脂肪率 ％ 18.2 ±4.7 18.5 ± 5.4 18.2 ± 3.7 16.7± 3.6

除脂肪体重 kg 44.7± 5.3 44.5 ± 5.4 44.5 ± 5.1 46.2 ±4.9

ヘモグロビン推定値 g/ｄｌ 11.9 ±1.2 12.1±1.2 11.8 ±1.3 11.8 ±1.1

*3 群間に有意な差は認められなかった　（平均値±SD）

表 2　対象者のエネルギー消費量・摂取量
全体

（n=77）
正常群

（n=40）
不順群

（n=27）
無月経群
（n=10）

EI
（エネルギー摂取量）

kcal/日 2473 ± 855 2494± 938 2466 ±723 2407± 830

kcal/kg
体重 /日 

46 ±16 46 ±18 46 ±14 43 ±14

EE 
（エネルギー消費量）

kcal/日 2619 ± 63 2500 ± 525 2664± 662 2972 ±788

EEE（運動による
総エネルギー消費量）

kcal/日 937± 527 853 ±497 952 ± 520 1233 ± 550

EA
（Energy availability）

kcal/日 1524±718 1619 ± 816 1513 ± 579 1174± 500

*3 群間に有意な差は認められなかった　（平均値±SD）

図 2　対象者の FFM1㎏あたりの EA
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表 3　栄養素等摂取量
全体

（n=77）
正常群

（n=40）
不順群

（n=27）
無月経群
（n=10）

たんぱく質
g 84.5 ± 30.5 83.6 ± 33.6 84.6 ± 25.8 88.1± 28.7

kcal/kg
体重 /日 

1.6 ± 0.6 1.5 ± 0.7 1.6 ± 0.5 1.6 ± 0.5

糖質
g 330.6 ±118.1 336.9 ±126.9 326.5 ±104.6 316.3 ±114.4

kcal/kg
体重 /日 

6.1± 2.2 6.2 ± 2.4 6.1± 2.0 5.6 ±1.9

脂質 g 86.4± 32.0 83.6 ± 33.6 87.6 ± 26.6 84.7± 28.6

カルシウム mg 784± 325 752 ± 358 801± 278 870 ± 281

鉄 mg 9.3 ± 3.3 9.0 ± 3.4 9.3 ± 2.8 10.6 ±4.1

ビタミン A μg 705 ± 264 706 ± 287 691± 243 736 ± 212

ビタミン B1 mg 1.31± 0.65 1.21± 0.49 1.32 ± 0.43 1.27± 0.36

ビタミン B2 mg 1.61± 0.75 1.48 ± 0.66 1.60 ± 0.48 1.69 ± 0.60

ビタミン C mg 114± 54 111± 53 109 ±48 124± 26

ビタミン D μg 7.2 ±4.5 7.3 ±4.9 6.8 ± 3.9 7.9 ±4.8

*3 群間に有意な差は認められなかった　（平均値±SD）
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４. 対象者の栄養素等摂取量

対象者の栄養素等摂取量を表 3 に示した．各栄養素とも3 群間に有意な差

は認められなかった．

【考察】

今回の結果では，3 群間で体組成に有意な差は認められなかった．低い EA

の対処として，国際オリンピック委員会のワーキンググループは月経機能が正常

になるためには BMI18.5kg/㎡以上に体重を戻すことを目標とする場合，EA が

FFM1kgあたり45kcal/日以上になるように摂取エネルギーを増やす．実用的な

対処法としては，摂取エネルギーを300 ～ 600kcal/日増やす食事計画の立案，

トレーニング量を減らすこと，ストレスへの対処などをあげている 4）．今回の結果

では不順群が 22.1±2.9 kg/㎡，無月経群が 21.5±2.1 kg/㎡であり，18.5 kg/

㎡以上でも月経異常が起こることが考えられた．先行研究でもEA が低く無月経

であってもBMI が 18.5kg/㎡以上の報告がされていることからも9-11），BMI を栄

養アセスメントのひとつとして考える場合，日本人女性選手の体組成，食事摂取

状況等を加味したうえでの BMIの目標設定が必要なことが考えられた．

EI は 3 群間に有意な差は認められなかった．一方，EEE は有意な差は認めら

れなかったものの，無月経群が正常群，不順群と比較して高い値を，EA，除脂肪

体重 1㎏あたりのEAは低い値を示していることから，無月経群は運動量が多く，

それにみあったエネルギー量の摂取が食事からできていないことが示唆された．

EAの値が FFM1kg あたり30kcal/日未満になるとLH パルスの分泌が減

少し月経異常につながること 3），日本人女性選手を対象にした先行研究でも4

名の無月経選手中 3 名が FFM１㎏あたりそれぞれ，14・16・18kcal/日未満

と30kcal/日未満であったと報告されている12）．今回の研究では，無月経群が

FFM1kg あたり25.8±11.0kcal/日と先行研究と同様の結果が示されたが，標

準偏差が大きく個人差が大きいことも加味したうえで，日本人女性選手の低い

EAのボーダーラインの数値に関しては今後さらなる調査が必要であろう．

栄養素等の摂取状況ではすべての栄養素において 3 群間に有意な差は認め

られなかった．しかしながら，不順群，無月経群では運動時の主なエネルギー

源である糖質の摂取量が足りないことが考えられた．アスリートの糖質摂取ガイ

ドライン 13）では，1日１～ 3 時間の中～高強度の運動で 6 ～10g/㎏体重 /日，1

日4 ～ 5 時間の中～高強度の運動で 8 ～10g/㎏体重 /日の糖質摂取目安量を

目標としている．今回の対象者の平均運動時間は，不順群 245（約 4 時間）±

88 分，無月経群 266（約 4.5 時間）±62 分と4 時間以上であったが，糖質の摂

取量は不順群 6.1±2.0g/㎏体重 /日，無月経群 5.6±1.9g/㎏体重 /日と少な

い傾向にあることがわかる．一方，たんぱく質の摂取量は平均1.6g/㎏体重 /日と，

アメリカスポーツ医学会の栄養とパフォーマンスに関する声明で示している，持久

系選手1.2 ～1.4g/㎏体重 /日，瞬発系選手1.2 ～1.7g/㎏体重 /日の目標量 14）

を摂取できていることから，EA が低い選手は運動量にみあった糖質の摂取が

少ない傾向にあることが考えられた．先行研究においても，無月経の女性選手の

糖質摂取量は 6g/ 体重㎏ /日を下回っている報告が散見している 8-10）．これらの

点から，糖質を多く含む「主食（ごはん，パン，麺類など）」の摂取状況と運動時

間を，低い EAの女性選手の栄養アセスメントおよび食事指導指針の項目として

考えられるのではないだろうか．

今後は，日本人の女性選手の EAの状況，トレーニング時間，食事摂取状況

の例数（競技種目数，人数）を増やすとともに，月経異常の女性選手に食事指

導の介入をし，食事指導指針作成のためのデータのさらなる構築・解析が必要

である．
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【概要】

本研究開発では，女性アスリート障害の三主徴の中で，特に骨粗鬆症による

疲労骨折に着目する．女性選手において疲労骨折と無月経との関連が指摘されて

おり1,2），低エストロゲン状態が疲労骨折のリスクを高めるため，疲労骨折は女性

選手の重大なスポーツ障害である．疲労骨折は繰り返す力学的負荷により発症

するため，疲労骨折のリスクファクター検索においてバイオメカニクス因子の検討

は不可避である．

今回，特に下肢疲労骨折におけるバイオメカニクス因子の過去の報告を整理し，

バイオメカニクス因子と女性アスリート障害の三主徴を関連づけ，女性選手におけ

る疲労骨折リスクファクターを提示するための探索的研究を実施した．

【背景・目的】

疲労骨折のリスクファクターには，骨への力学的負荷に影響する因子と，骨量

や骨質に影響する因子に分類される（図 1）．

骨への力学的負荷に影響する因子には，解剖学的因子・バイオメカニクス因子

として，アライメント，筋力・筋持久力・筋柔軟性，歩行・走行・ジャンプ着地時

分担研究開発課題名

女性選手における疲労骨折のリスクファ
クター・バイオメカニクス因子の探策
研究開発分担者
柳下　和慶 東京医科歯科大学 スポーツサイエンス機構 スポーツ医歯学診療 
  センター・医学部附属病院 高気圧治療部　准教授

