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1. 緒言 

月経は、女性に特有の生理現象であり、妊娠を目

的として起こるものである。月経に伴い 9 割以上

の女性が不快な症状(月経随伴症状)を有すること

が指摘されている。また、若年女性の大半が月経前

や月経中などに、月経随伴症状によって学習や労

働、日常生活での活動に支障をきたすことが報告

されている¹⁾。 
月経随伴症状とは、月経前および月経期間中に

起こる身体的症状、精神的症状、社会的症状の総称

である²⁾。また、月経周辺期の変化や月経随伴症状

は、症状によって原因が異なり、多面的要因が関与

している。月経随伴症状を軽減させることは、本人

だけでなく社会にとって重要な課題である。本研

究では、若年女性における月経随伴症状の強度と

日常生活や季節との関係、月経随伴症状を軽減さ

せる要因、月経随伴症状についての男性の理解度

について明らかにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 
本大学の運動部所属学生(硬式野球部、サッカー

部、ソフトテニス部、体操部、軟式野球部、バスケ

ットボール部、ラクロス部、ラグビー部、陸上競技

部)と身体活動の授業を受講している一般学生計

512 名(女性 248 名(運動部 70 名、身体活動の受講

者 178 名)、男性 264 名(運動部 147 名、身体活動の

受講者 117 名))。 
 

2-2 調査方法 
 調査票による調査を行った。調査票は、多肢選択

式により構成された無記名自記式の質問紙を女性

用と男性用の 2 種類用意した。 
 
2-3 調査項目 
 調査は倫理的配慮として研究目的、方法、個人情

報の保護などについて説明し、同意を得た上で行

った。内容は、女性に対しては(1)基本属性、(2)月
経状況に関する項目(mMDQ を含む)、(3)生活状況

に関する項目、男性に対しては(1)基本属性、(2)月
経に関する理解、(3)月経随伴症状に関する理解、

(4)月経等について質問できる相手の有無、とした。 
mMDQ(Menstrual Distress Questionnaire：回顧的月

経困難質問票)は、月経周期に伴う心身両面にわた

る愁訴(月経随伴症状)を測定する尺度であり、9 つ

の下位尺度(痛み、集中力、行動低下、自律神経、

水分貯留、負の感情、気分の高揚、コントロール、

PMS(Premenstrual Syndrome：月経前症候群))、54 項

目で構成されている。配点は 0～3 点の 4 段階評価

で最高 162 点とした。 
 
2-4 分析方法 
 mMDQ の点数と月経期症状に影響を及ぼす要因

の検討、月経痛の有無によるその他の症状比較に

は一元配置分散分析、χ²検定を用いた。女性の身

体状況について身近に質問できる相手の有無の比

較には t 検定、χ²検定を用いた。統計学的有意水

準は 5%とした。また、男性の知識についての質問

は、正解につき 1 点としたが、月経に伴う症状を

問う質問のみ、1 症状正解につき 1 点、不正解につ

き－1 点とした。 
 

3. 結果 
3-1 女性対象者の結果 
3-1-1 mMDQ との関連要因 
【表 1】、には、mMDQ と関連する要因の比較結

果を示した。有意な関連が見られたのは、経血量、

月経の記録、月経痛の有無、家族の月経痛の有無、

ストレス、睡眠時間においてであった。 
要因ごとに見ていくと、経血量が多い人や、月経

痛を毎回有している人、家族が月経痛を有してい

る人、普段運動を行わない人やストレスがある人

ほど合計点数が高かった。 
下位尺度ごとに見ると、経血量が多い人ほど「痛

み」、「行動変化」、「自律神経」、「水分貯留」、「負の

感情」、「PMS」の尺度の点数が高かった。 
 月経痛の記録を毎回つけている人と全くつけて

いない人では、「コントロール」を除く 8 尺度で有

意な差が見られ、記録を毎回つけている人の方が

点数が高かった。 
月経痛の有無に関しては、「気分の高揚」を除く

8 尺度で有意な差が見られた。 
家族の月経痛の有無では、家族が月経痛を有し

ている人ほど、「痛み」、「行動変化」、「水分貯留」、

「負の感情」、「PMS」の下位尺度の点数が高かった。 
睡眠時間では、6 時間未満の人と 6～8 時間の人

で有意な差が見られた。差が見られたのは、「痛み」、

「水分貯留」、「コントロール」、「PMS」であった。 
運動習慣では、「気分の高揚」のみで有意な差が

見られ、普段運動をしない人の方が点数が高かっ

た。運動習慣とはあまり関係が見られなかった。 
ストレスの有無では、ストレスがある人は、

mMDQ の 9 つの下位尺度すべての点数が高かった。 
月経後は、有意な差が見られず、全項目とも1

点前後の点数であった。月経後のmMDQの合計点

数は、10.5 ± 15.5と先行研究と同様に10点前後で

あることが示された³⁾。 
 
3-1-2 月経痛への対処 
月経痛を有する者は、全体の 85%であった。 
対処行動を見てみると、「鎮痛剤を服用する」

27%、「身体を温める」21%、「我慢する」

21%、「横になって休む」21%、の順で回答した

割合が高かった。 

季節との関係を見ると、月経痛がある人のうち、

「特に関係ない」と回答した人は全体の 65%で、次

に回答の多かった「冬」は 10%であり、月経痛と季

節の関係は見られなかった。 
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【表 1】要因ごとの mMDQ 得点 

