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1. 緒言 

女性のスポーツ競技者におけるコンディショニ

ングや健康管理上の大きな問題点は、女性アスリ

ート三主徴(Female athlete triad)とされる摂食

障害、無月経症、骨粗鬆症の存在である 1)。これら

はオーバートレーニングなどで陥りやすいが、そ

れぞれの発症は相互に関連しており、女性アスリ

ートにとっては重大な問題である。特に、持久的

なトレーニングやウエイトコントロールによる少

ない体脂肪量は、周期不順や初経年齢の遅延も含

め、月経異常の一因と考えられている。 

近年では、1993 年に全国中学校駅伝大会が開催

されるなど競技の低年齢化が進み、思春期女子の

生理機能へのスポーツ活動（トレーニング）の影

響として、過度のトレーニングによる初経発来の

遅延や月経異常の発生などが知られている。長距

離走者の激しいトレーニングや食事制限による性

ホルモンの分泌異常や骨塩量や骨密度の低下など

が、身体の正常な発育・発達を妨げたりスポーツ

障害を招いてしまうことがある。 

その背景には、相対的なエネルギー摂取不足や

エネルギー消費量の増加によるエネルギー利用率

(Energy Availability, EA)の低下があることが指

摘されている１）。激しいトレーニングに見合ったエ

ネルギー量を摂取することは、その効果を十分に

引き出すだけでなく女性アスリート三主徴の予防

となる可能性は高く、正常な生体機能の維持や望

ましい発育を保証するだけのエネルギーの確保が

必要であると考える。 

そこで本研究では、発育期にある女子長距離選

手を対象にエネルギー利用率の算出を行い、月経

状態、疲労骨折、食行動との関連について検討し、

今後のトレーニングや栄養指導の基礎資料とする

ことを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象者 

中学校、高校、大学、実業団の陸上競技部に所

属する、女子長距離選手 508 名(中学生 196 名、高

校生 185 名、大学生 109 名、実業団 18 名)を対象

とした。得られた回答 321 名（中学生 112 名、高

校生 117 名、大学生 84 名、実業団 18 名）のうち、

記入漏れおよび記入ミスのあったものを除き、300

名、（中学生 96 名、高校生 104 名、大学生 84 名、

実業団 16 名）（有効回答率 59.06％）を分析の対象

とした。その中で、現在の練習状況が「補強しか

できない」「ほとんど練習できない」と回答した 25

名（中学生 20 名、高校生 2 名、大学生 3 名）は、

アンケート項目のみ分析対象とした。 

なお、本研究を実施するにあたり、調査・記入

にあたって事前に本研究の目的、方法、内容を文

書ならびに口頭にて趣旨説明を行い、同意が得ら

れた者を対象に無記名回答にてアンケート調査を

実施した。 

また、ランニング 1km あたりの消費カロリー算

出のため、陸上競技部に所属する女子長距離選手

16 名（中学生 4 名、高校生 8 名、大学生 4 名）を

対象とし、トレッドミルでの強度別酸素摂取量の

測定実験を行った。 

2-2 調査期間 

 平成 20 年 11 月、12 月の通常練習期の 1 週間と

した。そのうち練習を行った 3 日間を食事調査の

対象とし、自記式アンケート調査を行った。 

2-3 調査内容 

1)身体状態および食習慣 

年齢、身長、体重、体脂肪率、自己ベスト記録、

現在の練習状況、トレーニング開始時期、陸上競

技歴、過去のスポーツ歴、疲労骨折の有無（医師

の診断の有無、時期、部位、期間、経過、程度、

疲労骨折時の練習状況や練習状態など）、月経状態

（初経発来年齢、月経周期、月経持続日数、月経

量、月経時の痛み）、食習慣（EAT-26、6 件法

(3,2,1,0,0,0 と得点)、日本語版 ）の項目からな

る質問紙を用いて調査を行った。 

2)練習、食事 

1 週間の練習内容（距離、ペース、結果など）を

記入してもらい、さらにそのうちの練習を行う 3

日間、食事摂取調査（3日間に摂取した全食品の種

類と量の記入）を行った。記入時期に際しては、

大会前や合宿中などの特別な時期を除き、通常練

習期に調査するよう配慮してもらった。 

食事調査は、五訂増補 日本食品標準成分表およ

び会社別製品別市販加工食品成分表、エクセル栄

養君（五訂増補 日本食品標準成分表、日本人の食

事摂取基準(2005 年度版)対応） Ver.4.0 を用いて

算出し、3日間の平均値を求めた。 

3)酸素摂取量測定 

測定に先立ち質問紙(測定年月日、生年月日、性

別、運動歴、既往歴、運動障害、記録(自己ベスト、

シーズンベスト))の記入、形態指標として、被験

者の身長、体重、体脂肪率を測定した。さらに、

自己ベスト記録から走行スピード（50%、70%、90%）

を算出し、主観的強度(RPE)、ピッチを測定しなが

らトレッドミルにて、4分ごと、3段階の強度で 12

分間運動を負荷し、30 秒ごとに酸素摂取量、呼吸

商などを測定（ミナト医科学製連続酸素摂取量測

定装置 AE-280）した。 

中学校と高校、大学と一般の 2 群に分け、それ

ぞれ 3段階強度別に 

「 AEE(kcal/kg/km)={TEE(kcal/kg/min)-BMR(kcal

/kg/min)}/speed(km/min）」の平均値を算出し、AEE

を求めた。このとき、BMR には日本人の食事摂取基

準(2005 年版)を、TEE は Weir らの式から呼吸商を

用いてエネルギー当量を算出し、酸素摂取量（ℓ)

