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 原著論文  

コロナ禍による女子大学生の身体機能およびQOLとwell-beingへの影響 

星野 聡子 1)・須川 真奈江 2)・藤平 眞紀子 3)・久保 博子 1) 

 
Effects of COVID-19 emergency on physical function, QOL, and well-being  

in women’s university students 
 

Satoko Hoshino1), Manae Sugawa2), Makiko Fujihira3), Hiroko Kubo1) 

 

Abstract 
In April 2020, the Japanese government declared a state of emergency due to the novel coronavirus 
disease (COVID-19). Schools were closed and a stay-at-home order was issued in April and May 2020.  
In this before-and-after study we aimed to measure the effects of these COVID-19-related restrictions on 
the physical function, health-related Quality of Life (QOL), and the psychological well-being of Japanese 
women's university students. Psychological indexes were measured using 2 questionnaires: the 36-Item 
Short-Form Health Survey (SF-36) and the psychological well-being test.  
We investigated 285 students with these indexes in August to September in 2020, and compared the data 
of the physical function test of 117 first-year university students with similar data from first-year students 
in 2019 and 2018.  
The results suggest that the post-COVID 2020 first-year students, compared with pre-pandemic first-year 
students, were significantly reduced in grip strength, 30-second chair stand (CS-30), and seated forward 
bend stretch. The 222 post-COVID undergraduate / graduate students also showed significant decreases 
in QOL "physical function", "role physical", "vitality", "mental health", "social life function", and "role 
emotional", and in their psychological well-being, significant decreases in "autonomy" and "purpose in life". 
 
Keywords: COVID-19, physical function, Quality of Life (QOL), psychological well-being, Japanese 
women’s university students 
キーワード：コロナ禍，身体機能，QOL，心理的well-being，女子大学生 
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緒 言 

 