研究開発協力者
能瀬　さやか 国立スポーツ科学センター メディカルセンター 婦人科 
  東京大学 女性診療科・産科　登録研究員

研究 1：女性アスリートの三主徴

等における運動力学的因子，床反力の大きさ・頻度などがある．また，トレーニ

ング量やトレーニング時間・強度，グランドの表面の状態，トレーニング靴やインサー

トなどの因子が挙げられる．

骨量や骨質に影響する因子には，体重コントロールを含めた食習慣や栄養状態，

エストロゲンなどのホルモン動態のほか，身体活動量や骨関連疾患，糖質コルチコ

イドなどの薬剤投与歴などがある．骨密度と血清エストラジオール値には相関があ

り4），ホルモン動態，特に若年女子におけるエストロゲン量は，骨密度の獲得に重

要な影響を及ぼし，日本臨床スポーツ医学会産婦人科部会では，エストラジオー

ル 20pg/ml 以下の無月経の選手を疲労骨折のハイリスク群としている．2015 年日

本産婦人科学会ヘルスケア委員会報告では，女子大学生を中心とした女性選手で

の疲労骨折時の月経状態は，無月経 15％，月経不順 26％と報告している1）．

American College of Sports Medicine（ACSM）では，疲労骨折のリスクファ

クターとして 10 項目を挙げている（表 1）．

Factors modifying the load applied to a bone:
・Biomechanical factors(including ground reaction force magnitude 

and rates, segment acceleration/shock, anthropometry/alignment, 
running-gait, kinematics)

・Training factors;(including duration and frequency of training 
sessions, and running intensity/speed)

・Muscle strength and endurance
・Training surfaces and terrain
・Shoes and inserts(orthoses and insoles)

Bone mass and structure

Bone loading

Bone strain

Factors modifying the ability of bone to resist loads:
・Genetics
・Diet and nutrition(including seating behaviors, 

and caloric, calcium, and vitamin D intake)
・Endocrine status and hormones(including age of 

menarche and menstrual status)
・Physical activity history
・Bone disease
・Medications influencing bone(including 

glucocorticoids and anticonvulsants)

図 1　長距離陸上競技者における疲労骨折のリスクファクター（文献 3）から転載）



28 29

本研究開発では，疲労骨折のリスクファクターの中で，特に下肢の疲労骨折に

おけるバイオメカニクス因子・リスクファクターに着目した．

疲労骨折の好発部位は，肋骨，中手骨，有鉤骨，尺骨，肘頭，仙骨，恥骨，

大腿骨，膝蓋骨，脛骨，腓骨，足関節内果，足舟状骨，中足骨である．特に，

下肢の疲労骨折は，長距離ランナー，新体操やフィギュアスケート等の審美系ス

ポーツにて多発する．

今回，下肢の疲労骨折のバイオメカニクス因子・リスクファクターについて，過

去の報告を整理した．また，バイオメカニクス因子の測定方法の研究開発を行った．

さらに，骨量や骨代謝・ホルモン動態等の検体検査との関連付けを試み，今後

の女性選手における疲労骨折リスクファクターの提示に関する研究開発を展望

した．

【下肢疲労骨折のバイオメカニクス因子，過去の報告】

疲労骨折を生じる部位は多様であり，それぞれのバイオメカニクス因子が考え

られる．今回，多発する下肢疲労骨折を対象にバイオメカニクス因子を検討する．

バイオメカニクスに影響するkinematic（運動学）因子では，代表的な下肢疲

労骨折である脛骨遠位部疲労骨折では，荷重位での過大な足部回内がリスクファ

クターのひとつとされている 5）．足部回内は距骨下関節の背屈，外反，外転の複

表1　American College of Sports Medicineでの疲労骨折のリスクファクター

・Training changes(e.g. terrain, shoes, activity, training intensity)
・Running and jumping activities
・Inappropriate footwear
・Muscle inflexibility
・Muscle weakness
・Excessive muscle strength
・Lower extremity alignment anomalies
・Poor running technique 
・Previous history of injury
・Low bone mineral density(in women, often secondary to inadequately circulating estrogen.)

合運動である．足部回内の測定には，舟状骨結節をメルクマールとした距離や角

度を見る測定法である舟状骨ドロップテストのほか，果間距離や大腿脛骨角など

が用いられる 6）．接地時の足部回内と相互に影響する動きとして，体幹側方傾 

斜・回旋（支持側へ），骨盤傾斜（非支持側へ），大腿内転・内旋，下腿内旋

がある 6, 7-11）．また，脚長差については患側が短い 12），もしくは患側が長いこと

がリスクファクターとの報告もあり13），左右脚長差が疲労骨折を発症させる一因

子となりうる．また，股関節外旋，足部の高アーチ 12）がリスクファクターとの報

告もある．

kinetic（運動力学的）因子については，床反力計や加速度計と複数カメラに

よるモーションキャプチャーによる画像処理によって解析されることが多い．長距

離ランナーの下肢疲労骨折に関する過去の報告では，初期立脚期での高い垂直

床反力負荷やピーク加速度などの異常負荷が考えられている 3,14-16）．フリーモーメ

ントとは地面反力によって生じるモーメントのことで鉛直軸周りに発生するが，長

距離ランナーにおける脛骨疲労骨折群でのフリーモーメントは有意に高値と報告

され，回旋方向負荷がリスクファクターと報告されている17-19）．走行時の最大股関

節内転，最大後足部回外 16,18）もリスクファクターと報告されている．接地時の床

反力は着地前後のアライメントと関係する．初期立脚相での高い垂直床反力負荷

には，小さい膝屈曲角度の関与も示唆されている 8）．前方ジャンプ着地時の垂直

床反力は着地時期の膝屈曲が小さいと大きくなりやすく20），着地時に膝・股関節

角度が大きければ，最大垂直床反力が減少する 6,21）．BMI 高値は接地時の衝

撃負荷を増大する傾向にある19）．

第 5 中足骨の疲労骨折はJones 骨折といわれ，第 5 中足骨の骨幹近位部に横

走する骨折線が特徴的である．サッカー選手に多く，女子サッカー選手の増大と

ともに女性選手としての問題となっている．

第 5 中足骨基部は，解剖学的には短腓骨筋の付着部であり，さらに第 4 中足

骨と立方骨間に，底側足根中足靭帯や底側中足間靭帯が付着し，荷重時の力学

的負荷を受けやすい 22）．

第 5 中足骨疲労骨折のバイオメカニカルなリスクファクターとして，過去の報告
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では，膝関節 Q-angle の低値，足趾

把持筋力の低値が報告されているが 23），

詳細な報告は乏しい．

＜脛骨疲労骨折のバイオメカニクス 

因子＞

以上の報告から，脛骨疲労骨折の主

たるバイオメカニクス因子については，

現状別表のように整理される（表 2）．

【バイオメカニクス因子の探索と女性アスリート障害の三主徴との関連づけ

研究開発】

下肢疲労骨折の原因となる身体構造・機能的因子と運動力学的リスクファクター

を詳細に検討するため，今回下記のバイオメカニクスリスクファクター測定を実施

した．さらに，女性アスリート障害の三主徴との関連づけを試みた．

＜対象＞

対象は，国立スポーツ科学センターにて 2015 年 10 月～ 2016 年 2 月まで検体

検査の検査済みの女性トップ選手で，東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療セ

ンターにて 2016 年 2 月までにバイオメカニクス検査を実施した 9 名．年齢 21.2

歳（19 ～ 25 歳）．競技種目は，陸上長距離 5 名のほか，テニス，バスケット，陸

上短距離，陸上円盤投げ各 1 名．下肢疲労骨折あり3 名，疲労骨折なし 6 名 

（内シンスプリントあり3 名），月経不順あり7 名，月経不順なし 2 名．

＜測定方法・測定項目＞

○バイオメカニクスリスクファクター測定

▼足部のアーチ高測定：舟状骨ドロップテスト（図２・図３）

舟状骨結節をメルクマールとした距離や角度を見る測定法で，足部回内を静的

表 2　脛骨疲労骨折のリスクファクター

○ Kinematic 因子
　・足部回内
　・脚長差
　・脚アーチ高

○ Kinetic 因子
　・垂直反力負荷
　・回旋方向負荷
　・ピーク加速度
　・最大股関節内転，最大後足部回外運動

【開始肢位】
□片膝屈曲位で，荷重量は50％PWB
□両側腸骨稜平坦（インクリノメーター）
□解剖学的肢位から肘関節屈曲・肩関節
　軽度屈曲位でボールに２，３指で（１㎏）
　触れ姿勢制御
□視線は前方
□左右両側計測，各3回

