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緒言

　これまで栄養素や薬草（漢方）を用いた月経痛

に対する代替療法が数多く検討されており，ビタ

ミンE（Ziaeiら2005）や魚油（Moghadamniaら

2010），また中国の四物湯（Yehら2007）の摂取

により月経痛が緩和されることが報告されてい

る．この他にイランの事例（Ozgoliら2009）から

は驚くべき所見が得られている．すなわち，イラ

ン人女性が生姜成分入りサプリメント（1,000mg/

日）を月経が始まってから３日間連続して摂取し

たところ，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

であるメフェナム酸やイブプロフェンと同等の月

経痛緩和効果が認められたのである．生姜が有す

る薬理作用は古くから知られており，解熱，咳止

め，吐き気止め，あるいは食欲増進といった効能

が認められている（JaleelとSasikumar 2011）．
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Abstract
　The present study was designed to investigate the influence of supplementation with ginger 

constituents on menstrual pain in Japanese women. Twenty young women（19.9±0.3 yrs）were 

randomly divided into two groups. For three days from the start of their menstrual period, one 

group took ginger extract supplement （1,000mg/day; group G）, and the other group received dietary 

fiber supplement （1,500mg/day; group P） as a placebo. One menstrual cycle of baseline data collection 

was followed by a 3-cycle nutritional intervention. Participants recorded three menstrual status; １） 

visual analogue scale （VAS） as an index of menstrual pain, ２） pictorial blood loss assessment chart 

（PBAC）, and ３） menstrual distress questionnaire （MDQ）, once a day in the menstrual period. 

Participants who did not take their supplements or took painkillers during the intervention were 

excepted from the data analysis. Consequently, the numbers of data used in statistical comparison of 

groups were 6 and 5 in the group G and P, respectively. Comparison of baseline data, VAS decreased 

only in the group G （p < 0.05）, in contrast, pain subscale of MDQ decreased only in the group P （p 

< 0.05）, while PBAC increased in the group P （p < 0.05） but remained unchanged in the group G, 

during the intervention. These results suggest that ingestion of ginger constituents in menstrual 

period might contribute to relieve menstrual pain in Japanese young women.

Keywords: menstrual pain, ginger, Japanese women
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健康志向が高まっている本邦においても，生姜成