 
 
3-2 男性対象者の結果 
3-2-1 月経に関する理解 

女性の身体状況について「身近に質問できる相

手がいると回答した人の内訳は、「友達」40%、

「恋人」36%、「母」14%、「姉妹」10%であっ

た。 

女性の身体状況について「身近に質問できる相

手がいる」と回答した人の方がすべての問題にお

いて正答率が高い傾向にあった。しかし、「初経年

齢」、「月経と関係するホルモン」、「月経中の妊娠可

能性」については両群ともに正答率が低かった【図

1】。 
 

 
【図 1】月経に関する問題の正答率 

 
3-2-2 月経随伴症状に関する理解 
月経に伴い何かしらの症状を有することを知っ

ている男性は全体の 73%であった。しかし、月経随

伴症状という言葉については、知っている人が

17%と低い結果であった。また、月経随伴症状の出

現時期については正答率が 26%と低い結果であり、

症状は月経中のみしか起こらないと思っている男

性が多くいた。 
 
4. 考察 
4-1 女性 
 経血量が多いと感じたり、月経痛を感じたりと、

自覚的痛みや自分の身体に繊細な人ほど、mMDQ
の合計点数が高く、月経随伴症状を有しているこ

とが示唆された。 
多くの女性が月経に伴い何かしらの痛みの症状

を伴っており、最も不快で苦痛を伴う症状として

注目し、その対応は優先する必要がある。 
月経痛が毎回ある人の方が時々ある人やない人

に比べてmMDQの点数が高い結果が示されたこと

から、月経痛を軽減させることで月経随伴症状の

多くを軽減させられることが期待される｡  
また、月経痛と季節の関係は見られなかったが、

寒い時期は体が冷えることもあり、月経痛を感じ

やすいのではないかと推測する｡ 
月経痛の対処方法としては、我慢する必要はな

く、身体の保温や、鎮痛剤の服用の有用性が示され

ているので、セルフケアの大切さを理解してもら

いたい。 
また､月経随伴症状とストレスが大きく関わっ

ていることが示唆されたことから、日頃からスト

レスを軽減させることで月経随伴症状を軽減出来

る可能性がある。今後、自分に合ったストレス解消

方法を行うことが大事になる。 
 

4-2 男性 
女性の身体状況について身近に質問できる相手

の有無で検討を行った結果、「いる」と回答した人

の方が月経や月経随伴症状についての知識が多い

傾向にあった。 
質問できる相手として、「友達」や「恋人」と回

答する人が多かった。それは、家族よりも知人の方

が聞きやすい傾向にあること、また、一人暮らしを

している人が多いからではないかと考えられる。 
月経中の妊娠可能性については理解度が低く、

男性の理解の向上が今後必要になると考えた。 
また、月経により何かしらの症状を有すること

を知っている男性は多くいた。しかし、月経随伴症

状という言葉や、月経随伴症状の出現時期につい

ての理解度が低く、特に、月経随伴症状は、月経中

だけでなく、月経前にも出現することを理解して

もらいたいと考える。 
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     Variables N Mean(SD) 多重比較

経血量 少ない
a 26 29.7(31.6) <c

普通
b 173 39.4(32.0)

多い
c 40 55.2(32.1) >a

月経の記録 毎回つける
a 118 50.1(34.7) >b,c

時々つける
b 34 35.2(27.5) <a

全くつけない
c 88 31.0(27.7) <a

月経痛の有無 毎回ある
a 102 54.5(34.1) >b,c

時々ある
b 101 35.4(27.3) <a,>c

ない
c 36 19.4(24.1) <a,b

家族の月経痛 ある
a 96 49.6(35.0) >b,c

の有無 ない
b 39 33.1(31.1) <a

わからない
c 105 36.0(29.0) <a

運動の有無 する 101 38.9(31.1)
しない 139 42.5(33.5)

ストレス ある
a 188 45.5(34.0) >b

ない
b 50 24.8(19.0) <a

睡眠時間 6時間未満
a 41 29.7(25.2) <b,c

6～8時間
b 168 43.6(33.9) >c,a

8時間以上
c 31 41.4(30.8)
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