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1. 自己紹介 

私達は、「月経とストレス」について研究している大学 4 年生です。 

私達の研究目標は、月経に関する研究を行い、その内容を多くの人に広めることで、

多くの月経問題に苦しむ女性の気持ちに寄り添うことです。また、月経についての正

しい情報と月経に対する女性の想いを多くの人に広めることで、男女差のない社会で

女性が活躍できる社会づくりに貢献することも目標としています。 

私達は、この活動を GH班として行っております。「GH」とは「gender and health」

の頭文字をとったものです。gender and health１）とは、WHO（世界保健機構）が「ジ

ェンダーの規範、役割と関係、ジェンダーの不平等は、世界中の人々の健康に影響を

与えています。」という考えです。私たちはこの考えのもとで私たちにも貢献できるこ

とはないかと考え、月経とストレスの研究を行なっています。 

2. はじめに 

 今日、持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）2)という言葉をテ

レビや学校などでよく耳にするようになってきました。SDGsとは、2015年 9月の国連サ

ミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」

に記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。その目標の

中に「すべての人に健康と福祉を」と「ジェンダー平等を実現しよう」という項目がある

ことを皆さんは知っているでしょうか？  

「すべての人に健康と福祉を」においての目標は、全ての人が健康に長生きをするため

に、適切で安全な治療と薬を得ることができ、また、予防可能な死亡を根絶することです。

そして、「ジェンダー平等」においての目標は、「すべての女性や女の子が能力を最大限に

発揮できる社会をつくる」「すべての人が性別にかかわらず平等に機会が与えられる社会

をつくる」こととされています。 

私たちの研究テーマは、この 2つの項目を目標にし、研究を行なっています！ 

 

 

 

3.月経のしくみ 

＜月経に関係するホルモン＞ 

月経には、エストロゲンとプロゲステロンという 2つのホルモンが関係しています。次

にそれぞれがどのような役割や働きを担っているのかを説明します。 

 

◯エストロゲン 

エストロゲンは月経を起こす働きを担っています。月経中は、排卵した卵が安定して落

ち着けるように、子宮内に子宮内膜を作りますが、その時にエストロゲンは、子宮内膜を

厚くしたり、精子が通りやすくなるように子宮頸管の分泌液を増やす働きを行います。月

経を起こす他にも、エストロゲンはコラーゲンをつくったり、脂肪の新陳代謝をよくする

働きも担っています。この働きは、女性の肌や髪を綺麗にしたり、女性らしい丸みを帯び

た体つきにすることにつながります。また、骨にカルシウムを吸着させ、骨を強くするこ

とにもつながります。 

 

◯プロゲステロン 

プロゲステロンは、妊娠するために必要なホルモンです。受精卵が育つために、エスト

ロゲンが厚くした子宮内膜をより着床に適した状態にしたり、母乳を作る乳腺を発達させ

たりする働きを担っています。 

 

 

 

＜月経の仕組み＞ 

女性の月経周期は、「卵胞期・排卵期・黄体期・月経期」の 4つに分けることができます。

それぞれの周期に身体の中ではどのようなことが起きているのかをここでは説明したいと

思います。また、月経は、脳と卵巣、子宮の 3つの器官が連携して月経に関係しています。

どのように連携しているかにも注目してみてください。 

 

 



卵胞期 

脳 

視床下部から「ゴナドトロピン放出ホルモン(Gn-RH)」が分泌し、そのホルモンの刺激によ

り、下垂体から「卵巣刺激ホルモン(FSH)」が分泌されます。 

↓ 

卵巣 

下垂体から分泌した卵巣刺激ホルモンが眠っている状態にある原始卵胞（卵子の元になる

卵）を刺激します。すると、数十個から数百個の原始卵胞が起こされます。その中からい

くつかの原始卵胞だけがエストロゲンの分泌により育ちます。 

↓ 

子宮 

エストロゲンによって、子宮内膜が厚くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排卵期 

卵巣 

エストロゲンの分泌がピークを迎えます。 

↓ 

下垂体は卵胞刺激ホルモンの分泌量を減少させていきます。そして、今度は、黄体形成ホ

ルモン(LH)を分泌します。 

↓ 

子宮 

エストロゲンの分泌により成熟した卵胞の中で一番成熟した卵胞の卵子だけが黄体形成ホ

ルモンにより刺激され、卵巣から飛び出して、精子と出会う場所である卵管まで移動しま

す。これが「排卵」です。 

 