分が配合された健康食品の宣伝を目にする機会が

多くなっている．本邦では古来より生姜は薬味

として利用されることが多かったが，最近では生

姜湯や生姜スープなどの食品や生姜キャラメルな

ど様々な製品の原材料としても用いられるように

なっている．ただし，ここで期待される生姜の効

果は主に冷え症の改善や代謝の促進であろう．

　これまでリウマチ症状（SrivastavaとMustafa 

1989）や筋肉痛（Blackら2010）に対する生姜の

鎮痛作用が報告されているが，月経痛の緩和効果

があることは一般に知られていない．月経痛への

栄養素や薬草を用いた検討は，そもそも研究例が

少ないことや，各研究でのn数が少ないこと，ま

た評価法が一定でないなどの問題点が指摘され

る．Ozgoli ら（2009）の研究でも対照群が設定

されておらず，科学的検証という点で精度に欠け，

その後追試もなされていないことから月経痛に対

する生姜の効能については明言し難い．一方で国

や地域などが違えば，信仰宗教や文化的背景によ

り生活様式が大きく異なり，遺伝的に体質にも差

異が生ずることも考えられる．したがって，海外

の先行研究で得られた成果が直ちに本邦女性に適

用し得るものかどうかは慎重に検討すべきであ

り，科学的所見の一般化に際しては，まずもって

本邦女性での検証が求められる．そこで本研究で

は Ozgoli ら（2009）をベースに日本人女性を対

象とした月経痛への栄養学的アプローチを検討す

ることとし，研究仮説を「生姜成分摂取により日

本人女性の月経痛が緩和される」と設定した．

方法

被験者：被験者は，毎回の月経周期において月経

痛があると回答した本学の女子大学生20名（平

均年齢19.9±0.3歳）とした．被験者を生姜成分

入りサプリメント（G群）もしくはプラセボ（P

群）を摂取する２群にランダムに分けた（各群n

＝ 10）．被験者には，どちらの群に属しているか

は研究終了までは伝えなかった．なお，すべての

被験者には，本研究の趣旨やメリットおよびディ

メリット，研究で得られた情報は研究目的以外に

使用しないことを口頭と書面にて説明し，研究参

加への同意を得た．

介入：介入は被験者の連続した４回の月経周期と

した．介入中，被験者には月経状況の記録とサプ

リメントの摂取を行わせた．1周期目をベースラ

インの期間とし,２周期目から４周期目は生姜成

分入りサプリメントもしくはプラセボを摂取する

介入期間とした（図１）．

生姜成分とプラセボ：生姜成分の摂取には生姜

エキス粒（生姜成分200mg/粒，株式会社ヘルス

ファーム）を用いた．生姜エキス粒100g中の栄養

成分は，生姜エキス粒がエネルギー378kcal，糖

質81.9kcal，たんぱく質7.7kcal，脂質2.2g，およ

びナトリウム25mgである（メーカー表示）．プラ

セボにはネイチャーメイド食物繊維（食物繊維

300mg/粒，大塚製薬）を用いた．ネイチャーメ

イド食物繊維100g中の栄養成分は，エネルギー

104kcal，糖質０～2.6g，たんぱく質０g，脂質０～

2.6g，ナトリウム０～519mg，および食物繊維

77.9gである（メーカー表示）．

　サプリメント摂取期間は，月経が始まってから

の３日間とし，それぞれ１日に５錠（４回のうち

１回は２錠）を摂取させた．経血が生じたら直ち

に１回目を摂取し，その後は４時間おきに摂取さ

せた．錠剤は，その月の月経がはじまる前に，ひ

と周期分（15錠）を記録用紙とともに被験者に渡

した．サプリメント摂取期間中は，被験者に鎮痛

剤の服用をできるだけ控えるようお願いした．鎮

痛剤を使用した際には，記録用紙に使用した日時，

鎮痛剤の製品名，および分量を記入させた．

月経状況：月経痛の評価尺度としてvisual analogue 

scale（VAS）を用いた．VAS では10cmの尺度

が描かれた図を用いて，痛みが無い場合を「０」，

想像できる最大の痛みを「10」として被験者自身

図１．月経状況の記録とサプリメント摂取.
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に評価させた．1日のうちの最大の痛みをその日