図 2　足部アーチ高測定法．
 全荷重と 50％部分荷重（PWB）でのアーチ高を測定した．図は 50％部分荷重（PWB）で

の測定方法．

図 3　足部アーチ高の測定結果　症例 1
 NH：Navicular height，MLH：Medial longitudinal arch
 NH が低値，MLA が高値にて低アーチ，NH の 50％ PWB と FWB との差が大きければ（舟

状骨ドロップテスト）荷重時足部回内傾向

Static TMDU-01 症例１

MLA angle:132.80°
NH:4.74cm

MLA angle:135.17°
NH:4.87cm

MLA angle:133.69°
NH:4.67cm

50%PWB

MLA angle:137.91°
NH:4.39cm

全荷重
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かつ動的に評価する手法である 6）．

▼下肢関節可動域：股関節屈曲・伸展・内

外旋，膝関節伸展・屈曲，足関節背屈・

底屈，足部回内・回外

▼最大一歩幅の70％をステップして駆け抜け

る動作時の床反力と舟状骨結節高（図４）

▼最大一歩幅の 50％，100％にてステップ

して着地する動作時の床反力と舟状骨結 

節高

○患者プロフィール

・ 年齢・身長･体重・BMI・現在の専門種目・最近出場した大会・出場予定の大会・

競技歴・装具の使用・現在の症状・筋骨格筋系障害外傷の既往歴

・ 女性科関連アンケート：月経不順の有無，ピルの内服状況

○骨密度，骨代謝・ホルモン動態等検体検査

・ 骨密度：L1-L4 合計

・検体検査

血算一式

生化学：AST, ALT, Alp, ɤ-GTP, CK, TP, Cre, BUN, UA,T-Chol, TG, Ca, 

Fe, TIBC, feritin

ホルモン関連：PRL, T3, T4, TSH, LH, FSH, DHEA-S, E2

骨代謝関連：1α25-(OH)VitD, TRACP-5b, BAP, 尿 NTx

今回，バイオメカニクス検討では，症例数が限定されているため，脛骨遠位型

疲労骨折とバイオメカニクス要因が近似するシンスプリント歴あり症例（n=3）の患

側を疲労骨折あり例（n=3）の患側に加えて，患側群（n=6）とし，疲労骨折あり

例の健側（n=3）とシンスプリント歴あり例健側（n=3）および受傷歴なしの両側

（n=6）を患側以外群（n=12）として比較検討した．

図 4　測定方法

＜結果＞

今回のバイオメカニクス検討では，患側群，患側以外群間にて，有意差を認め

なかった（表３）．

骨密度および検体検査では，疲労骨折あり群と疲労骨折なし群間でも，有意

差を認めなかった．

【今後のバイオメカニクス検索の方向性と他の疲労骨折要因との総合的な検索】

今回，疲労骨折のリスクファクターについて新たにバイオメカニクス因子を加え

ることにより，女性選手における疲労骨折の総合的なリスクファクターへの提示へ

表３　MLH（Medial longitudinal arch）と NH（Navicular hight）

MLH (Medial longitudinal arch)：(FWB)と(50%PWB) の差

患側（n=6）
0.75± 0.89°

患側以外（n=12）
0.28 ± 2.16°

NH (Navicular height)：(FWB)と(50%PWB) の差

患側（n=6）
0.10 ± 0.11cm

患側以外（n=12）
0.07± 0.37cm

図 5　床反力計測定結果　症例 1

TMDU-01 Rt SL 50-1
EVENT:VGRF max (3.5710sec)

・VGRF:258.2733%BW
・GRF X:6.30135%BW
・GRF Y:-10.574%BW
・FM:0.28165Nm
・MLA angle:137.933°
・Navicular Height:2.8760cm

EVENT:FM max (4.510sec)
・VGRF:95.3791%BW
・GRF X:-2.77876%BW
・GRF Y:-1.119%BW
・FM:1.883321Nm
・MLA angle:138.477°
・Navicular Height:3.26cm
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の方向性を示すこととなった．

しかしながら，今回の対象数は限定しており，有意差を得ることができなかった．

過去の報告の多くと今回の preliminaryな報告は，既に疲労骨折を発症した

患者データの横断的分析であり，前向き研究は極めて少ない．今後は，本研究

開発によるバイオメカニクス検索による前向き研究と，更なるバイオマーカー等と

の関連の精査することを要する．

また，今後は介入研究により，女性選手における疲労骨折の発症予防指針の

提示へと展開する必要がある．
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研究 2

月経随伴症状 
－選手とコーチへの調査－
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【目的】

女性選手および指導者に対する OC・LEP の使用実態を明らかにし，女性

選手，指導者，養護教諭，スポーツドクター等へ啓発用冊子作成のための資料

とする．

【方法】

日本産科婦人科学会と国立スポーツ科学センターが共同研究で行った（文部

科学省受託事業）調査の計 2,000 名以上の既存データを使用した．大学生選

手とトップ選手およびその指導者を対象としたアンケート調査に基づくものである．

調査項目は．選手の月経状態，月経痛に対する服薬状況，OC・LEP の服薬状

況である．指導者においては，選手の月経状態の把握，治療および月経調整の

必要性に対する意識調査である．本調査結果を統計解析した．

【結果】

１．選手

（１）選手の月経状態
初経年齢は12.7±1.6 歳であった．BMI＜18.5 のやせの割合は10.9％であっ

た．月経周期については整周期 60％，不整周期 36.2％，無月経 3.8％であった．

過多月経は 5.5％であった．

分担研究開発課題名

女性選手および指導者に対する OC・
LEP 使用実態調査 ～月経困難症～
研究開発分担者
北脇　城 京都府立医科大学大学院 医学研究科 女性生涯医科学　教授　

研究 2：月経随伴症状 －選手とコーチへの調査－

図１　月経の状況

月経痛の頻度については無しが17.2％，数か月毎が42.2％，毎月が40.6％であっ

た．月経痛があると回答した選手のうち，運動に支障なしが 35.9％，少し支障あ

り（軽度）が 52.7％，横になって休憩（中度）が 14.0％，１日寝込む（重度）が 1.4％

であった．月経痛を有する 82.8％のうち，64.1％，すなわち全体の 53％が運動に

支障をきたしていた（図１）．

　

（２）月経痛に対する服薬状況
月経痛に対して服薬しないが 43.5％，時々服薬が 38.3％，毎回服薬が 18.1％

であった．服薬すると答えた選手のほとんどが，市販の鎮痛薬を使用していた．

全体の 55.2％が鎮痛薬を使用し，わずか1.6％のみが LEPを使用していた．服

薬効果に関しては，94.5％が良好な効果を得ていた（表１）．

（３）OC・LEPの服薬状況
OC・LEP の使用経験については，現在服用が 3.2％，服用既往が 6.0％，既

往なしが 90.8％であった．OC・LEP の服用開始理由は月経日調整，月経痛の順

整　　不順　　無月経　

60.0％
36.2％

3.8％

40％は月経周期異常

周期 月経痛頻度

月経痛程度

17.2％

42.2％

40.6％

35.9％

52.7％

14.0％

1.4％

全くない　
数か月毎　
毎月　

53％（0.828*0.641）は月経痛により運動に支障がある

無　
軽　
中　
重　
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であった．

月経日の調整を行ったことがあるかの質問に対し， 「ない」が 94.8％， 「以前行っ

たことがある」が 3.6％，「今も時々行っている 」が 1.0％，「継続して行っている」

が 0.6％であった（図２）．

産婦人科を受診したことのある選手は 26.1％であった．受診理由は月経不順，

月経痛，月経日調整，無月経の順に多かった（図３）．

表１　月経痛の服薬状況

服薬 Total 鎮痛剤
市販

鎮痛剤
医師 LEP Dienog

est 漢方 その他

飲まない 710 
(43.5)