→ここでめでたく、排卵された成熟卵子と精子が出会い、受精することで受精卵となり、

子宮に向かいます。子宮に向かい子宮内膜に受精卵が着床することができれば妊娠が成立

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ポイント 

排卵期では、エストロゲンの分泌がピークを迎えるため、下垂体は、

エストロゲンの分泌をおさえるために、卵胞刺激ホルモンの分泌を減

少させていきます！！ 



黄体期 

卵巣 

排卵によって、卵子が卵巣から飛び出した結果、卵巣内に残された卵胞は、黄体と呼ばれ

る組織に変化し、プロゲステロンを放出します。 

↓ 

子宮 

プロゲステロンとエストロゲンの 2 つの女性ホルモンによって栄養と水分が蓄えられ、子

宮内膜がさらに厚くなり、妊娠の準備ができる環境がつくられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月経期 

卵巣 

妊娠が起こらない場合、黄体は約 7-10 日で縮み退行して、白体に変化します。そのため、

黄体から分泌されていた卵胞ホルモンと黄体ホルモンの分泌が急激に減少します。 

↓ 

子宮 

受精がされなければ子宮内膜は不必要となるため、子宮の壁から剥がされ、血液と卵子と

一緒に経血となって体の外に排出されます。これが月経です。 

 

この一連の流れを私たちの体は毎月繰り返しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PMS・PMDDとは？ 

 皆さんは PMSとはなにかご存知でしょうか？？ご存知でない方もいらっしゃると思いま

すので、ここでは、PMS と PMDDについてお話ししたいと思います!! 

まず、PMS（月経前症候群）というのは、Premenstrual Syndrome の略であり、「月経前 14

日間以内に起こる身体的・精神的な不調」3)のことです。 

この時の精神的な不調のことを特に、PMDD（月経前不快気分障害）と言います。PMDD は、

Premenstrual Dysphoric Disorder の略です。 

 

PMS・PMDDの原因は？？ 

PMSは、女性の 95.6%が感じている症状 4)です。PMSの原因は、症状が多様であるため、原

因も一つだけに絞ることはできません。ここでは、今現在考えられている PMS・PMDDの原因

の一部を紹介したいと思います。PMS・PMDDの代表的な原因は、ホルモンバランスの乱れで

す。また、PMS・PMDD を悪化させる要因として鉄分不足が原因の一つとして挙げられます。 

＜ホルモンバランスの乱れ＞ 

女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロン、そして、プロスタグランジンのバ

ランスが悪くなることによって起こると考えられています。エストロゲンとプロゲステロ

ンは、ストレスや加齢、肥満や痩せ体型などの生活習慣からも影響を受け、量が変化しま

す。そのため、PMSの症状はずっと変わらないというわけではなく、ストレスや加齢、生活

習慣の変化によって、PMSの症状は重くなったり、軽くなったりします！！プロスタグラン

ジンは、子宮頸管に血を押し出すために子宮を収縮させる指令を出す役割を担っています。

プロスタグランジンは痛みの物質でもあるため、多く分泌されてしまうと痛みが増します。 

 

