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1．緒言 

最近月経前における不快な症状が注目されてお

り，月経前から月経期にかけての，身体的および

精神的に不快な症状は月経前症候群（Premenstrual 
tension Syndrome : PMS）と呼ばれている。 

PMSは「月経前 3～10 日の間に続く精神的ある
いは身体的症状で，月経発来とともに減退ないし

消失するものを言う」（日本産科婦人科学会）と定

義されている１）。PMSの症状は，乳房緊満感，頭
痛，下腹部膨満感，疲労感といった身体症状，イ

ライラや憂うつといった精神神経症状，そして集

中力・意欲の低下，判断力・調整力の低下，食嗜

の変化といった社会的行動上の変化に至るまで広

範囲にわたる。病因としては，ホルモン不均衡，

精神疾患，栄養障害などが示されているが，それ

らは必ずしも明確ではなく，的確な治療法がない

のが現状である。 
本研究では女子大学生の PMSに着目し，PMSと
ライフスタイルとの関連を明らかにすることを目

的とした。 
 

2．研究方法 

2-1 対象者 
 対象者は茨城大学に所属している女子大学生

179名（1年生～大学院 2年生）とした。得られた
回答 156 名のうち，記入漏れおよび記入ミスのあ
ったものを除き，142 名（有効回答率 91％）を分
析の対象とした。また，その中から 31名を抽出し，
即時的記録による調査の対象とした。 

2-2 調査方法 
調査票による調査は 2006 年 11月下旬～12月上

旬に行い，多肢選択法により構成された自記式の

質問紙を用いた。調査項目は１）個人の属性，ラ

イフスタイルに関する項目，２）月経習慣に関す

る項目，３）月経前における自覚症状の頻度・日

常への影響度に関する項目とした。 
即時的記録による調査は，川瀬ら２）のPMSメモ

リーを参考に記録表を作成し，月経 2周期分のPMS
症状とライフスタイルについて調査を実施した。

2-3 分析方法 
本調査では，月経前における自覚症状の頻度に

ついて「いつもある」と回答したものを「有り」，

「時々ある」，「ほとんどない」と回答したものを

「無し」とした。様々な要因に対する自覚症状の

有無を検討するため，自覚症状の有無とライフス

タイルについて，ロジスティック回帰分析により

オッズ比と 95％信頼区間を算出した。独立変数に
ライフスタイルに関する項目を，従属変数に自覚

症状を設定した。 
自覚症状の有訴数とライフスタイルについて，

一元配置分析により平均有訴数と有意差を算出し

た。統計解析には，SPSSを用いた。 
 

3．結果 

3-1 月経前における自覚症状 
表 1 に「いつもある」との回答率が高かった自
覚症状について示した。回答率が高かった症状は，

身体的症状では「眠くなる（38.7％）」，「下腹部の
張り（33.1％）」，「腰痛（31.1％）」，精神的症状で
は，「憂鬱な気分になる（29.6％）」，「イライラする
（28.2％）」，社会的症状では，「月経が嫌になる
（32.4％）」であった。表 2 に日常への影響度につ
いて「非常にある」との回答率が高かった症状に

ついて示した。回答率が高かった症状は，身体的

症状では「眠くなる（13.4％）」，「腰痛（12.0％）」，
精神的症状では，「憂鬱な気分になる（12.0％）」，
「活動能率の低下（12.0％）」，「集中力の低下
（11.3％）」，「イライラする（10.6％）」，社会的症
状では，「月経が嫌になる（12.7％）」であった。調
査票により月経前に何らかの症状があると訴えた

者は全体の 82.4％であった。 
 

3-2 自覚症状とライフスタイルとの関連 

 ライフスタイルとの間に有意な関連が見られた

項目は，身体的症状では「肩こり」，「疲れやすく

なる」，「おりものが増える」，「眠くなる」，「ニキ

ビができる」，「肌荒れ」，「むくみ」，「下腹部の張

り」の 8 項目，精神的症状では「イライラする」，
「怒りやすい」，「無気力」，「憂鬱な気分になる」

の 4項目，社会的症状では「月経が嫌になる」，「家
にひきこもる」，「一人でいたい」，「付き合いが悪

くなる」の 4 項目であった。自覚症状との関連性
が高かったライフスタイルは清涼飲料水の摂取頻

度，月経周期，平日睡眠時間であった。「イライラ

する」と間食の有無が最も強い関連を示し、間食

をしない人に比べ，する人のオッズ比は 7.18（95％
信頼区間＝1.62，31.78）であった。 
 
3-3 自覚症状の有訴数とライフスタイルとの関連  

 自覚症状の有訴数と有意な関連がみられたライ

フスタイルは，間食の有無，清涼飲料水の摂取頻

度，初経年齢，月経周期，月経量であった。 
 

3-4 即時的記録による自覚症状 

対象者 31名のうち，月経 2周期の記録が得られ
た 16名（32月経周期）の月経前と月経期間中に記
録された自覚症状について検討した。自覚症状は 2
周期にわたり症状が認められたものとし，月経前