時々 625 
(38.3)

538 
(33.0)

75 
(4.6)

3 
(0.2)

0 2 
(0.1)

13

毎回 296 
(18.1)

224 
(13.7)

64 
(3.9)

231 
(1.4)

0 4 
(0.2)

9

（　）内は総数 1,631名で除した％
月経痛に対して55.2％が鎮痛剤を服用しているが，LEP 服用はわずか1.6％のみ．
鎮痛剤服用の 94.5％が良好な服薬効果を実感している．

図２　OC・LEP の服薬状況

0 20 40 60 80現在服用　　服用既往　　既往なし

その他

避妊

PMS

子宮内膜症

月経日調整

月経過多

月経痛

複数回答可

使用理由は月経日調整や月経痛

OC・LEPの使用理由OC・LEPの使用経験

61（3.2％）
　116（6.0％）

1745（90.8％）

使用経験は 9.2％のみ

２．指導者

（１）選手の月経状態の把握
◆質問形式： 今まで選手から月経等の女性特有の課題に対し相談を受けたこと

があるか？

　回答形式： ①はい 　②いいえ

回答した全指導者 97 名中 47 名（48.5％）が「①はい」と回答した．男女別に

は，男性指導者 53 名中 20 名（37.7％），女性指導者 34 名中 27 名（79.4％）が「①

はい」と回答した．女性指導者のほうが，有意に相談を受けた経験が高かった．

◆質問形式： 相談を受けた際，どのような対応をしたか？

　回答形式： ①産婦人科受診を勧めた　②他のスタッフ（ドクター含む）に相談

した　③他のコーチに相談した　④知り合いに相談した　⑤様

子を見るよう指示した　⑥よくわからないと答えた

「⑥よくわからないと答えた」のは男女指導者ともに無く，相談時に何等かの対応

をしていた．産婦人科受診，他のスタッフへの相談の順に多かった．４割の指導者

図 3　婦人科受診とその理由
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が産婦人科受診を勧めた．対応の仕方については，男女指導者間に差はなかった．

◆質問形式： 月経日や月経の周期について把握している？

　回答形式： ①だいたい把握している　②本人に任せているので把握していな

い　③他のスタッフが把握している　④月経不順や無月経の選手

のみ把握している

回答した全指導者の 91 名中 57 名（62.6％）が全く，選手の月経周期・月経

日を把握していなかった．男女別には男性指導者 55 名中 37 名（67.3％），女性

指導者 36 名中 20 名（55.5％）で差は認めなかった．全指導者の 91 名中 34 名 

（37.4％）が何等かの方法で選手の月経周期・月経日を把握しており，男女で差は

認めなかった．ただし，「①だいたい把握している」と回答した指導者は男性で

10.9％，女性で 27.8％であり，女性で有意に高かった．

月経等の相談を受けたことのある指導者では 56.2％が何等かの方法で選手の月

経状態を把握しており，自らも29.2％が把握していた．相談を受けたことのない指導

者では，自らも把握していたのは０％で，他のスタッフが 16.7％のみであった（図４）．

図４　月経周期・月経日の把握
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◆質問形式： 選手の月経痛の有無について把握しているか？

　回答形式： ①だいたい把握している　②本人に任せているので把握していな

い　③他のスタッフが把握している 

回答した全指導者の 93 名中 51 名（54.8％）が全く，選手の月経痛を把握し

ていなかった．男女別には男性指導者 57 名中 37 名（64.9％），女性指導者 36

名中 14 名（38.9％）と男性で有意に高かった．「①だいたい把握している」と回

答した指導者は男性で 22.8％，女性で 61.1％であり，女性で有意に高かった．

月経等の相談を受けたことのある指導者では，自ら把握が 62.5％，他のスタッ

フが 4.2％，把握していなかったのは 33.3％であった．相談を受けたことのない

指導者では，自らが 7.1％で，他のスタッフが 11.9％，把握していなかったのは

81.0％であった．

（２）治療および月経調整の必要性
◆質問形式： 月経痛に対して治療が必要か？

　回答形式： ①必要である　②必要ない　③症状の程度による　④選手に任

せる　⑤わからない

男性指導者７人が「わからない」と回答したが，「必要ない」と回答したのは０

名であった．「症状の程度による」と回答した指導者が 64.5％（60/93）と最も多

かったが，月経痛に対しては，ほぼ治療が必要と考えられているようであった（図５）．

男女指導者間に差はなかった．相談あり- なしの間でも差はなかった．

◆質問形式： 月経が止まっている選手がいたら婦人科受診を勧めるか？

　回答形式： ①勧める　②勧めない　③状況による　④選手に任せる　⑤わ

からない

男性指導者１人が「必要ない」と回答し，６人が「わからない」と回答した．「勧

める」と回答した指導者が 55.8％（52/93）と最も多く，「状況による」が 25.8％

（24/93）であった．無月経に対しては，ほぼ治療が必要と考えられているようであっ

た（図５）．男女指導者間に差はなかった．相談あり－なしの間でも差はなかった．
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◆質問形式： ピル等のホルモン剤によるコンディション調整目的での月経移動（生

理をずらす）について

　回答形式： ①積極的に行うべき　②行うべきではない　③選手が希望すれ

ば行うべき　④重要な大会や試合の前だけ行うべき　⑤わから

ない 

「①積極的に行うべき」と回答したのは，女性指導者１人のみであった．「③

選手が希望すれば行うべき」は 47.8％，「④重要な大会や試合の前だけ行うべ

き」は 17.8％だった．７割は月経調整をしてもよいと考えているようであった．一方， 

「②行うべきではない」は 18.9％であった．男女指導者間に差はなかった．相談

あり－なしの間でも差はなかった（図６）．
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図 5　治療必要性の認識

図 6　月経調整の必要性
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【考察】

習慣的に運動をしている女性は一般女性に比べて月経困難症が少ないとされ

る１）．これは全身血流改善やストレス解消・リラックス効果など，運動によるプラス

の効用の結果と考えられる．一方で，女性選手では月経困難症を有する率が一

般女性に比べて高く，その程度は競技レベル，運動負荷の強度と相関するとの

報告もある 2,３）．厳しい競争や成果主義などからくる心理的ストレスが症状悪化

に関与していると考えられる．低脂肪に起因する低体温など身体的要因もあるか

もしれないが明らかなエビデンスはない．

財団法人女性労働協会４）および明楽ら５）による一般女性を対象にしたアンケー

ト調査では，いずれも介入を要する月経困難症があると回答した者は全体の約

25％であった．一方，本研究におけるアンケート調査では，女子トップ選手におい

て月経困難症で薬剤を使用すると回答した選手は全選手の約 30％であったが，

月経困難症が「運動に支障をきたす」と答えた選手は全選手の 53％と高い値を

示した．つまり月経困難によって運動に支障をきたしていながら，薬剤を使用せず

我慢している選手がある程度いると推測される．症状が十分コントロールできて

いなければ，QOL の低下はもちろん，選手としてのパフォーマンス低下にもつなが

る．このような選手層を適切な治療へ誘導する必要があると考えられる．

本邦の女子選手が高率に月経困難症を自覚している一方で，治療を行ってい

る選手のうちほとんどが鎮痛剤を使用し，OC・LEP 使用者は 1.6％と非常に少

数の結果であった．

一般社団法人日本家族計画協会が 2014 年に一般男女 3000 名を対象に実施

したアンケート調査では「現在 OC・LEP を使用（避妊目的・それ以外含む）し

ている」と回答した女性が女性全体の 3.3％であった６）．本調査での女子選手に

おけるOC・LEP の全使用率は約３％で，一般女性の使用率とほぼ同じと考えら

れるが，その目的は月経痛対策よりも月経調整が主と考えられる．

欧米においては 83％の女性選手が OC・LEPを使用しているとの報告がある７）．

一般女性の OC・LEP の使用率も７－８割と本邦に比べ非常に高く，選手におい

てもごく身近で手軽に使用できる薬剤として認知，使用されている．OC・LEP な
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どのホルモン剤投与が選手の身体構造・機能や競技パフォーマンスに及ぼす影