＜鉄分不足＞ 

潜在性の鉄欠乏状態という状態は PMS・PMDD の症状を悪化させる原因の一つとされていま

す。潜在性の鉄欠乏状態とは、貧血の指標であるヘモグロビンの値は正常値なのに、体内

に貯蔵されている鉄分量が不足して起こる鉄分欠乏の状態のことです。潜在性の鉄欠乏状

態を改善することによって、PMS・PMDDの改善につながると言われています。この潜在性の

鉄欠乏状態を改善するには、十分な睡眠が必要と言われています。 

PMS・PMDDのセルフケアにはどのようなものがある？？ 

セルフケアに入る前にまずは、自分が PMS・PMDD なのかを確認することから始めましょ

う。PMS・PMDDは、次の月経との時期的な関連性が明らかにされなければいけません。3)つ

まり、「前々回の月経前には、PMS・PMDDの症状が生じたけれど、前回と今回の月経前には

生じなかった。」というようなことが起きず、毎周期 PMS・PMDDの症状は繰り返されるとい

うことを確認する必要があります。したがって、周期を通して、PMS・PMDDの症状を細かく

記録する「自己チェック」を行ってみましょう！月経前にイライラのせいで人に対して攻

撃的になってしまい、後々自分を責めてしまう…という経験をしたことはありません

か？？自己チェックを行い、自分がイライラしてしまう時期を発見することによって、「今

はイライラしてしまう時期なので人との接し方に気をつけよう」というように、自分につ

いて知ることで PMS・PMDD の症状によって引き起こされる問題を予防することにつながり

ます。したがって、自分について知る「自己チェック」を行うことが PMS・PMDD と向き合

うための第一歩になります。自己チェックでは、例えば、イライラしてしまう時期やどの

ような症状が起きるのか、どのような問題があるのかなどを細かく記録してみましょう！ 

PMS・PMDDの病院での治療方法は、直接 PMSや PMDDに対する治療法があるわけではなく、

症状に適した薬を処方してもらいます。例えば、エストロゲンの過剰分泌が原因と考えら

れる場合には「抗エストロゲン療法」として、黄体ホルモン剤の投与、腹部膨満感（お腹

が張って苦しい、痛い症状のこと）が強い場合には、「抗アルドステロン療法」として、ス

ピロノラクトンの投与が行われます。また、気分の落ち込みが強い場合には、選択的セロ

トニン再取り込み阻害薬(SSRI)という薬を投与します。医師の診断を受け、薬を処方して

もらうことによって症状が緩和されることもあるため、PMS・PMDDで悩んでいる方は、一度

医師に相談してみることも大切なことだと思います。 

  

 

 

 

 

 

 



次に、自分でできる PMS・PMDD を緩和させる方法について睡眠・栄養・運動の観点から

ご紹介したいと思います。 

 

＜睡眠＞5) 

 PMS の症状として不眠と過眠があります。眠れないというのは、精神的にも肉体的にも

とてもつらい状態です。反対にずっと眠い状態が続いてしまうことも、日中の授業や部活

に集中できなくなってしまい日常生活に支障をきたす場合もあります。これらの睡眠障害

を緩和させるために快適な睡眠をとるにはどうしたら良いのでしょうか？？ 

 

①朝目覚めたら体内時計を ONの状態にするため、朝の日の光を浴びましょう。 

→明るい環境では眠気を引き起こす「メラトニン」というホルモンの分泌が減少します。 

 

②夜は、間接照明などで過ごし、明るい場所で長時間過ごさないようにしましょ

う。 

→メラトニンを増やして、眠りに落ちやすい状態をつくります。朝と夜のメリハリをつけ

ることがポイントです！！ 

 

③必須アミノ酸であるトリプトファンを含む食材「牛乳、卵黄、落花生、アーモ

ンド、バナナ」などを食べましょう。 

→トリプトファンは、メラトニンを生成するセロトニンに必要なアミノ酸なので摂取する

ことを心がけてみましょう。また、ビタミン B6は、セロトニンに必要な栄養素ですので、

合わせて摂取しましょう。 

※睡眠前にホットミルクは逆効果なので、控えましょう。ホットミルクにはタンパク質

が多く含まれており、そのタンパク質は体温を上昇させるため、入眠の妨げとなって

しまいます。 

 

 

 

 

④就寝前には、テレビやスマホなどの睡眠を妨げる要因を避けましょう。 

→テレビやスマホは、脳を興奮状態にしてしまうため、睡眠を妨げます。 

リラックス効果のあるラベンダーの香りのアロマをたいたり、ハーブティーを飲んだり

して、眠りにつく準備をしてみるのも良いのではないかと思います🐈 

 

⑤適度な運動をしましょう。 

→ちょうど良い疲労が熟睡のコツになります！ 

 

⑥眠気を感じた場合は、適切な仮眠をとりましょう。 

 →午後 2時ごろに人は眠くなる体内時計をもっています。黄体期には、特に眠気を感じ

ることが多くなります。そんな時は、15-20 分程度の昼寝をしてみましょう。心地良

いからといって 30分以上の仮眠をとってしまうと、寝覚めが悪くなってしまいます。

また、90分以上の仮眠をしてしまうと、夜の睡眠に影響してしまうため、寝すぎには

気をつけましょう。 

 