2019 年末に中国大陸で肺炎が流行しはじめ，

その後，突如として，世界中が見舞われた新型コ

ロナウィルス感染症（COVID-19）により，人々

の生活は一変した 29)．対策として，都市の封鎖

や外出禁止が求められ，わが国でも政府が要請

する「Stay Home, Social Distance, 三密回避

（Three Cs）」を遵守する生活を余儀なくされた．

2020年 4月 7日には緊急事態宣言が発出され，

ゴールデンウィーク明けまでの我慢を，と国民

は自粛生活を送った．しかしながら，COVID-19

の勢いは収束せず長期化し，経済環境に大打撃

を与え，人々の働き方様式をも変容させた． 

さて，大学の 2020年の前期を振り返ると，感

染拡大防止のため入学式が中止となり，大学構

内への入構が禁止され，対面授業もできなくな

った．ゴールデンウィーク後（大学によって授業

開始時期は異なる）に授業は再開したが，全てパ

ソコン等を介したリモート授業（オンライン形

式やオンデマンド形式）に様変わりし，学生も教

員も未知なる教育環境に身を置くこととなった．

体育実技科目でも，在宅環境で学生が実施可能

なオリジナル動画等教材を作成・提供し，部屋の

なかで取り組んでもらう工夫を施した． 

学生の学業以外に目を向けると，感染防止対

策やクラスター発生防止の観点から，学生たち

の社会生活を経済的，文化的，精神的にも支えて

いた様々な活動機会が奪われた． 

このように 2020 年度は，大学においても

COVID-19 拡大が招いた危機的状況での災難，

いわゆる「コロナ禍」が出現した．経験したこと

のない未曽有の事態が勃発した新年度開始時期

（2020年 5月迄）は，特に，他者との関りが極

度に制限された生活に適応できず，また，身体活

動量や心理面への負の影響も不可避であった． 

さて，日本では「コロナ太り」という言葉が流

行したが，世界の 19 歳～47 歳までの主として

女性を対象にした，体重と食事，身体活動量に関

する 300本以上の研究レビュー 2) では，その半

数の研究で体重増加，5分の1で減少を示した．

また体重増加の予測因子は，「女性，中年，食欲

増進，夕食後の軽食，水の消費量の少なさ，夜間

の睡眠の減少」に並んで，「運動量の減少，1日

6 時間以上の座りがちな行動」という身体活動

に関する要因があげられた．このように，長期に

わたる Stay Home の生活は身体活動量を低下

させ，ひいては体力低下が導く身体面への警鐘

が鳴らされている． 

子どもたちの体力は，Pombo et al. 22) による

と，COVID-19 によって長期間学校がないため，

座りがちな行動が増加し，6歳～9歳で反復横跳

び以外の運動能力が著しく低下した．また，我が

国の児童を対象とした研究では，片足立ち時間

や転倒履歴の変化を調べた結果，体脂肪率の上

昇，片足立ち時間の短縮，1か月あたりの転倒回

数が増加していた 10) ．また，大学生を対象とし

た高知大学の全学的な調査では，コロナ禍によ

って高強度および中強度の身体活動量の減少と

座位時間の増加が確認されている 19) ．さらに，

福岡県立大学の新入生を対象とした調査では，

睡眠時間が１時間程度延伸していた一方で，

77%の学生の身体活動が減少し，精神的健康度

が低いことが報告されている 20) ． 

メンタルヘルスの観点からは，大学生を対象

に多くの大学で独自に調査がなされている．ま

ず，Jojoa et al. 11) は，スペイン，コロンビアを

中心に，大学生と大学職員へのCOVID-19 の影

響を報告した．不安や抑うつ感情は，週が進むに

つれて増加し，3～4週間以上に渡ってストレス

の増加または保持した一方で，QOL（Quality of 

life：生活の質）は維持または低下していると自

覚していた．この結果の興味深い点は，職員も大

学生同様にストレスや抑うつ・不安を示したが，

QOL への影響はなく，COVID-19 の学生への

影響の方が深刻であったことがうかがえる． つ
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ぎに，Kaparounaki et al. 12) は，ギリシャの大

学生について，パンデミックにより睡眠時間は

長くなったが睡眠の質は低下し，以前より不安

神経症，うつ病，自殺念慮の割合が増加したこと

を報告している．さらに，Son et al. 25) は，アメ

リカの大学生への大規模な聞き取り調査から，

メンタルヘルスと幸福感に及ぼす要因を検討し

ている．「自分自身と愛する人の健康に対する恐

怖と不安，集中することの困難さ，睡眠の乱れ，

フィジカルディスタンスによる社会的相互作用

の減少，そして，学業成績への懸念」がその要因

として抽出されている．一方，日本では京都大学

が 144 名を対象として，2020 年 7 月時点の主

観的幸福度に関する調査をし，趣味，勉強の効

率，人と接する機会の減少と幸福度の低下にわ

ずかな相関を認めた．しかし，以前からの幸福度

を維持しているとも報告した 7) ． 

ところで，本学奈良女子大学では，2020年度

前期は，緊急事態宣言解除後も大学への入構制

限が続き，その状態のまま，ほぼ全ての授業を

終えた．学生の出身地は全国各地に渡っており，

多くは狭小な学生寮や下宿で，この間を過ごし

ていたと思われる．とりわけ新入生は，新天地

での暮らしも大学そのものの様子もつかめず，

途方に暮れていたことも想像できる． 

奈良女子大学では 1 回生の必修教養基礎科目

「健康運動実習」で，半期に 1 回，合計年に 2

回，独自の体力テスト項目によって体力テスト

を実施している．このため，従来の学生の身体機

能を過去の 1 回生時の体力テストデータに求め

ることが可能である．身体活動量の低下や体育

実技の対面授業が行えなかったことを勘案し，

コロナ禍による身体機能への影響を評価・検討

することは重要であると考える． 

また，身体機能評価と同時に心理的側面につ

いても把握をすることは，コロナ禍における大

学生の状態を心身両側面から総合的に検討でる

ため，意義があると考える． 

アメリカの心理学者 Ryff 24) は，心理的well-

beingを「意味ある人生あるいは自己実現の希求」

に注目し，日常生活でのさまざまな課題を通し

た達成の認知と捉えている．内野 29) によると，

Ryffの心理的well-beingは，既存の経験に基づ

く主観的 well-being の項目内容を批判し，

Erikson 4) の「心理社会的発達段階」，Maslow 15) 