響についても多数の研究報告がなされ，女子選手がいかに OC・LEPを有効に

利用し能力向上へつなげるかということへの関心の高さがうかがわれる．

一方本邦では，OC・LEP 使用への積極性は極めて低い．第一には OC・

LEP 服用の利益に関する認知が低いことが挙げられる．能瀬らのアンケートでも

月経調整に関しては「考えたこともなかった・できると知らなかった」と回答した

選手が６割を占めた８）．さらに OC・LEP に関する誤った認識である．「成長期で

ある10 歳代で服用することに弊害があるのではないか」「太る副作用があるので

はないか」「ドーピングに抵触するのではないか」「むしろパフォーマンスが低下す

るのではないか」などである．

本研究では選手の３割が月経困難症に対する薬物治療を行っていた．しかし

そのほとんどが鎮痛薬で十分な効果を得ているため，月経痛のみを理由に OC・

LEP の使用を増やすのは難しいと考えられる．一方で，選手の約３割に産婦人

科受診の既往があり，月経痛よりも月経不順，無月経，月経日調整を理由に受診

するものの方が断然多い．選手の約４割に月経不整，無月経を認めること，およ

び図３の赤色で示したものは OC・LEP 服用が最も有効と考えられることに注目

したい．

女性指導者のほうが選手の月経状況をよく把握しているのは，選手から月経に

関する相談を受けやすいことが要因と考えられる．

月経痛や無月経に対しては，ほとんどの指導者が治療が必要と考えている．

月経痛に関しては，症状の程度や選手次第が７割と，限定的である．一方，無月

経に関しては，５割以上の指導者が積極的に婦人科受診を勧めるとしており，よ

り高い病識を有していると考えられる．治療の必要性に関して，男女指導者の認

識に差はなく，相談のあり・なしによる差もない．総じて指導者の治療の必要性

に対する認識に差がないためであろうか？ 月経調整に関しては，積極的に行うと

してはいないが，７割の指導者が容認している．５割の指導者が「選手が希望

すれば行うべき」であると考えており，注目すべき点である．

選手に対して，徹底してOC・LEP 服用の利益を理解してもらい，誤認を解くこと，

および選手が積極的に月経に関する相談を指導者に対して行うことを勧めること

が重要である．月経困難症に関しては，継続使用の必要な OC・LEPよりも有症

状時のみ用いればよい鎮痛剤が好んで選択されると考えられ，実際おおむね良

好なコントロールが得られているようである．月経困難症治療としての OC・LEP

の選択肢は，鎮痛剤でのコントロールも難しい重度の症状を有する選手を中心に

情報提供するのがよいであろう．それ以外の選手や指導者などには，月経調整

のメリットを前面にアピールするのがよいと思われる．

現状では選手自身が問題を自覚し産婦人科医のもとを訪れる頻度が低い．ま

た，指導者へ相談することも，相談された指導者が産婦人科受診を勧めること

も十分になされていない．このような状態で選手へ OC・LEP の啓発を行うには，

産婦人科に選手がやってくるのを待っているだけでは不十分であり，産婦人科医

側から積極的に選手・指導者側へのアプローチを行うことが必要である．アンケー

ト結果によれば，男女とも指導者のあいだでは，選手の月経関連の諸問題に対

し薬剤で介入することの妥当性は理解されている．選手が積極的に指導者へ相

談し，また指導者側も積極的に選手の月経状況の把握に努め，スムーズに医療

機関との連携につなげられるよう啓発していくことが重要である．
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【本研究の目的と概要】

１. 本研究の目的

月経前症候群（premenstrual syndrome : PMS）や重症型の月経前不快気

分障害（premenstrual dysphoric disorder : PMDD）は月経前の「イライラ・憂鬱・

乳房緊満感・下腹部痛」といった不快な精神 , 身体症状を特徴とし女性の QOL

を著しく損なう１）. 日本人女性の約 90% が月経前に何らかの症状を自覚しており, 

女子高校生の11.3% が中等度・高度の PMS, 3.2% が PMDDを経験している　. 

ありふれた疾患であるが , 世界的に思春期女性においては月経困難症が重視さ

れ , PMS/PMDD に関する研究は行われてこなかった . 女性選手研究面からは ,

「女性アスリート三主徴」に関して多くの研究が実施されてきた３）.ここでの月経に

関する研究は無月経や月経不順が対象となっている. PMS/PMDD 発症には排

卵後に分泌される黄体ホルモンの関与が重要であり, 卵巣機能が正常で排卵障

害がない場合に発症する. 「女性アスリート三主徴」のケースでは排卵障害があり, 

PMS/PMDD は発症しない . そのためか選手の PMS/PMDD の研究は少なく, 

系統的な研究は行われていない . 運動能力は循環器 , 呼吸器 , 代謝 , 内分泌 , 

分担研究開発課題名 1

PMS/PMDD がパフォーマンスへ与える 
影響についての検討 ～競技特性別の比較～
分担研究開発課題名 2

指導者への PMS/PMDD に関する 
認知度調査
研究開発分担者
武田　卓　近畿大学 東洋医学研究所　教授

研究 2：月経随伴症状 －選手とコーチへの調査－ 心理の各要因が複雑に入り組んで規定され , 多彩な精神身体症状を示す PMS/

PMDD が選手のパフォーマンスに及ぼす影響は無視できない . このような状況よ

り, 武田は 2012 年度にオリンピック選手や国体選手を多数含む近畿大学全学体

育会所属の女性選手 232 名を対象とした PMS/PMDD の実態調査を実施した
４）. 中等度から重度 PMSを8.6％ , PMDDを2.9％認め, 大学生選手においても, 

かなりの者が PMS/PMDDを自覚しており, これらの症状により44.3% の者が

何らかの障害を自覚することが明らかになった（図１）. さらに，PMS/PMDD

症状による練習・試合への障害リスク因子の検討では , トップ選手, 集中力低下, 

倦怠感が有意なリスク因子となり, 成績向上のためにも疾患啓発と適切な管理・

治療が必要と思われた .

アスリート研究を複雑化する主因の一つとして, 競技の多様性があげられる.例

えば , 陸上短距離走のような瞬発力を必要とする競技では , PMS の身体症状と

しての浮腫による体の動きにくさが問題となるのに対して, アーチェリーのような標

的競技では精神症状としての集中力低下が問題となることが想定される. PMS/

PMDD に適切に対応する指針を考えていくうえで, これら競技特性別の障害要

因を解析するのは必須と考えら

れる. また , PMS/PMDD 治

療の第一段階は症状出現のタ

イミングの把握と症状出現時

期に合わせた生活指導であり, 

選手の場合にはなるべく月経

前の試合を避け, 過重なトレー

ニングを避けることが必要とな

る. そのためには，指導者に

おける疾患の正しい認知・理

解が必須であるが , 一般社会

での PMS/PMDD に対 する

疾患認知度の低さより判断し
図 1　PMS/PMDD 症状による練習・
 試合への障害度（文献 4より作成）
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て , 指導者においても不十分である可能性が高い . さらに PMS/PMDD が女性

に特異的な疾患であることから, 男性指導者ではより認知度がより低い可能性が

推定される.

以上より, 本研究においては , 女性選手の PMS/PMDD に適切に対応する指

針を作成することを目的として, 次の 2 点について解析を行った .

①競技特性別の障害要因

②指導者における疾患認知度調査

２. 本研究の概要

平成 24 年度に日本産科婦人科学会・国立スポーツ科学センター共同研究（文

部科学省受託事業）により実施された , トップ選手・大学生選手, 非運動女性 ,

指導者を対象とした実態調査（研究１）と武田らが近畿大学体育会所属の女性

選手を対象として平成 23 年度より実施中の月経に関する実態調査（研究２）４,５）

を合わせて解析した . 統計解析は , 群馬大学医学部保健学科林邦彦教授 , 井

手野由季助教の研究協力により実施した . 

課題１．PMS/PMDDがパフォーマンスへ与える影響についての検討
	 ～競技特性別の比較～

研究１における調査対象者の内訳を表１に示す. 大学生選手とトップ選手を合

わせて選手群とした . 有効回答例の選手群 1,616 例 , コントロール群 537 例 , 指

導者群 100 例を解析した .

