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1 緒言 

スポーツ選手の心身のコンディションは、スポー

ツ活動やトレーニングなどの影響によって毎日変

動している。個々の選手について、コンディション

変動に関わる主要な項目を特定できれば、選手自ら

がコンディションを容易にコントロールすること

が可能になるものと思われる。西嶋ら(2000)は、｢心

身のコンディションは生活習慣及び生活環境との

間の相互作用を通して変容するものであるとし、コ

ンディションは基本的生活習慣に支えられた心身

の状態であり、個々の選手における競技生活の一部

である」と定義している。本研究では、西嶋らの定

義に従い、心身の状態を良好に保てるよう調節して

いくコンディショニングに着目した。 

近年、女性のスポーツ参加は大きく広がり、世界

的にも女性スポーツ選手の活躍が見られる。一方で、

女性スポーツ選手特有の障害も多いことが報告さ

れている。初経発来の遅延や、無月経、過長月経、

続発性無月経など、月経異常を抱える女性スポーツ

選手は多い。また、女性スポーツ選手において出現

率が高い問題を Female Athlete Triad(FAT)と呼ん

でおり、摂食障害、無月経、骨粗鬆症の 3 障害を指

摘している。 

月経は、妊娠を目的とした女性特有の生理的機能

であり、月経周期に伴い、女性の心身の状態は周期

的に変化している。橋本と目崎(2001)によると、個

人差はあるものの、月経による身体的ストレスがパ

フォーマンスの発揮に影響を及ぼすと報告してい

る。したがって、充実したスポーツ活動を行うこと

や、競技生活を終えた後の妊孕性について考える上

で、女性スポーツ選手においては、女性特有の月経

を考慮したコンディショニングが必要であると考

えられる。 

コンディションの変動は個別性が大きいことか

ら、本研究では西嶋ら(2000) が行った単一事例研

究法を適用し、個々の選手についてのコンディショ

ン変動要因を得ることとした。これまで単一事例研

究法を用い、月経に着目した分析研究あるいは月経

困難症を抱える女性スポーツ選手についてのコン

ディション変動の分析は行われていない。そこで、

本研究では、月経を中心としたコンディションの変

動要因を統計的に分析し、選手個人に有用なコンデ

ィション項目を抽出し、月経に着目したコンディシ

ョニングのあり方について検討することを目的と

した。 
 
2 研究方法 

2-1 対象者 

 陸上競技部に所属する女子大学生 3名を対象と

し、専門種目は短距離 1名、ハードル走 1名、投擲

1名であった。 

2-2 測定期間 

 測定期間は平成 20 年 4 月 3 日～9 月 30 日の 181

日間とした。1 名については Quality Control(QC)