を乗じて求めた。 

4）エネルギー利用率 

本研究では、エネルギー摂取量からトレーニン

グによるエネルギー消費量を引いた値を体重で除
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して求めた。このとき、トレーニングによるエネ

ルギー消費量は、測定した AEE に 1 日の強度別走

行距離と体重を乗じて求めた。また、30(kcal/㎏

/day)未満、30以上 40(kcal/㎏/day)未満、40(kcal/

㎏/day)以上の 3群にグループ化した。 
 

2-4 分析方法 

統計解析として、２群間の平均値の差の検定に

は対応のないｔ検定を用いた。また、月経異常、

疲労骨折、摂食障害との関連要因についてはロジ

スティック回帰分析を用いてオッズ比と 95％信頼

区 間 を 算 出 し た 。 な お 、 統 計 処 理 に は

SPSS11.0J(SPSS Japan Inc.)を使用し、有意確率

は５％未満をもって有意とした。 
 

3. 結果と考察 

3-1 月経、疲労骨折、摂食障害の有症割合 

1) 月経 

対象者 300 名のうち、月経異常(早発、遅発、続

発、頻発、稀発、過短、過長、不整、痛み)とされ

る選手は 172 名、月経が発来した 263 名のうち月

経周期異常がある選手は134名(50.95％)であった。

また、初経状態を記憶していた選手 260 名の初経

年齢は 10 歳から 18 歳に分布し、遅発月経(15 歳以

上)が 45 名(17.31％)存在した。そのうち、トレー

ニングの開始が初経前の選手は 119 名(40.07％) 

（そのうち月経異常のある選手が63人(52.94％)）、

初経後は 141 名(59.93％)（そのうち月経異常のあ

る選手が 105 名(76.60％)）であった。13 歳未満

でトレーニングを開始した選手が 7 割を超えたこ

とからも、指導者は選手が成長期であることを十

分に配慮する必要がある。 

2）疲労骨折 

回答のあった 295 名のうち、疲労骨折の医学的

所見ありとする選手が 64 名であり、そのうち 43

名に月経異常が確認された。また、疲労骨折部位

に関しては、64 名全 91 症例のうち、脛骨が 33 症

例、中足骨が 29 症例であった。 

3) 食行動 

全ての項目に回答のあった 285 名のうち、38 名

に摂食障害の傾向がみられた。そのうち 34 名に月

経異常、10 名に疲労骨折が確認され、8 名が三症

状全ての項目に該当した。最も多くの選手が 1 点

以上を得点した項目は、項目 1 の「太りすぎるこ

とがこわい」(192 名)、続いて「もっとやせたいと

いう思いで頭がいっぱいである」(146 名)であった。 
 

3-2 月経、疲労骨折、摂食障害との関連要因 

月経異常とエネルギー利用率との関連について

検討したところ、40(kcal/㎏/day)以上を基準とし

た場合、30 以上 40(kcal/㎏/day)未満の群でのオ

ッズ比は 1.035、30(kcal/㎏/day)未満の群では

1.943であった。同様に、疲労骨折では0.763、1.682、

食行動では 1.421、3.648 であった(表 1)。したが

って、体重に 40 を乗した値のカロリー分をトレー

ニング以外のエネルギー消費量として残すことは、

女性三症状の発症リスクを低下させる可能性が示

された。ただし、交絡因子が多く、統計的な関係

は見られなかった。 

また、エネルギー利用率以外の関連要因につい

て検討したところ、有意な関連が認められた項目

は、月経については週間走行距離と摂食障害、疲

労骨折については週間走行距離と競技レベル、摂

食障害については BMI と月経異常であった(表 2)。

この結果より、週間走行距離が 50 ㎞増加すると、

月経異常が 1.91 倍、疲労骨折は 2.00 倍にリスク

が増加することが示された。したがって、距離増

加の際、適切な摂取エネルギー増量を行えば月経

異常や疲労骨折を予防できる可能性があることが

確認された。 

この研究はパイロットスタディであり、陸上競

技長距離選手の現状の把握と、本研究における計

算式にて求めたエネルギー利用率によって関連性

の傾向が確かめられたに過ぎない。各項目につい

て因果関係は不明であり、どちらが要因となって

影響を及ぼしているかは明らかではない。また、

個人のもつ内的因子や練習環境などその他の要因

が複雑に絡み合っている可能性も否定できない。

今後はさらなる追跡調査を行い、より詳細に検討

していきたい。 
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表 2  身体影響に対するオッズ比  

月経異常  疲労骨折   食行動 
項目 

オッズ比 95%信頼区間  オッズ比 95%信頼区間   オッズ比 95%信頼区間

週間走行距離（km/週） 1.012 1.005-1.02 1.014 1.006-1.023  ― ― 

食行動（なし=0，あり=1） 3.254 1.267-8.36 ― ―   ― ― 

競技レベル（下位=0，上位=1） ― ― 0.150  0.137-0.614  ― ― 

BMI（kg/m2） ― ― ― ―  1.529 1.188-1.969 

月経異常（なし=0，あり=1） ― ― ― ―   3.794 1.477-9.750 

―：関連なし        

表１  エネルギー利用率に関するオッズ比 

月経異常 疲労骨折 食行動 
EA(kcal/㎏/day) 

オッズ比 95%信頼区間 オッズ比 95%信頼区間 オッズ比 95%信頼区間 

40 以上 1.000  1.000  1.000  

30 以上 40 未満 1.035  0.571-1.876 0.763 0.349-1.669 1.421 0.506-3.988 

30 未満 1.943 1.018-3.707 1.682 0.814-3.476 3.648 1.453-9.157 
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