（１）症状の自覚と治療の現状（表２）

PMS/PMDD 症状の自覚について, 「全くない」「数か月に１回ある」「毎回ある」

「診断された」「わからない」の５項目で評価した . 「数か月に１回ある」「毎回ある」

「診断された」と回答したものを自覚症状ありとした . 選手群 43.6%,コントロール

群 45.8% が症状ありとなった . この結果は研究２において, 大学生選手における

PMS/PMDD 症状による試合・練習におけるパフォーマンス障害の自覚が 44.3%

であった４）のとほぼ同様の結果となった . 服薬治療の状況は , 選手群 9.5%,コント

ロール群 7.4%であり, ほとんどが治療を受けていない実態が明らかとなった .

（２）競技レベル別での PMS/PMDD 重症度

PMS/PMDD は排卵周期のある卵巣機能が正常のものに発症することを考慮

し , 月経周期整の者のみを解析対象とした . PMS/PMDD の重症度は , 「毎回

ある」「診断された」と回答した者を１群としてまとめ , 「全くない」「数か月に１回」「毎

回・診断された」の３群に重症度分類した . トップ選手 , 大学生選手,コントロー

ルの３群間では , PMS/PMDD の重症度に有意差を認めなかった（表３）.

次に , コントロール群のリスクを１とし , ロジスティック解析を用いて年齢を補正

した（表４）. 年齢に関しては , １歳あがるごとのリスクが 1.194 倍となった . コン

トロール群に比較して, トップ選手群では有意にリスクが低下することが明らかと

なった .

表 1 平成２４年度日本産科婦人科学会・国立スポーツ科学センター共同研究
 （文部科学省受託事業）調査対象者

回答 有効回答

大学生選手 1,333 1,327

トップ選手 289 289

コントロール * 542 537

指導者 100 100

* 文化クラブ所属大学生、一般大学生、会社員

平均年齢 ±ＳＤ

選手（大学生選手＋トップ選手） 20.1± 2.5

コントロール 19.7 ± 2.6

指導者 41.5 ±12.4

表２　症状自覚と治療の現状
症状

全くない 数か月に1回 毎回ある 診断された わからない

選手 583（36.6％） 395（24.7％） 301（18.8％） 2（0.1％） 316（19.8％）

コントロール 159（29.8％） 134（25.1％） 108（20.3％） 2（0.4％） 130（24.4％）

服薬治療
飲まない 時々飲む 毎回飲む 無回答

選手 628（90.0％） 53（7.6％） 13（1.9％） 4（0.6％）

コントロール 276（91.0％） 15（6.2％） 3（1.2％） 4（1.6％）
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（３）競技別での PMS/PMDD 重症度

同様に月経周期が整である者のみを解析対象とした . 競技によっては少人

数しか所属する者がいない場合があり, 20 名以上の所属を認める競技（10

競技，357 例）を解析した . 選手全体を１として , 競技間で標準化有症率

standardized mobidity ratio（SMR）を比較検討した（表５，図２）. 競技間で

はある程度の特性が認められ , バレーボールでは選手全体と比較して有意に有

症率が低い結果となった（「年齢で調整」SMR0.422, 95%CL 0.000-0.899/「年齢・

競技レベルで調整」SMR0.411, 95%CL 0.000-0.875）. 「年齢で調整」, 「年齢・

競技レベルで調整」の２点で解析を行ったが , 同様の結果であり, 競技レベルに

よる影響は少ないと思われた .

（４）競技特性別での PMS/PMDD 重症度

（３）と同様に月経周期が整である者のみを解析対象とした . 選手全体を１と

して, 競技特性間で標準化有症率 standardized mobidity ratio （SMR）を比

較検討した（表６，図３）. 競技特性間では有意な違いを認めなかった .

表 3　競技レベル別での PMS/PMDD 重症度症状
まったくない ％ 数か月に1回 ％ 毎回／診断あり ％

トップ選手
（n=148）

66 44.6 52 35.1 30 20.3

大学生選手
（n=592）

276 46.6 181 30.6 135 22.8

コントロール
（n=221）

93 42.1 67 30.3 61 27.6

Kruskal-Wallis 検定：x2=2.173, p=0.337

表４　競技レベル別での PMS/PMDD 重症度（年齢補正）
odds ratio 95%Cl

年齢（１歳上がるごとのリスク） 1.194 1.126-1.266

コントロール 1.000

トップアスリート 0.413 0.261-0.653

大学生アスリート 0.831 0.622-1.112

ロジスティック解析：cumulative model

表５　競技別での PMS/PMDD 重症度
年齢で調整 SMR 95% CL

選手全体 (n=357) 1.000

陸上 (n=72) 1.345 0.795 - 1.894

水泳 (n=36) 1.515 0.658 - 2.372

バスケットボール (n=64) 0.914 0.397 - 1.430

バレーボール (n=35) 0.422 0.000 - 0.899

サッカー (n=29) 1.383 0.479 - 2.286

ハンドボール (n=26) 0.882 0.109 - 1.655

ソフトボール (n=28) 1.533 0.471 - 2.595

テニス (n=21) 0.908 0.112 - 1.705

バドミントン (n=22) 0.831 0.017 - 1.645

柔道 (n=24) 0.942 0.188 - 1.695

　（年齢・レベルで調整） SMR 95% CL

選手全体 (n=357) 1.000

陸上 (n=72) 1.284 0.759 - 1.809

水泳 (n=36) 1.542 0.669 - 2.414

バスケットボール (n=64) 0.934 0.405 - 1.462

バレーボール (n=35) 0.411 0.000 - 0.875

サッカー (n=29) 1.428 0.495 - 2.360

ハンドボール (n=26) 0.889 0.110 - 1.669

ソフトボール (n=28) 1.493 0.458 - 2.527

テニス (n=21) 0.892 0.110 - 1.675

バドミントン (n=22) 0.832 0.017 - 1.648

柔道 (n=24) 1.017 0.203 - 1.831

図 2　競技別での PMS/PMDD 重症度

年齢で補正 年齢・レベルで補正
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課題２．指導者へのPMS/PMDDに関する認知度調査

選手群 , コントロール群 , 指導者群を対象に PMS/PMDD それぞれに対する

疾患認知を名称と症状の２点に関して調査した . 認知度に関しては ,「全く知らな

い」「少し知っている」「よく知っている」の３段階で評価した（表７）.

（１）PMS に関する認知度

名称・症状ともに, 選手・コントロールで約40%指導者で約60％の認知度であっ

た . 選手群とコントロール群間での有意差を認めなかった . 指導者群は , 選手群・

コントロール群と比較して有意に認知度が高い結果となった .

表 6　競技別での PMS/PMDD 重症度
（年齢で調整） SMR 95% CL

選手全体 1.000

団体・球技系 0.931 0.697 - 1.165

審美系 1.003 0.348 - 1.658

格闘技系 0.879 0.484 - 1.274

持久系 1.453 0.594 - 2.311

瞬発系 1.218 0.684 - 1.751

水上競技 1.272 0.552 - 1.992

（年齢・レベルで調整） SMR 95% CL

選手全体 1.000

団体・球技系 0.929 0.696 - 1.163

審美系 1.000 0.347 - 1.653

格闘技系 0.916 0.504 - 1.328

持久系 1.429 0.585 - 2.274

瞬発系 1.188 0.667 - 1.708

水上競技 1.293 0.561 - 2.024

図 3　競技特性別での PMS/PMDD 重症度

年齢で補正 年齢・レベルで補正
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表７　PMS/PMDD に関する認知度
【PMS】
名称

全く知らない 少し知っている よく知っている

選手 907（56.7%） 541（33.8%） 153（9.6%）

コントロール 326（60.9%） 128（23.9%） 81（15.1%）

指導者 37（39.8%） 44（47.3%） 12（12.9%）

選手 vsコントロール p=0.835　選手 vs 指導者 p=0.006　コントロール vs 指導者 p=0.008　

症状
全く知らない 少し知っている よく知っている

選手 886（55.4%） 586（36.7%） 127（7.9%）

コントロール 289（54.0%） 174（32.5%） 72（13.5%）

指導者 31（33.3%） 49（52.7%） 13（14.0%）

選手 vsコントロール p=0.310　選手 vs 指導者 p<0.0001　コントロール vs 指導者 p=0.006

【PMDD】
名称

全く知らない 少し知っている よく知っている

選手 1176（74.0%） 374（23.5%） 40（2.5%）

コントロール 404（76.2%） 99（18.7%） 27（5.1%）

指導者 46（49.5%） 40（43.0%） 7（7.5%）

選手 vsコントロール p=0.764　選手 vs 指導者 p<0.0001　コントロール vs 指導者 p<0.0001　

症状
全く知らない 少し知っている よく知っている

選手 1157（72.6%） 403（25.3%） 33（2.1%）

コントロール 382（71.5%） 129（24.2%） 23（4.3%）

指導者 41（44.1%） 43（46.2%） 9（9.7%）

選手 vsコントロール p=0.734　選手 vs 指導者 p<0.0001　コントロール vs 指導者 p<0.001　
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（２）PMDD に関する認知度

名称・症状ともに, 選手・コントロールで約25%指導者で約50％の認知度であり, 

PMSと比較して認知度は低くなった . 選手群とコントロール群間での有意差を認

めなかった . 指導者群は , 選手群・コントロール群と比較して有意に認知度が高

い結果となったが , PMDD はパフォーマンスに対する障害度も大きいと思われ , 

指導者の半数しか疾患認知をしていないのは不十分と思われた .