⑦睡眠環境を整える 

 →静か・暗い環境で、室温は、夏は 25-27 度、湿度 50%が理想的と言われています。 

また、自分にあった寝具にすることも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜栄養＞ 

 黄体期にはエネルギー消費量が増大するため、栄養や睡眠が足りなかったり、運動量が

増えると、潜在性の栄養素欠乏状態に陥りやすくなるといわれています。特に、PMSの人の

場合は、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が欠乏状態にあることが報告されています。ま

た、潜在性鉄欠乏状態（貧血状態はないけれど、貯蔵鉄が不足している状態）が改善され

ることによって、黄体期に起きる PMS・PMDD の症状が改善されることがわかっています。

潜在性鉄欠乏状態を改善させるには十分な睡眠が重要になります。 

皆さんは、栄養バランスの良い食事がとれていますか？？自分はしっかりと栄養が取れ

ていると思っている人でも、栄養の偏りがある可能性があります。偏った食生活は PMS が

悪化する要因になります。下の図を見て 6 つの基礎食品をバランスよく食べるように心が

けましょう。 

 

 

図 1.6 つの基礎食品群と三色食品群 6) 

 

 

 

 

 

 

 

次に、PMS 症状を改善させる食べ物と悪化させる食べ物についてまとめました。これら

の食べ物を月経前には、積極的に食べたり、あるいは、なるべく控えたりして、PMSを上手

に予防しましょう。 

PMS症状を改善させる食べ物 6) 

精製していない糖類（玄米、そば、トウモロコシ、小麦、クラッカーなど） 

植物油（オリーブ油、ごま油、コーン油など） 

緑黄色野菜（にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、小松菜など） 

大豆・大豆製品（大豆、味噌、納豆、豆腐、豆腐製品など） 

海藻（昆布、わかめ、ひじき、のりなど） 

旬の果物 

種実類（ゴマ、アーモンドなど） 

 

PMS症状を悪化させる食べ物 6) 

●砂糖類（甘いジュースなど） 

●カフェイン（チョコレート、コーヒー、紅茶など） 

●漂白した小麦粉とその加工品（パン、ケーキ、パスタなど） 

●塩分（食塩、ハム、漬物など） 

●添加物（加工食品、既製食品、半調理品など） 

●アルコール（お酒） 

●肉類（牛肉、豚肉、脂肪分の多い肉など） 

 

＜運動＞ 

月経前はイライラしたり、体のだるさを感じたりするため、「極力動きたくない」と思っ

てしまいますよね。しかし、実際には、月経前の運動は PMS の症状に効果的であると言わ

れています。どのような効果があるのかというと、「足の筋肉や腹筋を鍛えることによって、

水分貯留症状が軽減する。消化器官が刺激されることによって、便秘を緩和させる。子宮

や膣の筋肉を鍛えることで下腹部の痛みを軽減させる。」などの効果があります。また、運

動をすることによって、ストレス解消となり、イライラなどの精神症状を緩和させます。

月経中の運動は、その日の体調と相談して、無理はしないようにしましょう。 

第一群 第二群 第三群 第四群 第五群 第六群 

タンパク質 カルシウム カロテン・

ミネラル 

ビタミン C・

ミネラル 

糖質性エネ

ルギー 

脂質性エネ

ルギー 

卵類、肉類、

大豆 

牛乳、乳製

品類、海藻

類、小魚類 

緑黄色野菜 淡色野菜、

果実類 

砂糖、穀物、

いも類 

油脂類、多

脂性食品類 

体をつくる 体の調子を整える 働く体力となる 



次に、PMS・PMDD の症状の一部をあげたいと思います。どのくらい自分に当てはまるの

か、皆さんもチェックしてみて下さいね！！ 

 

PMSの症状 3) 

□頭痛 

□乳房が痛い 

□むくみ 

□腹痛 

□腰痛 

□下痢 

□肌荒れ 

□食欲不振 

□食欲旺盛 

□甘いものが無性に食べたくなる 

□めまい 

□体がだるい      

 

PMDDの症状 3) 

□神経過敏（イライラ） 

□不安感 

□うつ病 

□急に悲しくなる 

□疲労感 

□集中力低下 

□眠気 

□不眠 

 

 

 

5.GH班の研究内容 

【研究テーマ】 

「月経における女性の一ヶ月のストレスの変動とその緩和」 

 

【研究の背景】 

月経における男女の認識の差があることによって、生きにくさを実感する女性が多くい

ること 

 

【研究の目的】 

女性が生きやすい社会づくりに貢献することを目指    

し、私達の研究を通じて多くの人に月経に関する理解  

を広げること      

 

図 2.唾液アミラーゼモニター 

 