の VAS とし，月経開始より連続５日間の平均値

をその周期の VAS とした（Yeh ら2007）．

　経血量をHighamら（1990）によって開発され

たpictorial blood loss assessment chart（PBAC）

を用いて記録させた．PBAC は，生理用品（ナ

プキン，タンポン）を取り換える際の染みの程度

を少量から多量までの３パターンの図を基準に評

価するものである．経血量は，少量から１点,５

点，20点（タンポンの場合10点）とし，取り換え

た回数とそれぞれの得点を乗じた値の合計で評価

した．

　月経随伴症状の評価尺度に，Moos（1968）によっ

て開発された menstrual distress questionnaire

（MDQ）の日本語版を使用した．MDQ では月

経随伴症状の８領域（痛み，集中力，行動の変化，

自律神経失調，水分貯留，否定的感情，気分の高

揚，コントロール）の46因子（鈴木ら2004）につ

いて,１点「症状なし」,２点「わずかに認めら

れる」,３点「軽度に存在」,４点「中度に存在」,

５点「強度に存在」,６点「激しく障害あり」の

６段階の即時法（後藤と奥田 2005）で記録させた．

評価には月経中の１～３日目の間に１回，月経が

終わってから10日間内のうち１回の記録した総得

点および下位領域別の合計点を用いた．

形態：被験者の形態（身長，体重，および体脂肪

率）を計測した．身長の計測にはデジタル身長

計（DSN-90, ムラテック KDS 社製）を用いた．

体重と体脂肪率の計測には InnerScan BC-600

（TANITA 社製）を用いた．BMI は以下の式か

ら算出した．

BMI＝体重（kg）／身長２（m）

統計処理：すべての値は平均値±標準誤差で示す．

被験者の身体特性については対応のない t検定を

用いた．VAS，PBAC および MDQ の２群間の

比較には Mann-Whitney の U検定を，介入前

後の比較には Wilcoxon の符号付順位検定を用い

た．危険率はいずれの検定でも５％未満とした．

結果

　介入中にサプリメント摂取もしくは記録用紙へ

の記入が欠損した者と鎮痛剤使用者を除外したと

ころ，最終n数はG群が６名，P群が５名となり統

計分析ではこれらの被験者の値のみを採用した．

両群の被験者特性を表１に示す．介入前後におけ

る両群の月経状況の評価尺度は一括して表２に示

す．

VAS：介入中の平均値は両群ともベースライン

よりも低下した（P群26％減，G群40％減）が，

有意な減少はG群のみであった（p < 0.05）． 

PBAC：P群の介入中における総得点と平均値は

ベースラインよりも有意に増加（それぞれ1.3倍）

した（p < 0.05）が，G群ではどちらの値もベー

スラインと同等であった． 

MDQ：介入中の MDQ の総得点は，両群ともベー

スラインよりも減少した（P群23％減，G群10％減）

が統計的有意差は認められなかった．領域別合計

得点では，介入期間中において，両群共通して得

点の減少が認められたのは８領域中３領域（痛み，

自律神経，負の感情）であった（表３）．しかし，

有意な減少はP群の「痛み」領域のみであった（p 

< 0.05, 31％減）． 

表１．被験者特性．

項　　目 G群（n = 6） P群（n = 5）
年齢（歳） 19.3±0.6 19.2±0.5

身長（ｍ） 1.50±0.0 1.60±0.0＊

体重（㎏） 47.5±2.2 52.0±2.6

BMI（kg/m2） 20.3±0.6 20.4±0.9

初経年齢（歳） 11.0±0.8 11.4±0.4

VAS  7.1±0.4  7.6±0.6

基礎体温（℃） 36.4±0.1 36.1±0.3

月経周期（日） 30.8±1.5 33.9±2.0

持続期間（日）  6.2±0.2  6.0±0.3

平均値±標準誤差．＊は群間の有意差（p < 0.05）．

表２．月経状況の評価尺度.

項　　目 群 ベースライン 介　入

VAS
Ｐ 3.5±0.7 2.6±0.5

Ｇ 2.5±0.3 1.5±0.4＊

PBAC

総得点
Ｐ 74±18 99±21＊

Ｇ 116±14 114±20

平均値
Ｐ 12.7±2.6 16.9±3.2＊

Ｇ 17.2±1.6 19.5±3.4

MDQ 総得点

月経中
Ｐ 112±18 86±10

Ｇ 83±9.1 75±9.6

月経後
Ｐ 58±3.8 54±3.5

Ｇ 57±4.5 56±3.7

平均値±標準誤差．Ｐ群（n＝５）．Ｇ群（n＝６）．介入は
２から４周期の平均値．＊はベースラインに対する有
意差（p < 0.05）．
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考察