の「自己実現概念」，Jung 5) の「個性化の概念」，

Allport 1) の「成熟の概念」などの基礎理論の解

釈から作成されているため，心理的 well-being

の 6 次元尺度は，理論的で客観性を備えている

と解釈できる． 

さらに，医学の領域において，患者の治療効果

を測定する尺度として研究が進められてきた健

康関連 QOL があり，包括的尺度の代表として

国際的にも汎用されている SF-36®（MOS 

Short-Form 36-Item Health Survey）がある．

これは，疾患の種類にもとらわれることなく，健

常人から病人までを連続的に評価可能な包括的

な健康概念を 8 つの領域によって測定するよう

に組み立てられており，一次予防に主眼が移行

する昨今の傾向にも合致した質問票である 3) ．

調査も比較的容易で，わずか 36 項目の質問を

5 分程度の回答時間で包括的な健康度を測定で

きるため，多岐にわたる目的に使用されている

が， SF-36®は，調査票の長さ，信頼性や妥当性，

反応性など最も良いバランスをもつ尺度である

とされている．  

以上のことから，本研究では，その後大学構内

への入構解除となった 8月末に実施した「「学生

のコロナ禍の生活実態と健康の影響について」6) 

のプロジェクト研究調査の中から，コロナ禍に

よる女子大学生の心身に与えた影響について検

討する．体力測定からみる身体機能の変化，およ

び，心理的 well-being と健康関連 QOL に表さ

れる実態を把握し，総合的に考察することを目

的とする． 
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方 法 

 

1． 参加者 

学部 1 回から大学院博士後期課程に在籍する

奈良女子大学の学部生および大学院生，合計

285名．この内訳は1回生 117名，2回生20名，

3回生 53名，4回生 41名，大学院生 54名であ

った．このうち 73%の学生が，大学寮または下

宿での一人暮らしであった．研究協力課を通じ

て参加者アルバイト募集メールを全学学生宛て

に配信し，これに応募した学生を対象とした． 

 

2． 測定項目 

2-1．身体機能評価 

身体機能は，「新体力テスト」8) 17) 18)「介護予

防マニュアル」14) をもとに，以下の 4項目の体

力テストを実施した． 

1）握力（筋力）：スメドレー式デジタル握力計

（GRIP-D，T.K.K.1268b，竹井機器工業社製）

を使用して左右交互 2 回ずつ測定を行い，

0.1 ㎏単位で記録後，左右の最大値から平均

値を算出. 

2）30秒椅子立ち上がり（下肢筋力）：30秒間の

実施回数を 1回のみ計測． 

3）長座体前屈（柔軟性）：デジタル式長座体前

屈計（T.K.K.5412，竹井機器工業社製）を使

用し，2回測定を行い，0.5㎝単位で記録後，

最良値を採用． 

4）閉眼片足立ち（平衡性・協応性）：120秒を上

限に，片足立位保持時間の秒数を 1 回測定．  

 

2-2．心理指標評価 

2020年 5月のコロナ初期を「コロナ禍」，1年

前（2019年）の同時期（5月）を想起し「コロ

ナ前」として，それぞれの時期について，次のふ

たつの質問紙に回答を求めた． 

1）心理的well-being尺度 23) 24)   

この尺度は人生全般にわたる生涯発達的

視点をもった心理的機能を評価する 43項目

からなる質問紙である．西田 21) によって日

本語版が開発されその妥当性が確認されて

いる．心理的well-being6次元「人格的成長」

「人生における目的」「自律性」「自己受容」

「環境制御力」「積極的な他者関係」のうち，

ここでは予備調査の検討をふまえて「人生に

おける目的」「自律性」「積極的な他者関係」

の 3次元を採用した． 

2）健康関連QOL：SF-36v2® 26)   