【研究の方法】 

 私たちは、「唾液アミラーゼモニター」という唾液中のアミラーゼ量を測定できる機

械を用いた実験をしています（図 2）。この実験では、「月経周期に伴うストレスの変動

を確認するための実験」と「ストレスホルモン抑制効果のあるオルニチンが月経による

ストレスの緩和に効果があるのかを調べる実験」の 2つの実験を行います。 

唾液中には、ストレスの変動によって分泌が変化する物質（アミラーゼ）がありま

す。そのアミラーゼ量の変化を測定することによって、ストレス値を測ることができ

ると考え、今回の実験では、唾液アミラーゼモニターを使いました。また、今回の 2

つの実験の被験者は 2 人で、実験 1も実験 2も同じ人が実験に参加しています。 

 

 

 

いくつ当てはまりましたか？？PMS・PMDD

の症状を緩和するために薬を服用すること

ももちろん良い方法だと思いますが、

PMS・PMDDは生活習慣や食事なども関係し

ていると考えられているため、自分の日々

の生活を見直してみることから始めてみる

のも良いのではないでしょうか？？ 



実験 1「月経周期に伴うストレスの変動を確認するための実験」 

この実験は、月経周期とストレスにはどのような関係性があるのかを調べるために行い

ます。ストレス変動の測定は、1日に 2回昼食前と夕食前にアミラーゼモニターを用いて

測定をします。これを 1ヶ月間行います。 

 

実験 2「オルニチンが月経によるストレスの緩和に効果があるのかを調べる実験」 

オルニチンという成分は、肝臓で活動する遊離アミノ酸です。オルニチンの効果は、ス

トレスホルモン抑制効果や疲労回復効果、睡眠・目覚め改善の効果 7)など、様々な効果が

報告されています。オルニチンの肝臓での役割は、有害物質であるアンモニアの解毒を行

うことです。今回の実験では、サプリメントを服用して実験を行いました。オルニチンサ

プリメントを摂取した時のストレス変動の測定は昼食前と夕食前の 1日に 2回測定して一

ヶ月間行います。今回、実験で用いたサプリメントは、「協和発酵 バイオオルニチン」

です。下記に URLを示します。 

（ https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fancl.co.jp%2Finfo%2F2003_kyowa%2Finde

x.html&psig=AOvVaw37uOKW7eeeQ9pqzhNvCTYD&ust=1665383090261000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxq

FwoTCMjLws7B0voCFQAAAAAdAAAAABAF） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究の結果と考察】 

実験 1「月経周期に伴うストレスの変動を確認するための実験(ストレス変

動)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唾液アミラーゼ値(kIU/L) 

0-30 ストレスほぼなし 

31-45 ストレスややあり 

46-60 ストレスあり 

 

図 3.被験者 Aのストレス変動 

 

月経周期 

月経周期 

月経前 

月経前 

図 4.被験者 B のストレス変動 

 

食品では、オルニチンは、しじみやブナシ

メジに多く含まれています。8)9) 

 



 

実験 2「オルニチンが月経によるストレスの緩和に効果があるのかを調べる実験

（ストレス変動（オルニチン））」 

 

 

 

 

 

 

 

実験 1 

＜被験者 A＞ 

図 3より、被験者 A では、月経開始 1-3 日前にストレス値の上昇が見られました（赤

丸）。「症状は、月経前の時期に見られなければならず、また排卵以前に始まることはな

い（これは月経が始まる前の十四日間以内を意味しており）3」」とあることから、月経前

にストレス値が高まることが今回の実験データでも表れたと考えます。 

☞ストレス抑制効果のあるオルニチンを摂取することによって、ストレス値の高い部分（赤

丸）が低くなるのではないか？ 

 

＜被験者 B＞ 

 図 4 より、被験者 B では、データの波が被験者 A に比べて比較的一定でしたが、月経開

始 1-4日前には被験者 A と同様にストレス値の上昇が見られました（赤丸）。月経開始後か

らはストレス値の低下が見られました。 

 

実験 2 

＜被験者 A＞ 

被験者 A のこの月の月経では、月経周期が予定よりも 9 日ずれました。しかし、図 5 よ

り、本来月経が始まる予定だった時期にストレス値の上昇が見られることから、月経周期

がずれた場合でもストレスの波は比較的安定して生じる可能性があることが考えられます。

また、オルニチン摂取なしのストレス変動のデータ（図 3）では、月経前のストレス値の上

昇が見られましたが、オルニチン摂取のストレス変動のデータ（図 5）では、月経前のスト

レス値の低下が見られました。これは、オルニチンを摂取したことによる効果が表れたの

ではないかと考えます。 

月経後、ストレス値が突発的に上昇した日が見られます（青丸）。これは、被験者 Aがこ

の時期に就職活動をしており、その精神的な緊張がストレス値を上昇させる原因になった

のではないかと考えます。このように、ストレス値は、月経以外のストレス要素からもス

トレス値は左右されるため、ストレス値を測定する際には、そのことも考慮して測定を行

わなければなりません。 

 