　本研究の主要な所見は，生姜成分入りサプリメ

ントの摂取により月経痛の程度をあらわすVAS

が有意に減少したことである．我々が知る限り，

これまでに生姜成分を用いて月経痛の緩和が示さ

れた報告はOzgoliら（2009）の事例以外には存在

しない．Ozgoliら（2009）は生姜成分投与群の

62％の被験者に月経痛の緩和が認められたと報告

しているが，本研究では介入中に鎮痛剤を服用し

なかったG群の被験者６名全員にVASの減少が

認められた．本研究における介入開始時のG群の

全被験者数は10名であったが，これを考慮し少な

く見積もってもOzgoli ら（2009）の成績と同等の

60％の被験者に生姜の効果が得られたことになる． 

　生姜による月経痛緩和の機序には，辛み成分

のジンゲロールとショウガオール（生姜有効成

分）の作用が関連していると想定される．月経痛

の主因はプロスタグランジン（prostagrandins：

PG）の合成促進（主にPGE２とPGF２α）による

子宮筋の異常収縮が有力であり（赤松 2005），月

経中には子宮内膜におけるPGF２αが増量する

という（Coco 1999）．NSAIDs は，アラキドン

酸から PGE２とPGF２αへの返還に必須なシクロ

オキシゲナーゼ（COX）の作用を阻害しPG産

生を抑制することで鎮痛作用を発揮するが，生

姜有効成分もまた COX 作用阻害によりPG産

生を抑制する（Nurtjahja-Tjendraputaら2003, 

Tjendraputaら 2001）． 

　月経痛以外の病態でも，生姜成分摂取による鎮

痛効果が報告されている．SrivastavaとMustafa

（1989）は，リウマチ患者に生姜（５ｇ/日）ある

いはその乾燥粉末（0.5～１ｇ/日）を慢性的に摂

取させたところ，患部の腫れや疼痛といったリウ

マチ症状が緩和されたと報告している．また伸張

性筋収縮運動により生じた筋肉痛を有した被験者

に11日間連続で生姜（生と加熱処理それぞれ２ｇ/

日）を摂取させると，プラセボ群よりも血中PG濃

度の減少が認められ，運動24時間後の筋肉痛が緩

和されたとの報告もある（Blackら2010）．このよ

うに，疾患が異なってもPG由来の痛みであれば生

姜有効成分の摂取により痛みが緩和できるようで

あり，本研究で示された月経痛の緩和にも同様の

機序による生姜の鎮痛作用が働いた可能性がある．

　一般的に，ジンゲロールとショウガオールは

加熱処理後の比率が同等になるとされる．Black

ら（2010）の加熱処理後の生姜有効成分（８mg/

g）の分析でもジンゲロールとショウガオールの

含有量は，それぞれ3.8mg/g と4.2mg/gであっ

た．このことを参考に，本研究のG群の被験者が

摂取した生姜有効成分量を概算すると8.0mg/日で

あった．これは，Blackら（2010）が運動後の筋

肉痛の緩和を認めた加熱処理後の生姜有効成分量

（16mg/日）の半量である．同様に，Srivastava

ら（1989）がリウマチ症状の緩和を認めた生姜有

効成分量を概算すると４～８mg/日となり，本

表３．MDQ の領域別合計得点．
領　　域 群 ベースライン 介　入

痛み

月経中
Ｐ 22.0±2.4 15.3±1.7＊

Ｇ 15.3±2.3 13.9±2.1

月経後
Ｐ  8.4±0.4  7.8±0.7

Ｇ  8.0±0.9  7.7±0.7

集中力

月経中
Ｐ  8.7±3.9 14.3±2.2

Ｇ 15.5±2.8 12.8±2.1

月経後
Ｐ  8.6±0.4  9.1±0.6

Ｇ  9.8±1.3  9.7±0.9

行動変化

月経中
Ｐ 15.0±4.0 11.6±3.4

Ｇ 10.5±1.3 10.0±1.9

月経後
Ｐ  5.6±0.4  5.7±0.6

Ｇ  6.7±1.1  7.1±1.0

自律神経

月経中
Ｐ  6.8±1.7  5.8±1.1

Ｇ  6.3±1.2  5.1±0.8

月経後
Ｐ  4.0±0.0  4.2±0.1

Ｇ  4.2±0.2  4.2±0.2

水分貯留

月経中
Ｐ  9.6±2.0  9.2±1.7

Ｇ  8.8±1.5  6.9±0.7

月経後
Ｐ  4.8±0.6  4.5±0.2

Ｇ  4.8±0.8  4.8±0.2

負の感情