この尺度は一般的な健康状態を包括的に

測定することを目的に作成され，「身体機能 

PF」「体の痛み BP」「全体的健康感 G H」

「活力 VT」「心の健康 MH」「日常役割機能

（身体）RP」「社会生活機能 SF」「日常役割

機能（精神） RE」の 8つの下位尺度で構成

される．得点は，日本国民標準値によって平

均が 50 点，標準偏差が 10 点となるように

変換された「NBS（Norm-based Scoring）

得点」で表した．  

 

2-3. 調査実施上の配慮 

奈良女子大学研究倫理審査委員会（承認番号

20-23）の承認を得て，一般学生の大学入構が許

可された 2020年 8月～9月かけて，新型コロナ

ウィルス感染症予防と熱中症リスク回避に配慮

して行った．具体的には，学内の冷房と換気の効

いた広い室内で行い，マスク着用，三密回避，ア

ルコール消毒やディスポーザブル手袋の着用な

どを徹底した．筆記具も個別に準備して使い回

しのないようにした．ペットボトル飲料水を配

布して熱中症予防し，緊急時に備えた冷却剤と

飲水の準備をした．体力測定は，参加者の体力不

足に配慮して，運動強度の高い項目を除外した．  

 

3． データ分析 

3-1．身体機能評価 

大学という新しい環境を知らずに過ごした

2020 年の新入生へのコロナ禍の影響を検討す

るため，1回生時の体力に着目することとした．
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従来，一般教養保健体育科目で後期 10月に測定

している 1回生体力測定データ過去 2年分とデ

ータを供して分析した．コロナ前データは，

「2018年度入学（485名）」および「2019年度

入学（486名）」の 1回生データを，コロナ禍デ

ータは，今回の参加者のうちの 1回生 117名を

「2020年度入学」として分析の対象とした． 

 

3-2．心理指標評価 

全体の特徴を捉えるため，大学生と大学院生

を合わせてコロナ前後の主観的評価を比較・分

析した．今回の参加者 285名のうち，身体機能

の計測，および，心理的well-being，SF-36v2®

の全項目に回答のあった有効回答を抽出し，全

学年から 222名を分析対象とした．  

 

4． 統計解析 

身体機能評価は，1回生の「入学年度」を要因

とした 3水準（2018年度，2019年度，2020年

度の入学者）の対応のない一元配置分散分析を

行うため，Shapiro-Wilk検定で正規性の確認を

行った．5％以上有意な時は正規分布していない

とはいえず，正規分布しているとみなした．正規

性が認められなかった場合，対応のない 3 変量

間の差を，Kruskal-WallisのH -testを実施し，

有意差が認められた場合，対応のない 2 変数間

の差をBonferroni 補 正 のMann-Whitneyの

U -testを用いて検出した． 

質問紙項目は，「コロナ前（2019 年の 5 月を

想起）」と「コロナ禍（2020年現時点）」という

コロナ前後を要因とした対応のある t 検定によ

る差の検定を行った．分析に先立ち，Shapiro-

Wilkの正規性の検定を行い，ノンパラメトリッ

クなデータが含まれている場合は，Wilcoxonの

T検定を用いて符号付順位検定を行った． 

これらすべての統計解析は，IBM 13 SPSS 

Statistics 25 を用いて処理し，検定結果は，危

険率 5％未満を有意とした． 

 

結 果 

 

１． 身体機能 

図 1～4に，身体機能項目における平均値，標

準偏差，統計解析の年次比較の結果を示す． 

入学年度別に各項目の正規性を確認したが，

認められなかったため，Kruskal-Wallis の H -

testののちMann-WhitneyのU -testを行った． 

2020 年度入学の「握力」（左右平均値）は，

2018年度入学から-1.7 kg，2019年度から-1.1kg

の有意な低値を示した（H (2) = 15.730, p< .001, 

Mann-Whitney; 2019 年度・2018年度 > 2020

年度入学）．「30秒間椅子立ち上がり」も同様に，

それぞれ-7.3 回，-5.3 回の有意な低下であった

（H (2) = 114.262, p < .001, Mann-Whitney; 