月経周期 

月経周期 

月経前 

月経前 

本来の月経周期 

図 5.被験者 Aのストレス変動（オルニチン） 

 

 

図 6.被験者 Bのストレス変動（オルニチン） 

 



＜被験者 B＞ 

 図 6より、被験者 B では、月経 3日前からストレス値の低下が見られました。 

また、被験者 B の方では、オルニチンを摂取し測定したストレス変動のデータは全体的に

比較的ストレス値が低くなっています。この結果は、オルニチンを摂取したことによる効

果が表れたのではないかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

6.月経に関するアンケート 

【アンケートの結果と考察】 

～女性用アンケート～ 

① 年齢 

 

19歳-22歳と 23歳以上の方、つまり大学生と社会人の回答が 90%でした。 

 

 

② 月経中、授業や部活動、また仕事を休みたいと思ったことはありますか。また休みた
いと思った時に休めましたか。 

 

「休みたいと思ったが、休めなかった」の回答が半数以上ありました。月経や月経痛への

理解が社会全体で進んでいないのかもしれません。 

 

③ ②で休みたいと思ったが、休めなかったと答えた方に質問です。休めなかった理由を
お答えください。 

 ※個人の特定を防ぐため、回答の選別・編集をしています。  

 ・休むほどではない。 

 ・理解されると思わない 

 ・休むことができると思わなかった  

 ・我慢することが当たり前に感じていた 

 ・休むことが迷惑ではないか  

 ・休みたいと伝えることが言いにくい 

 ・休める状況にない 

 ・休むことに抵抗がある 

 

この結果から、月経のことを受け入れてくれる環境が少ないといえます。 

学校や仕事で簡単に生理休暇を取れるようにしたり、しんどいと感じた時に身体を休める

環境作りがこれから大切になってくると思います。 

 

 



④通学先、通勤先でトイレに生理用品が設置されているなどの配慮は現在ありますか。
（その他を選択した方は記述式でお答えください） 

 

 

＜記述の回答＞ 

 ・生理用品のポーチ置き場の棚が各階のトイレ内に設置されている。 

 ・自営業のため行く先によって設置されてたりされてなかったり。 

 

「設置されていない」「配慮がない」が全体の 80%を占めました。 

この結果から、金銭的にも精神的にも生理用品を設置するなどの細かい支援を広げていく

必要があることが分かります。 

 

⑤男性に月経について理解してほしいと思いますか。 

 

約 90%の人が「理解してほしい」、約 10%の人が「理解してほしいと思わない」と回答し

ました。 

 

⑥⑤で選択した理由を記述式でお答えください。 

 ※個人の特定を防ぐため、回答の選別・編集をしています。 

 【理解してほしい人の回答】 

 ・怠けていると思われたくない 

 ・手助け・配慮をしてほしい 

 ・男女共に関係することだから 

 ・正しい知識を持っておいてほしい 

 ・休みやすくしてほしい 

 ・イライラしてしまうこと（PMS）に対する配慮をしてほしい 

 ・オープンに話せるようになりたい 

 ・理解してもらうと楽になる 

 ・生活に支障が出るため 

 ・軽く見られたくない 

  

 【理解してほしくない人の回答】 

 ・説明したくない 

 ・理解されないと思うため 

 ・理解を求めない、どちらでもいい 

  

 

・この結果から「理解してほしい人」の回答は、月経に関しての問題は「男女共に関係す

ることだから」「正しい知識を持っておいてほしい」などの意見があがりました。 

「理解してほしくない人」の回答は、「理解されないから説明したくない」という声があ

がりました。 

・男性は自分の身に起きないことなので、痛みや辛さを理解することは難しいのかもし

れません。 

 

 

 



⑦月経周期の中でいつ身体の辛さが起こるか 

 

 

 

 

 

約半数以上の人が「月経前、月経中のどちらも身体が辛くなる」と回答しました。しか

し、「辛さや困難を感じない」と回答した人も約 10%いるため、人によって月経における

辛さはそれぞれだということがわかります。 

  

 

⑧月経痛（月経中、月経期間の痛み）はありますか。 

 