シート 7日分を紛失したため、174 日間を分析対象

とした。 

2-3 測定項目 

西嶋ら(2000)が使用した記録用紙である｢コンデ

ィションの QC シート｣で用いられている項目に基

づいて測定項目を選択し、月経に関する項目を加え、

対象者が容易に使用できるよう修正した。測定項目

は基本的生活習慣項目 7項目、練習に関する項目 6

項目、心身の状態に関する項目 7項目、月経に関す

る項目 11 項目の計 31 項目で構成した。体重測定に

は株式会社 A&D 社製の 50g 単位表示体重計 UC-322

を用い、起床後の初排尿後、軽装で測定するよう条

件を設定し、50g 単位まで記入させた。起床時脈拍・

血圧、基礎体温は実測値を記入させ、それ以外の項

目は 5件法を用いた。食事満足度・体の調子を測る

項目では最も良い状態を 5 点、最も悪い状態を 1点

と設定した。練習に関する項目と疲労感を測る項目

では強度・疲労感が最も強い場合を 5点、最も低い

場合を 1点とした。月経に関する項目では、症状が

最も強い場合を 5 点、最も弱い場合を 1 点とした。

また、メモ欄を設け、自主練習の時間、月経開始日

と終了日、服薬、気になる点などについて記入する

よう指示した。QC シートは A4 用紙 1枚に記入でき

るように作成し、対象者に調査期間中毎日記録して

もらい、1か月毎にデータを回収した。 

2-4 統計分析 

 項目ごとの相関関係を分析した際、対象者 Bにお

いてめまいとむくみの 2項目は調査期間中一定の

値しか得られなかったため、分析項目から除外した。

プロマックス回転による因子抽出を行った後、得ら

れたコンディションの変動因子に基づいて、共分散

構造分析を行った。モデルの全体評価については、

モデル適合度指標である GFI、AGFI、CFI、RMSEA を

用いた。 
 
3 結果 
3-1 調査項目の基本統計 
対象者 Aについて、平均就寝時刻は午前 1時 25

分、平均起床時刻は午前 8 時 37 分、朝の体の調子

は平均 2.27 点であった。体重は、1か月目から増

加傾向が見られるが、3 か月目から減少していき、

調査終了時には調査開始時とほぼ変わらなかった。

月経は、28～35 日周期で規則的にあった。 

対象者 Bの平均就寝時刻は午後 11 時 30 分、平均

起床時刻は午前6時43分、各食事満足度は平均4.00

点以上であった。体重は減少傾向を見せ、調査終了

時には減少していた。およそ 2か月間無月経であり、

頻発月経、過長月経の傾向が見られた。 

対象者 Cの平均就寝時刻は午前 0時 58 分、平均

起床時刻は午前7時51分、各食事満足度は平均4.00

点以上であった。体重は、調査開始から増減を繰り

返し、調査終了時には調査開始時より増加していた。

月経については、調査開始から 1か月間無月経であ 

ったが、その後おおよそ 30～35 日周期で規則的に 
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あった。 

 

3-2 コンディション変動因子の抽出と共分散構造

分析 

 因子分析によって得られたコンディションの変

動因子に基づいて、主要なコンディション項目を月

経、生活習慣、練習の 3つに分けて因果モデルを構

築し、モデル適合度が良好になるまで修正を施した

(図 1a～c)。 

対象者 Aのコンディション変動因子間の因果関

係のパス図を 図 1a に示した。月経と生活習慣は

0.16、生活習慣と練習は 0.24 と正のパス係数が見

られた。練習と月経は-0.09 と負のパス係数を示し

た。 
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図 1a 対象者 A のコンディション変動因子間の因

果モデル 
 
 対象者 Bのパス図を図 1b に示した。月経と生活

習慣は 0.05 と正のパス係数を示した。月経と練習

は-0.23、生活習慣と練習は-0.63 と負のパス係数

を示した。 
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図 1b  対象者 Bのコンディション変動因子間の因 

果モデル 
 

 対象者 Cのパス図を図 1c に示した。月経と練習
は 0.12 と正のパス係数を示し、月経と生活習慣は
-0.18、生活習慣と練習は-0.24 と負のパス係数を
示した。 
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図 1c 対象者 C のコンディション変動因子間の因

果モデル 
 
4 考察 

対象者ごとにコンディション変動の主要な項目

は異なっていることが明らかとなった。月経・生活

習慣・練習の 3 つの潜在因子間の関係性は 3人とも

一致せず、個々の特徴が現れた。 

対象者 Aは、朝のサイクルは毎日のコンディショ

ンに影響していると考えられるので、就寝時刻から

調節し、月経前～月経時にかけては身体症状の影響

が強く出ているため、十分な休養をとったり、練習

強度・時間を調節したり、自己管理していくことが

望ましいと考えられる。 

対象者 Bは睡眠のライフサイクルが毎日のコン

ディションに影響していると考えられる。月経前～

月経中は精神症状が現れることから、練習の強度・

内容を調整していくことが望ましいと考えられる。 

対象者 Cは食習慣が毎日のコンディションに影

響していると考えられる。月経前～月経時にかけて

練習強度を強く感じていることから、練習の量・強

度などを調節し、食習慣を充実させることが望まし

いと考えられる。 

選手個人が月経と上手に付き合い、競技生活を充

実させるためには、各自生活習慣の見直し、練習へ

の取り組み方など自己管理を図っていくことが大

切であると考えられる。 

 
5 今後の課題 
対象者に有用な調査項目の精選、対象者に負担に

ならない程度の調査項目の量、競技特性(個人、チ
ーム)などについて、検討していく必要がある。 
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