（３）認知度における男女差

指導者における認知度不足の原因として, 男性指導者における認知度の低さ

が考えられた . PMS/PMDD 各症状に対する疾患認知度を男女差で比較した

（図４）. 両者において男性指導者における認知が有意に低い実態が明らかと

なった .

まとめ

トップ選手, 大学生選手の約 40％において PMS/PMDD 症状を自覚する実態

が明らかとなった . コントロールとの比較では有意差を認めなかったが, より詳細な

調査を実施した研究２では , 大学生選手群の方が非運動群より身体症状の重症

度が高い等の特性が存在する結果を得ており,５） 今後は PMS/PMDD 症状に関

するより詳細な調査が必要と思われる.

競技レベルでの比較ではトップ選手群ではリスクが低く, これらの競技レベルの

高い選手においては , 適切な管理・介入が実施されている可能性が考えられた .

競技間ではある程度の特性が認められ, 選手の指導における何らかの参考にな

る可能性がある（例えばバレーボールではリスクが低く，陸上・水泳では高い）.

疾患に対する認知・理解が治療・管理における基本であり, 指導者に対する疾

患教育, 特に男性指導者への教育の必要性が今後の課題と考えられた .

PMS/PMDDは月経異常が存在しないもので発症するため, 今回の検討では月

経周期が整である者を解析対象者とした . そのため，調査全体の解析対象者の

約 22％の少数での解析となった . 今後はより多数例を対象とする検討を実施する

ことにより, 詳細な検討が可能となる. このことは，女性選手における月経異常が

多い現状の裏返しであり，月経異常に対して今後適切な治療・管理が行われること

により, PMS/PMDD 発症者は当然増加することが予想される.そのため, PMS/

PMDDに対する治療・管理は今後ますます重要性を増すことが想定される.

【参考文献】
(1) Yonkers KA, O'Brien PM, Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008;371(9619):1200-1210
(2) Takeda T, Koga S, Yaegashi N. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric 

disorder in Japanese high school students. Arch Womens Ment Health 2010;13(6):535-537 
(3) Javed A, Tebben PJ, Fischer PR et al. Female athlete triad and its components:  toward improved 

screening and management. Mayo Clin Proc  2013;88(9):996-1009 
(4) Takeda T, Imoto Y, Nagasawa H et al. Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric 

Disorder in Japanese Collegiate Athletes. J Pediatr Adolesc Gynecol 2015;28(4):215-218 
(5) Takeda T, Imoto Y, Nagasawa H et al . Fish consumption and premenstrual syndrome  and 

dysphoric disorder in Japanese collegiate athletes. J Pediatr Adolesc Gynecol 2016.  Epub 
2016/02/03

図 4　指導者における認知度（男女比較）
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【緒言】

スポーツは多くの国民の健康維持において重要であり，さらにオリンピックの誘

致成功も加わって，国家的な施策によりスポーツを行う環境が整備されつつある．

ところが，特に女性選手の健康維持についての情報が競技指導者間に十分浸

透していないことが原因となり，健康かつ適切な競技指導に支障がある可能性

があり，さらに競技指導そのものが原因となって月経不順などの障害が生じること

が懸念される．

競技指導者の中には，過剰な練習やダイエットにより生じる月経不順に理解を

示さない場合や，また新体操など審美系と分類される競技では，表現体である

選手に低体重と低体脂肪が求められ，さらに体操，フィギュアスケート，長距離

の選手では無月経の頻度が増加するという報告もある1）．

日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会では，女性競技者に対するアンケー

ト調査と同時に，指導者の認知度の把握を目的として，選手からの月経に関する

相談とその対応，選手の月経周期や月経困難症状に関しての把握，無月経や初

経の遅れなどの際の対応，ピルに関する知識などにおいても，自身の競技者レベ

ル，指導歴，トップ選手の指導経験など調査する目的で，国立スポーツ科学セン

ター（JISS）および大学運動部コーチへのアンケート配布を行い，100 名からの

回答を得た．本報告は，競技指導者に対するアンケート結果を解析して，指導

者における女性選手指導においての問題点を抽出することを目的とした．

分担研究開発課題名

女性アスリートの指導における課題抽出
研究開発分担者
若槻　明彦 愛知医科大学 産婦人科　主任教授 

尾林　聡 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 生殖機能協関学　准教授

研究 2：月経随伴症状 －選手とコーチへの調査－

図 2　競技指導時間（分／日）図 1　指導者の背景

【対象と方法】

JISS，近畿大学，順天堂大学における競技指導者対してアンケート用紙を配

布し，回収は郵送で行った．配布部数は 350 名で郵送による回収は100 通であっ

た．配布したアンケート用紙の内容は，年齢，性別などの回答者背景および競技

指導時間，指導対象者，また日本代表選手の指導経験，指導競技種目などが

含まれている．さらに，月経痛に関して相談を受けたか否か，選手の月経周期を

理解しているかなどについての項目も含まれ，今回の解析に利用した．

指導者の性別および月経異常相談を受けた経験の有無で各アンケートの結果

を分割し評価した．

統計処理はカイ二乗検定により行い，p<0.05 を有意差ありと判断した．解析

の一部には Statview program ver 5.0，SAS.ver12.0 を使用した．

【結果】

回答者の平均年齢は 41.5 歳で男女比はおよそ 6：4 であった（図 1）．競技へ

の指導時間は一日およそ 3 時間超（192±12 分）であり，最短で一日1 時間，最

長では 10 時間にわたり競技指導を行っていた（図 2）．また，１週間のうち 6日間

指導する人が最も多く49 名であった．

この指導者の中には日本代表選手の指導経験があるコーチが約半数いて，そ
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の内訳はジュニアクラスの代表選手の指導経験があるのが 28 名，シニアクラス

34 名，ユースクラスは 15 名（重複あり）であった．

競技のコンディションに変化の生じる可能性がある「女性選手の月経周期を把

握しているか」という問に対して，本人に任せ把握しないという回答が最も多く

61.5％，一方，「ほぼ把握する」14.3％，月経不順の選手のみ把握するという回答

は 11.0％であった（表 1 左）．さらに「無月経の選手に対して産婦人科受診を勧

めるか」という問については，59.1％の指導者が勧めると回答し，一方，「状況によっ

て勧める」「希望すれば受診させる」という回答はそれぞれ 21.6％，11.4％であっ

た（表 1 右）．

月経痛などの女性選手特有の相談を受けたことがあると回答した指導者は

52.2％と半数以上であり，相談内容としては月経痛（44%），月経不順（27%），無

月経（24%）の順番で多かった（図 3）．

表 1　月経周期の把握と婦人科受診

図 3　選手からの相談とその内容（複数回答可）

月経痛
月経不順
無月経

月経周期とコンディション
月経前症状
月経移動
婦人科の薬
初経なし
不正出血
妊娠出産
帯下
避妊
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