約 80%の人が月経痛があると答えました。 

 

⑨ ⑧ではいと答えた方に質問します。どのような症状がありますか（その他を選んだ方
は記述式でお答えください。）複数回答可 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他  

 ・眠気（5件）     ・肩こり 

 ・頭痛（5件）     ・関節痛 

 ・吐き気（3件）    ・便が緩くなる  

 ・下痢（3件）     ・食欲不振 

 ・便秘（2件）     ・発熱 

 ・だるさ 

 ・喉の渇き 

 ・貧血、立ちくらみ 

 ・とても眠いのに寝られないという状態になる 

  

 

「腹痛・腰痛」が一番多く 90%以上の人が回答しました。その他の記述の中で一番多かっ

たのが「眠気、頭痛」などでした。人それぞれ症状も異なるということがわかります。 

 

 



～男性用アンケート～ 

① 年齢 

 

回答した 80%が 23歳以上の方でした。 

 

 

 

 

②他の人に頼まれて生理用品を購入することに抵抗はありますか。

 

約 40%の人が「購入することに抵抗がある」、約 60%の人が「抵抗がない」と回答しまし

た。抵抗を感じてない方が半数以上いることが予想外の結果となりました。 

 

 

 

③ ②ではいと答えた方に質問です。抵抗がある理由をお答えください。（その他を選ん
だ方は記述式で理由をお答えください。） 

 

「恥ずかしい」という回答が約 60%でした。生理用品を持っている状況を周りの人に見ら

れることにやはり抵抗があるのでしょうか？ 

 

 

④月経について理解をしたいと思いますか。 

 

理解したいと思っている人が約 90%以上、理解したいと思わない人が約 10%以上でした。

ほとんどの人が理解することに肯定的ですが、理解したくない人も少なからずいるという

驚きの結果となりました。 

 

 



⑤ 学校や会社で女性の月経について思うことがあればお書きください。 
 ※個人の特定を防ぐため、回答の選別・編集をしています。 

 ・月経について男性ももっと理解できる場を作るべき。 

 ・月経時、辛いと感じる場合はそのことを伝えてほしい。 

 ・何かできることがあれば協力したい。 

 ・月経は大変。 

 ・月経についての理解が広まり、女性が生活しやすい環境になってほしい。 

 ・月経の辛さがわからない（人によって異なる）ため、理解できる方と理解できない方

に分かれると思う。 

 ・辛そうにしている所をみないため、特に気にしない。 

 

「男の人を含めた周りの人の理解が進むような制度を作る必要がある」「月経についてオ

ープンにすればお互いが配慮できる」という肯定的な意見がある中で、「しんどそうな素

振りをしていないから気にしない」という否定的な意見もありました。男性の中でも月経

に関する知識や考え方に大きく差があるのだと思いました。また、男女問わず月経につい

て学ぶことができる場や制度を設けていくことで男女の意識の差をできるだけ少なくする

ことができるかもしれません。 

 

 

7.不妊 

「不妊症」という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。不妊とは、「性成熟

期にある夫婦が性生活を営んでいるにもかかわらず妊娠しない状態」10)のことです。こ

の教材を読んで下さっている中学生・高校生のみなさんにとっては、まだまだ関係ない、

遠い話だと感じている人は多いのではないでしょうか？？実際に、この教材を作成して

いる私も高校生の時は「不妊症なんて今の自分には無関係な話だ。」と思っておりました。

しかし、今や不妊症問題というのは、カップルの 10 組に 1 組の確率で起こる問題 11)と

されており、全く自分に無関係の話ではなく、自分にも起こりうることだと中学生・高

校生のみなさんには認識してもらいたいです。 

 

また、みなさんは、不妊症に対してどのようなイメージがありますか？ 不妊症は女性

だけの問題であると思っている人も少なくないのではないのでしょうか？？不妊症の

原因は、女性だけの問題ではなく、男性にも問題があることがあります。では、男性・

女性の不妊症の原因にはどのようなものがあるのか確認してみましょう。 

 

女性側の原因 12) 

女性側の不妊症の原因は、大きく分けて、排卵障害、子宮頸管の通過障害、卵管障害、着

床障害の 4つに分けることができます。 

排卵障害 

 卵巣の中で卵が育たない。育っても排卵できない。 

 

子宮頸管の通過障害 

頸管粘液の状態がよくないため、精子が子宮頸管を通過できない。 

 