の症状は月経前 3～10 日前から発症し１）遅くとも
月経発来 3 日以内に症状が消失するもの，月経中
の症状は月経期中に出現，消失した症状について

着目した。 
月経前何らかの自覚症状があると訴えた者は全

体の 68.7％，月経中に何らかの自覚症状があると
訴えたものは全体の 75.0％であった。 
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4．考察 

今回，調査票において月経前に何らかの症状が

あると訴えた者は全体の 82.4％であった。しかし
ながら，「月経前症候群（PMS）という用語を聞い
たことがありますか？」という質問に「はい」と

回答した人は 3 割程度しかいなかった。このこと
は，症状があっても PMSと知らずにやり過ごして
いる女子学生が多いことを示唆している。 
今回の調査では，月経前における精神的症状の

日常への影響度は身体的症状や社会的症状よりも

有訴率が高く，月経前には精神的症状により日常

生活に支障をきたしていることがわかった。精神

的症状は食習慣との関連が見られる者が多く，大

学生の居住環境を考慮するとバランスの良い食事

を毎日とることは難しいが，大学生活を快適に過

ごすために食生活を整えることが重要だと考えら

れる。また，「ニキビができる」，「肌荒れ」，「むく

み」など肌に関する自覚症状は睡眠時間との関連

が見られた。8時間以上睡眠を取っている者に比べ，
それよりも短い睡眠時間の者はこれらの自覚症状

が多かった。大学の授業形態は高等学校までとは

異なり，授業時間帯の変化などにより，やや就寝

時刻が遅くなっても睡眠時間はある程度確保され

ると予測できる。しかしその中でも十分な睡眠時

間が取れない者では体の疲れが十分に取れないな

ど，身体的・精神的ストレスが加わり，自覚症状

がみられたと推察する。時間の拘束が厳しくない

学生生活の中においても正しい睡眠習慣を確立す

ることが重要だと考えられる。 
自覚症状の有訴数とライフスタイルとの関連に

ついて，有意な関連がみられた項目は，間食の有

無，清涼飲料水の摂取頻度，初経年齢，月経周期，

月経量であった。最も強い関連が見られた項目は

月経周期で，月経周期が不規則と回答した者を除

くと，月経周期が短くなるほど自覚症状の有訴数

は増えていた。杉山らは，PMSを多く訴えるほど，
月経周期は不規則であると示したが，今回の調査

では，正常な月経周期を 25 日～38 日と捉えると，
周期が不規則になったり，長くなったりすること

による有意差は認められなかった。また，間食を

とっていると回答したのは全体の約 8 割で，日常
生活におけるストレスから自覚症状や間食という

行動が見られたと推察される。ストレス対処法と

して規則的な運動やリラクゼーションの活用，趣

味に時間をかけるなど各個人にあった対処法を身

につける必要がある。 
 
5．まとめ 

本研究においては、いくつかの月経前における

自覚症状とライフスタイルとの関連性が認められ

た。しかし，PMSの発生には多岐にわたる要因が
密接に関与していることから全般的なライフスタ

イルの見直しを図るとともに，自己の月経周期や

その随伴症状について把握し，月経による不快な

経験やその悪影響を回避するなど月経をコントロ

ールできる能力を身につける必要があると考える。

また，本研究の自己式質問紙表を用いた集団調査

では，調査開始時にPMSの概念を回答者に対して
説明せず，書面にて月経前の症状について回答す

るよう指示した。この際，月経前の症状だけでな

く月経中の症状や月経前から月経中にかけての症

状等が混同した回答もあったのではないかという

懸念は拭いきれない。そのため，PMSだけではな
く月経困難症２）や周経期症候群３）なども混在して

いた可能性がある。今後は，月経困難症や周経期

症候群との区別をしながらより質の高い知見を集

積し，PMSとライフスタイルとの関連をさらに検
討し予防改善策を模索していきたい。 
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表 1 月経前における自覚症状の頻度 
自覚症状 ほとんどない 時々ある いつもある

眠くなる  50（35.2） 37（26.1） 55（38.7）
下腹部の張り 47（33.1） 48（33.8） 47（33.1）
腰痛 50（35.2） 48（33.8） 44（31.0）
憂鬱な気分になる 47（33.1） 53（37.3） 42（29.6）
イライラする 42（29.6） 60（42.3） 40（28.2）
月経が嫌になる  52（36.6） 44（31.0） 46（32.4）
＊ 人数（％） 
 
表 2   PMS症状の日常生活への影響度 
自覚症状 ほとんどない あまりない ややある  非常にある 
眠くなる 70（49.3） 19（13.4） 34（23.9） 19（13.4） 
腰痛 68（47.9） 13（ 9.2） 44（31.0） 17（12.0） 
憂鬱な気分になる 59（41.5）  28（19.7） 38（26.8） 17（12.0） 
活動能率の低下 77（54.2） 18（12.7） 30（21.1） 17（12.0） 
集中力の低下 73（51.4） 23（16.2） 30（21.1） 16（11.3） 
イライラする 59（41.5） 24（16.9） 44（31.0） 15（10.6） 
月経が嫌になる 91（64.1） 19（13.4） 14（ 9.9）  18（12.7） 
＊ 人数（％） 
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