2020 年度 > 2018 年度・2019 年度入学）．「長

座体前屈」も同様に，それぞれ-2.5cm，-3.4 cm

の有意な低値を示した（H (2) = 13.237, p <. 001, 

Mann-Whitney; 2018年度・2019年度 > 2020

年度入学）．しかし，「閉眼片足立ち」では，2020

年度入学で 2018年度入学からは -9.5秒有意に

低下したが，2019年度と 2020年度に差はなか

った（H (2) = 18.113, p < .001, Mann-Whitney; 

2018年度 > 2019年度・2020年度入学）． 

 

２． 心理的well-being 

 次に，図5～7に，心理的wellbeingについて，

平均値，標準偏差，統計解析結果を示す． 

まず，「自律性」（T (1) = -3.372, p < .001, コ

ロナ前 > コロナ禍）と「人生における目的」（t  

(221) = 4.79, p < .001，コロナ前 > コロナ禍）

において，それぞれコロナ前と比較してコロナ

禍での有意な低下がみられた．しかし，「積極的

な他者関係」では，コロナ前後の有意な差は認め

られなかった． 
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３．健康関連QOL 

最後に，QOL の変化を検討するために，SF-

36® が測定する尺度構造モデルの8つの下位尺

度について，それぞれ平均値，標準偏差，統計解

析結果を図 8～15に示す．その結果，QOLを構

成する 8 つの下位尺度すべてに，コロナ禍での

有意な低下がみられた．統計解析の結果は次の

とおりである；「身体機能 PF」（T (1) = -7.434, 

p< .001, コロナ前 > コロナ禍），「体の痛み BP」

（T (1) = -4.211, p< .001, コロナ前 > コロナ

禍）, 「全体的健康感 GH」（T (1) = -6.197, 

p< .001, コロナ前 > コロナ禍），「活力 VT」（T 

(1) = -5.308,  p< .001, コロナ前 > コロナ禍），

「心の健康 MH」（T (1) = -7.146, p< .001, コ

ロナ前 > コロナ禍），「日常役割機能（身体）RP」

（T (1) = -8.521, p< .001, コロナ前 > コロナ

禍），「社会生活機能 SF」（T (1) = -10.165, 

p< .001, コロナ前 > コロナ禍），「日常役割機能

（精神）RE」（T (1) = -9.525,  p< .001, コロナ

前 > コロナ禍）．すなわち，SF-36 による健康

関連QOL調査の結果，1年前の日常と比べてコ

ロナ禍の 5月ごろでは，QOLが包括して低下し

ていたことが明らかとなった． 

ところで具体的に得点を，iHope 社による

「SF-36v2® 日本語版マニュアル」27) の性別・

年代別の国民標準値を参照すると，20歳～29歳

女性では，「身体機能 PF」54.6 点，「体の痛み 

BP」50.8点，「全体的健康感GH」51.9点，「活

力 VT」47.0点，「心の健康 MH」47.6点，「日

常役割機能（身体）RP」50.7 点，「社会生活機

能 SF」47.9 点，「日常役割機能（精神） RE」

48.0 点である．この同年代女性の標準値を下回

って，コロナ禍において著減少したのは，「身体

機能 PF」（-5.0点），「活力 VT」（-5.1点），「心

の健康 MH」（-7.1 点），日常役割機能（身体） 

RP」（-8.7点），「社会生活機能 SF」（-17.4点），

「日常役割機能（精神）RE」（-11.1点）の 6つ

の下位尺度であった． 

考 察 

 