月経中
Ｐ 25.0±6.5 16.5±2.4

Ｇ 14.2±1.5 13.1±1.8

月経後
Ｐ  9.0±0.6  8.7±0.4

Ｇ  9.3±0.9 10.0±0.9

気分の高揚

月経中
Ｐ  5.8±0.8  6.4±1.1

Ｇ  5.7±0.5  5.9±0.5

月経後
Ｐ 11.6±3.7  7.7±1.7

Ｇ  7.5±1.0  6.6±0.9

コントロール

月経中
Ｐ  8.4±1.5  6.4±0.2

Ｇ  6.3±0.3  6.9±0.9

月経後
Ｐ  6.2±0.2  6.1±0.1

Ｇ  6.3±0.3  6.0±0.0

平均値±標準誤差．Ｐ群（n＝５）．Ｇ群（n＝６）．介入は
２から４周期の平均値．＊はベースラインに対する有
意差（p < 0.05）．
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研究と同程度の摂取量であった．本研究では，被

験者が摂取した正確な生姜有効成分量は不明であ

るものの，これらの概算結果を見比べると本研究

の被験者は鎮痛効果が発揮される最低水準を上回

る生姜有効成分量を摂取していたといえる．しか

し，同量の生姜有効成分であってもジンゲロール

の側鎖の違いが鎮痛効果を左右することも考えら

れる．すなわち，ジンゲロールは側鎖が長いほ

ど PG 合成の阻害作用が強いことが知られている

（Lantz ら2007）．Black ら（2010）の使用した

生姜におけるジンゲロール類の割合は６-ジンゲ

ロールが50％，８-ジンゲロールが20％，および

10-ジンゲロールが30％であった．本研究で用い

た生姜サプリメントのジンゲロール類の含有比率

は不明であるが，一般に国内で消費される生姜に

含まれるジンゲロール類は，それぞれ75％，８％，

および11％とされている（川上 2006）．本研究で

使用した生姜サプリメントが国内で一般流通する

生姜由来であるとすれば，海外の事例で用いられ

た生姜よりも PG 合成の阻害作用が低いと思われ

る．このように生姜による鎮静効果は，生姜の品

種あるいは生産地の違いにより生姜有効成分（異

性体）含有濃度が異なるため，至適な摂取量を厳

密に規定することは困難である．

　月経痛と経血量には正の相関があり（Andersch

と Milsom 1982），月経痛の緩和に経血量の減少

が伴うことが報告（Ziaei ら2005）されている．

しかしながら，このような両者の関係は普遍的な

ものではないとの指摘もある（Reidら2000）．本

研究では月経痛と経血量の関係性は示されなかっ

た．とりわけ介入時の VAS がベースラインと不

変（むしろやや軽減傾向）であり，MDQ の下位

領域の一つである「痛み」では有意な減少が示

されたP群の経血量は介入時に被験者５名全員が

増加し, ベースラインとの統計的有意差も認めら

れた．他方，月経痛が介入時に緩和されたG群で

は被験者６名中３名で PBAC の減少がみられた．

これら本研究の結果には，被験者特性の他に痛み

に代表される知覚症状にプラセボ効果があらわれ

易い（Maj-Britt 2010）ことが関与した可能性も

考えられる．

　高食物繊維（約30g/日～）かつ低脂質（総エ

ネルギー量の約10％ /日）の食事により月経随伴

症状の改善効果が認められたことが報告されてい

る（Barnard ら2000）．本研究での食物繊維投与

量は1.5g/日であり，日本人の食事による食物繊

維の摂取量（平均16g/日）を合わせても月経随

伴症状の改善効果が示された分量（Barnard ら

2000）を満たしていない．そのため本研究で

は食物繊維をプラセボとして用いたが，P群

の VAS と MDQ の結果を総合すれば月経痛に対

する食物繊維摂取の影響がまったくなかったとも

言い難い．

　本研究の問題点として，最終n数が極めて少な

くなり得られたデータの妥当性・再現性について

さらなる検討を要すことがある．しかし，pilot 

study の位置づけとしては，日常の食事でも摂取

しやすい生姜を用いた月経痛緩和への栄養学的ア

プローチの可能性についてある程度示し得たと考

える．
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