問）女性選手の月経周期の把握は
本人に任せている  把握せず  61.5%

だいたい把握  14.3

月経不順の選手のみ把握  11.0

他のスタッフが把握 	 8.8

その他 	 4.4

問）無月経の選手に受診を勧めますか
勧める  59.1%

状況による  21.6

希望すれば  11.4

わからない  6.8
勧めない  1.1

また，図 3 の各項目をコーチの男女別で分けると，相談を受ける頻度は，月経

痛，月経不順，無月経，周期とコンディションなど，計７項目で女性指導者のほう

が有意に多く相談されていて（図 4），女性選手にとって産婦人科領域の健康問

題について同性の指導者のいることの重要性が示された結果となった．

図 4 の結果より，指導者の男女の性別により，認識や医療機関への受診アド

バイスに差があることが判明した．しかし，図 1に示すように指導者の男女比は

およそ 6：4 で男性が多く，女性選手としては相談しづらい環境にあることが判明

している．指導される女性選手側としては指導者の性別を選択することはできな

いため，指導者として月経異常相談を受けた経験の有無で各アンケートの結果を

分割し評価し，選手から相談された経験が，指導者のモチベーションを変え，よ

り正しい判断に繋がっているのかを検討した．

図 5 のように，月経異常について相談をうけたことが“あり”の割合は，男性

指導者で 35.7％，女性指導者では 81.8％と女性指導者のほうが多かった．

図 4　選手からの相談内容（男女別） （男 60 名：女 35 名 中）

女性コーチ
男性コーチ

月経痛

月経不順

無月経

月経周期とコンディション

月経前症状

月経移動

婦人科の薬

初経なし

不正出血

妊娠出産

帯下

避妊

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

 : p<0.05 vs 男性  with chi square
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月経周期の把握は，男女指導者とも相談を受けた経験がある指導者のほうが

“だいたい把握”が多かった（男性指導者経験あり：26.3％，女性指導者経験あり：

30.7％）（図 6a 左）．一方，経験のない指導者では男女指導者とも“本人まかせ”

がほとんどであり（男性指導者経験なし：75.0％，女性指導者経験なし：100％）

図 5　月経異常相談の割合

図 6a　月経周期の把握

あり　　なし

指導者が男性の場合 指導者が女性の場合

n=19

n=26

n=36

n=6

だいたい　　　本人まかせ　　　他のスタッフが把握　　　その他

男性指導者で，経験：有の場合

女性指導者で，経験：有の場合 女性指導者で，経験：無の場合

男性指導者で，経験：無の場合

と関心の低さが示された（図 6a 右）．

月経痛の把握（図 6b）は，相談を受けた経験がある指導者で“だいたい把握”

が男性指導者でも36.8％（図 6b 左上），女性指導者で 70.3％と特に多く，“痛みを

把握する”ことに対しては女性指導者ならではの気遣いが見られた（図 6b 左下）．

一方，経験のない指導者では“本人まかせ”が男性指導者で 72.2％，女性

指導者で 100％と，男女とも関心の低さが示された（図 6b 右）．

月経痛治療の必要性（図 6c）は，“必要である”と答えたのは，相談を受けた

経験がある指導者でも25.0％前後に留まった．しかし “必要でない”との解答

が指導者の性別・経験を問わず半数を超えており（図 6c 左），特に相談された

経験のある女性指導者でも月経痛治療は“必要でない”との解答が 75.0％に

も上った（図 6c 左下）．女性指導者は前述の図 6bで示したように“痛みを把握”

してはいるが“月経痛治療”には厳しいことが判明した．

月経が止まっている選手に婦人科受診を勧めるか（図 7a）の問いに対し，“勧

図 6b　月経痛の把握

n=19

n=27　

n=36

n=6

だいたい　　本人まかせ　　他のスタッフが把握　　月経不順や無月経の選手のみ　　その他

男性指導者で，経験：有の場合

女性指導者で，経験：有の場合 女性指導者で，経験：無の場合

男性指導者で，経験：無の場合
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n=20

n=24

n=35

n=5

必要である　　 必要でない　　 症状の程度による　　 どちらでもよい　　 選手に任せる

男性指導者で，経験：有の場合

女性指導者で，経験：有の場合 女性指導者で，経験：無の場合

男性指導者で，経験：無の場合

n=19

n=24

n=35

n=6

勧める　　　勧めない　　　状況による　　　選手が希望すれば勧める　　　わからない

男性指導者で，経験：有の場合

女性指導者で，経験：有の場合 女性指導者で，経験：無の場合

男性指導者で，経験：無の場合

図 6c　月経痛治療の必要性

図 7a　月経が止まっている選手に婦人科受診を勧めるか

める”と答えたのは相談を受けた経験がある女性指導者で最も多く79.2％ 

（図 7a 左下），ついで男性指導者・指導経験ありで 57.8％と多かった（図 7a 左上）．

男性指導者・指導経験なしでも48.5％（図 7a 右上），女性指導者・指導経験

なしでも66.7％（図 7a 右下）と，月経がとまることに対して指導者は全体的に敏

感であることがわかった．　

極少数（2.8％）だが，月経がとまってしまってもなお婦人科受診をさせない指

導者が，経験の無い男性指導者に見られた（図 7a 右上）．

初経が遅れている場合，婦人科受診を勧めるか（図 7b）に対し“勧める”と

答えたのは，相談を受けた経験がある男性指導者で最も多く45.0％，相談を受

けた経験がある女性指導者で 41.6％であった．

初経が遅れてしまってしまってもなお婦人科受診をさせない指導者が，経験の

無い女性指導者の16.6％に見られた（図 7b 右下）．

n=20

n=24

n=35

n=6

勧める　　　勧めない　　　状況による　　　選手が希望すれば勧める　　　わからない

男性指導者で，経験：有の場合

女性指導者で，経験：有の場合 女性指導者で，経験：無の場合

男性指導者で，経験：無の場合

図 7b　初経が遅れている場合、婦人科受診を勧めるか
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【考案】

以前行われた女性選手への競技パフォーマンスに関するアンケート調査では，

月経期には４割が，一方，黄体期には３割の選手が悪い，やや体調が悪いと回

答され，月経困難症にともなう体調不良や月経前症候群（PMS）が含まれる可能

性があるが，その一方で，エストロゲンには骨格筋へのグルコース供給，脂質代

謝改善作用があり卵胞期の筋力が増強し，さらには血小板凝集抑制作用などが

報告されることから，月経周期の調節と競技パフォーマンスの向上は競技会では

重要な問題となる 2）．

今回の指導者へのアンケート調査は，指導する競技レベルの比較的高い層を対

象としたことが特徴であるが，月経周期の把握は選手本人に任せて把握していな

いという回答が約 6 割であり，周期と競技パフォーマンスに関する関心は低いと考え

られた．一方，今回は結果を掲載していないが，コンディション調節を目的としたピ

ルの使用に関しては，5 割程度の指導者から使用してもよいと回答されており，月

経周期への関心とは乖離するアンケート結果となっている．海外の選手では 8 割が

使用しているという3）ピルの使用に関しては寛容である可能性も考えられる．

選手から受けた婦人科関連の相談内容についてはほぼ予想される内容である

が，月経痛，月経不順などに関する主であり，妊娠・出産に対する内容は少ない．

女性アスリートの三徴 4）のうちのひとつが骨粗鬆症であり，その原因のひとつとし

て無月経による低エストロゲン状態があると考えられている．オリンピック強化指

定選手では原発性無月経が 1.5％，思春期遅発症 1.0％，月経不順 33％とおよ

そ 40％に月経異常が見られ，このことが骨折発症と密接実関連すると考えられて

いる 5）．一方，今回の調査でも高校時期において選手の疲労骨折の頻度が多い

ことが示されたが，この原因がすべて低エストロゲンによる骨粗鬆症ではないと

考えられ，指導者の認識不足による過重負荷の可能性は否定できない．

相談を受けた指導者に対する解析結果では，月経異常の相談を受けた経験

の有る指導者のほうが，男女ともより適切な指導を行っていることが明らかになっ

た．また，相談を受けた経験のある女性指導者であっても，月経痛を“把握”し

てはいるが“月経痛の治療”には依然厳しいことが判明した．

【今後の展望】

今後は競技指導者へのマニュアル作成に向けた解析をさらに行う予定である．

また，女性選手指導者に対する講習会などを行い，聴講の有無により，考え

方や指導方針が変わるか評価したい．
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