１．コロナ禍が身体機能に及ぼす影響 

図 1～4に示した通り，2020年度入学生と過

去 2年間遡った 1回生の体力測定結果の比較し

たところ，身体機能へのコロナ禍の明らかな影

響がみられた．「握力」の低下から前腕の筋力

低下，「30秒椅子立ち上がり」の回数減少から

下肢の持久的筋力の低下が浮き彫りとなった．

これら筋力低下は，Stay Homeを余儀なくさ

れた結果，先行研究 2) 10) 19) 22) と同様に，身体活

動量の低下が背景にある．家の中や自室での座

位や臥位時間が長くなり，ダイナミックに手足

を動かす機会が減ったことによる，筋活動不足

状態の長期化が原因であると考えられる． 

また，「長座体前屈」の結果から，柔軟性の

体力低下も導かれた．長座体前屈は，腰部から

大腿部（ハムストリングス）にかけての筋群

（大腿二頭筋・大臀筋・腓腹筋・股関節など）

の柔軟性を評価し 16)，腰痛などの障害予防に関

連した指標でもある．逆説的にいえば，長期間

の自粛生活によって，腰痛などの障害を来たす

危険性をもつ凝り固まった身体へと変化したと

いえるであろう．  

最後に「閉眼片足立ち」について，2020年

度入学の値は，2018年度入学より有意に低値

を示したが，2019年度入学よりも高値であ

り，コロナ禍による負の影響は明らかではなか

った．これは，120秒間を測定上限とするテス

ト特性の影響も考えられる．また，平衡性体力

は神経系の機能（視覚系，前庭器，姿勢反射，

小脳の共同運動制御が骨格筋に出力）と 柔軟

性の双方の機能が反映される 8) ため，児童を対

象とした Ito et al. 19)とは異なる結果であった

が，神経系機能が十分に発達した大学生におい

ては，約半年間のコロナ禍では，平衡性体力へ

の著しい負の影響は少ないと解釈できる．  
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２．コロナ禍が心理的well-beingに及ぼす影響 