卵管障害 

卵管が狭かったり、詰まっているため、精子と卵子が出会えない・受精卵が移動できな 

い。 

 

着床障害 

受精できても、受精卵が子宮内膜に着床できない。 

 

 

男性側の原因 12) 

男性側の不妊症の原因は、大きく分けて、造精機能障害、精管通過障害、性行為障害の 

3つに分けることができます。 

 

造精機能障害 

精子がない。精子の数が少ない。精子の運動性が悪い。奇形の精子が多い。 

 



精管通過障害 

精巣で精子ができているのに、途中の輸送経路に異常がある為、精液に混じらない。 

 

性行為障害 

勃起しない。勃起しても射精できない。 

 

◯このように、不妊問題には様々な原因があり、一人で複数の原因を抱える場合も多くあ

ります。では、不妊症の検査にはどのようなものがあるのでしょうか？確認してみまし

ょう！ 

 

 

女性が受ける主な検査 12) 

超音波検査：経膣超音波をあてて、卵巣や子宮のようす、腹水の有無を見る検査です。そ

れらのようすを見ることによって、子宮の形が正常か、子宮筋腫や卵巣腫瘍の有無などが

わかるほか、卵巣内の卵胞の大きさを観察して排卵日を予測することができます。 

 

ヒューナーテスト： 性交後に精子が子宮内に入ってきているかどうかを調べる検査です。 

 

子宮卵管造影検査：造影剤を膣から子宮、卵管へ入れた上で X 線撮影する検査です。子宮

や卵管の形がはっきりと写し出されるので、子宮の形が正常かどうか、卵管が途中で狭く

なったり、詰まっていたりしていないかどうかが分かります。 

 

通水・通気検査：膣から子宮、卵管へ抗生物質入りの水や空気を送り込み、その通過性を

調べる検査。卵管が狭かったり、詰まっていないかが分かります。 

 

子宮鏡検査：子宮鏡（子宮用の内視鏡）を膣から子宮に入れ、子宮内のようすを観察する

検査。この検査により、子宮奇形、子宮筋腫、子宮ポリープ、炎症、癒着などがないか分

かります。 

 

頚管粘液検査：排卵日前に分泌される頚管粘液（精子の頚管通過を助ける粘液）が正常に

出ているかを調べる検査。 

 

ホルモン検査：ホルモンの分泌に異常があると、月経や排卵のリズムが乱れたり、子宮や

卵巣の機能が悪くなるため、それを確認するために行う検査です。 

 

 

男性が受ける主な検査 12) 

精液検査：精液の中の精子の数や運動性率(100 匹の精子のうち元気な精子が何匹いるかを 

パーセントで示したもの)などを調べる検査。 

 

精巣検査 

①精管精嚢造影検査：精巣で作られた精子は、精管をとおってペニスへ運ばれますが、

精管が途中でつまっていたりすると、精子が運ばれなくなる。したがって、精管が途

中で詰まっていないかを確認する検査。 

②精巣生検：精子を作る精巣の機能状態をみる検査。 

 

◯不妊症の検査は、女性は産婦人科、男性は泌尿器科で検査を受けます。 

 

 

不妊症問題は、女性だけに問題があるのではありません。男性にも問題がある場合もあ 

ります。したがって、病院で不妊症の検査を受ける際には、是非パートナーと一緒に検査 

にいくようにしましょう。 

また、不妊症問題について病院で検査を受けるという行動は主に女性が積極的に動いて 

いる傾向にあると思います。しかし、不妊症問題というのは、男女双方に問題がある可能

性もあるため、男性の方も是非積極的に検査を受けに行くという行動を起こしてもらえる

ように意識を変えていただければ良いなと思います。 

 

 



8.最後に 

  ここまで読んでくださりありがとうございました☆ 

この資料を通して、月経や月経によって引き起こされる様々な問題について知ってもら

い、毎月頑張っている自分の体を大切にする気持ちを育んでもらえれば幸いです。加え

て、自分の周りにいる家族やお友達の体も大切にいたわってあげる気持ちをみなさんが

もってもらえれば、なお良いなと思います！！好きなものや嫌いなものが人それぞれあ

るように、月経の重さや症状も人それぞれ異なります。それを同じ女性同士はもちろん

男性の方も理解して、協力することで、女性も生き生きと働きやすい社会になり、今よ

りももっと良いアイディアが生まれる社会になっていくのではないかと考えます。 

そんな素敵な社会を作る一員にみなさんもなりませんか？     
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