図 5～7に示した通り，全学学生を対象とした

心理的well-being尺度の「自律性」「人生におけ

る目的」が，コロナ禍ではコロナ前に比べて低く

評価された． 

Ryff ＆ Keys 23) は，成人男女の 3 つの年代

（若年 18～29 歳，中年 30～64 歳，老年 65 歳

以上）を比較検討したところ，若年層から中年層

にかけて「環境制御力」「自律性」が高く，中年

層から老年層にかけては「人格的成長」「人生に

おける目的」が低くなることを示した．  

また，内野 28)によると，「自律性」項目の中で

も，社会的・世間に対して自分のとる行動や判断

といった「広い一般社会」に対する自律性を問う

内容で年代に違いがみられた．年代が上がるに

つれて，自分の起こす行動は社会的評価に基づ

くことは少なくなり自己決定するようになると

いう．しかしながら，コロナ禍による新しい生活

様式の出現は，本来，自分の行動を社会の中から

積極的に選び取っていく若年層にとって，コロ

ナ禍の抑圧的で画一的な行動指針を求められる

社会風潮によって，自己決定の感覚を阻害され

た可能性が示唆された． 

次に，「人生における目的」は，人生の目的の

方向性の感覚，すなわち自己の将来への肯定的

な感覚を測る尺度である．「自分自身はいつも生

きる目標を持ち続けている」という現在進行形

を意味し，常に生きる目標を持ち続ける前向な

姿が問われる．また，木谷と岡本 13) によれば，

大学生は将来に向けて Erikson 4) がいう「役割

実験」が行われ，漠然と将来への可能性を探索す

る時期である．この時期における肯定的な自己

概念が将来について多様な可能性につながり，

成長の感覚や人生の目的の感覚に繋がると説明

している．  

今回の調査が明らかにした「人生の目的」の低

下は，授業形態の変化への不安，大学に入構でき

ず進まない研究の状況や見通しの立たない就職

活動など自分の将来への不安，また部活動禁止

や行楽行事の制限，アルバイトがなくなるなど,

従来の生活に当たり前にあった興味の対象や具

体的な目標に対する甚大な制限によって，達成

困難になり，動機づけが維持できなくなったこ

とが要因であろう． 

他方，仮説として予想していた「積極的な他者

関係」には，コロナ前を想起した値とコロナ禍で

の変化は認められなかった．今回の参加者の

73%が大学寮または下宿での一人暮らしであっ

たが，コミュニケーションは友人とは減少した

一方で，家族とは増加していた 6)．コロナ禍によ

って新たに生まれた時間が家族との関わりが深

化させた可能性が推察できる．また， SNSツー

ルなどを用いたコミュニケーション手段を従来

持ち合わせた世代にとって，他者との信頼関係

の構築感覚には，コロナ禍の影響はさほど大き

くなかったと考えられる． 

 

３．コロナ禍がQOL に及ぼす影響 

コロナ禍において，全ての下位尺度が低下し

たが，なかでも「身体機能 PF」「活力 VT」「心

の健康 MH」「日常役割機能（身体）RP」「社会

生活機能 SF」「日常役割機能（精神）RE」の著

しく機能低下した． 

QOLの①身体的健康度，②精神的健康度，③

役割／社会的健康度の 3 つのコンポーネントは，

それぞれ下位尺度の重みづけで算出される．①

身体的健康度は，「身体機能 PF」「体の痛み BP」

「全体的健康感 GH」「日常役割機能（身体）RP」，

②精神的健康度は，「心の健康 MH」「活力 VT」

「日常役割機能（精神）RE」「全体的健康感 GH」，

③役割／社会的健康度は，「社会生活機能 SF」

「日常役割機能（身体）RP」「日常役割機能（精

神）RE」「全体的健康感 GH」がそれぞれ関わ

っている． 

ここで，3 つのコンポーネントへの影響につ

いて項目内容を参照して考察する． 
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まず，①身体的健康度は，「身体機能 PF」「日

常役割機能（身体）RP」の著しい低下は，実際

にできる運動強度や運動課題への見積もりや自

己効力感が影響し，身体的にできる内容や質が

低下したことがわかる． 

次に，②精神的健康度は，「心の健康 MH」「活

力 VT」「日常役割機能（精神）RE」の低下から，

神経質や憂鬱な気分といった心への影響と，活

力低下や疲労感といった心から身体への影響に

よって，これまで普段の活動をする継続時間や

頻度が減少したことによると考えられる． 

また，③役割／社会的健康度では，「社会生活

機能 SF」「日常役割機能（身体）RP」の低下が

著しく，人とのつきあいの機会喪失により社会

的な役割を担えなくなったことが影響したと考

えられる． 

 

まとめ 

 

本研究では，コロナ禍による女子大学生の心

身に与えた影響について身体機能，および，心理

的 well-being と健康関連 QOL から，社会的側

面と心身相関の観点から，総合的に検討し，次の

通り考察する． 

自分自身の行動を社会の中から積極的に選び

取っていく時期である大学生にとって，コロナ

禍は社会的役割の遂行機能を困難にし，自己決

定の感覚を阻害した．大学生がポジティブに人

格形成していく自信や信念の形成に悪影響が及

んだと可能性が考えられる． 

身体機能は，筋力と柔軟性が著しく低下して

おり，コロナ禍によって凝り固まった身体へと

変化した．身体的健康度の低下は，体力に対する

自己効力感の低下を導いた．また，精神的健康度

の低下は，活力低下や疲労感・憂鬱感の増大によ

って生じており，活動量不足による体力低下が，

心身相関の観点から悪循環を生みだしたと考え

られる．  

コロナ禍の新しい生活様式が心身へ及ぼす影

響は，将来わたって健康阻害への波及要因とな

る可能性があろう．生きていくことの傍に身体

があることに目をそらさず，身体機能から心に

影響する好循環への工夫が，体育・スポーツ科学

に求められる課題といえる． 
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