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ご　挨　拶

　事業団創立20周年を記念して1984年に発足したこの研究助成制度は、単に寿

命の延長だけを追求するのではなく、広く健康の維持増進に活用できる科学的

な課題に対し、若手研究者の育成をめざして助成を行っています。

　制度の創設以来、第36回までの助成件数は657件、助成総額は 6億1710万円

に達しました。若手研究者の斬新で独創的なテーマの応募を数多くいただき、

昨今では健康科学研究の登竜門としての評価を関係各位より賜っております。

　このたび、第36回の助成対象として選ばれた研究の成果を、研究助成成果報

告書にまとめ、ここに発刊の運びとなりました。ご高覧いただければ幸いです。

　本誌発刊にあたり、選考委員の諸先生のご尽力はもちろん、ご後援いただい

た日本体力医学会ならびに明治安田生命保険相互会社、公募に際しご協力いた

だいたご関係各位に心からお礼を申しあげるとともに、今後とも一層のご指導

とご支援をお願い申しあげる次第でございます。
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緒　　　　言

　 2型糖尿病は、環境因子と遺伝的感受性の組み
合わせから生じる複合疾患である。日本の糖尿病
有病者は1000万人を超え、米国でも2030年までに
米国人口の15％以上が糖尿病に罹患する可能性が
報告されている。更に、妊婦の過剰栄養や肥満は、
子の将来的な糖尿病罹患率を増大させることが、
ヒトおよび動物モデルによって明らかとなってい
る。すなわち、親の肥満、前糖尿病、糖尿病は自
身の健康に害悪を及ぼすだけでなく、子に対して
糖尿病を始めとした慢性代謝性疾患の発症リスク
を伝播させる悪循環を引き起こすと考えられる。
しかし、糖尿病の世代間連鎖を防ぐ効果的な予防
方策や、それを実証するエビデンスはわかってい
ない。
　高脂肪食を摂取した母親から産まれた仔マウス

では、耐糖能障害、血清インスリン濃度と体脂肪
の増加が認められるが、我々の研究グループは、
妊娠中の母マウスを車輪の設置された飼育ケージ
で飼い、自発運動させると、母親の肥満による仔
マウスの耐糖能機能の低下を劇的に改善できるこ
とを報告した1）。生理学的にグルコース負荷に対
する処理の大部分を担うのは骨格筋であるが、母
親の運動は仔の筋における糖代謝に影響しなかっ
た。一方で興味深いことに、母親の運動は仔マウ
スの肝臓における、インスリン感受性の増加、グ
ルカゴン刺激によるグルコース産生の低下をもた
らした。この成果は、妊娠期運動は、仔の肝臓の
グルコース代謝能を改善し、母親の肥満による子
への耐糖能障害の伝播を防ぐ作用があることを示
す。しかし、妊娠中の母親の運動がいつどのよう
な分子機構で、子のグルコース恒常性の改善を導
くかは未解明のままである。

* 東北大学学際科学フロンティア研究所新領域創成研究部　Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences （FRIS）, Tohoku University, 
Sendai, Japan.

** ハーバード医科大学ジョスリン糖尿病センター Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, USA.
*** オーフス大学付属ステノ糖尿病センター Steno Diabetes Center, Aarhus University, Aarhus, Denmark.
**** オタワ大学  University of Ottawa, Ottawa, Canada.
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　妊娠中に運動をした母親から産まれた仔マウス
は、肝臓の糖・脂肪代謝にかかわる遺伝子発現が
有意に増加していた1）。そのため、母親の運動情
報は、仔の肝臓の遺伝子発現を変化させるエピ
ジェネティックな機構によって、仔に伝達されて
いる可能性がある。そこで本研究は、妊娠期運動
効果が子に対して、いつ、どのように、何によっ
て伝達されているか、その分子メカニズムを同定
することを目的とした。更にヒト臨床研究を組み
合わせることで、妊娠期運動効果のもつ有益性の
社会実装の可能性を検討した。

方　　　　法

Ａ．マウスにおける妊娠期運動プログラムの設

計

　 8 週齢の C57BL ／／6雌マウスおよび遺伝子改変
マウスを 4群に分け、通常の飼育箱（静的ケージ）
または車輪の設置された飼育箱（運動ケージ）に
収容し、通常飼料または高脂肪食を与えながら 2

週間飼育する。その後、 4群の雌を交配のために、
静的ケージにて通常飼料で飼育された雄と 3日間
飼育する。交配後、雌を再び 4種の飼育条件に戻
す。マウスは、妊娠前は約 7 km／／日、妊娠中は約
3 km／／日の走行をすることを確認している。各 4

群の雌は出産後、静的ケージで育児を行う。すべ
ての動物実験はジョスリン糖尿病センター動物実
験委員会における倫理審査を受け承認された（承
認番号：LAB-8-28-2015v）。
Ｂ．分子遺伝学・分子生物学・生化学解析

　細胞や組織の遺伝子発現レベルはRNA sequenc-

ingによるトランスクリプトーム解析を行った。
DNAメチル化レベルはゲノム DNAのバイサル
ファイト処理後に、プロモーター部位を標的とし
た methylation specific PCR（MSP）によって評価
した。DNA脱メチル化レベルは、抗ヒドロキシ
メチル化シトシン抗体による免疫沈降後にシーケ
ンス解析で評価した。タンパク質の発現および活
性化はウエスタンブロッティング法またはELISA

によって解析した。血清タンパク質の網羅的解析
は LC-MS／／MSによって行った。
Ｃ．マウスからの初代細胞の単離と培養

　胚盤胞は、妊娠3.5日に子宮管を採取し、27 G

針を付けたシリンジを子宮角断端より挿入し、温
めた Embryo MAX M2培地（EMD Millipore）で洗
い流してマイクロピペットにて回収した。胚盤葉
上層は、妊娠7.5日に子宮管を採取し、Embryo 

MAX M2培地を満たしたシャーレの中で、実体顕
微鏡下で微小鉗子を用いて子宮筋層から剥離し、
マイクロピペットで胚と胚外層の境界で胚を切断
した。マウス肝芽細胞は、妊娠13.5日に胎仔肝臓
を回収し、 2 型コラゲナーゼによって酵素処理
した。得られた細胞懸濁液を Biotin-conjugated 

CD324（E-cadherin）抗体で標識し、磁気ソーティ
ングによって肝芽細胞のみを単離した。マウス肝
細胞は、下大静脈と門脈の間で 2型コラゲナーゼ
の灌流を行い、肝臓の消化によって得られた細胞
懸濁液を90% Percollによる遠心分離によって肝
細胞のみを単離した。肝芽細胞と肝細胞はコラー
ゲンコートしたディッシュで培養した。
Ｄ．遺伝子改変マウスの樹立とマウス糖代謝の

生理的評価

　胎盤特異的 Sod3ノックアウトには Cre ／／ loxp

システムを用い、Trophoblast specific protein alpha

（Tpbpa）に Adenosine deaminase（Ada）のプロモー
ター部位を結合させた Tpbpa ／／Ada-Cre Sod3-flox

マウスを樹立した。標的遺伝子 Sod3のエクソン
を flox配列で糖代謝フェノタイプは、in vivoでの
腹腔内グルコース負荷試験（ipGTT）と血中イン
スリン濃度の評価、および in vitroでの肝細胞の
糖新生レベルと脂肪酸代謝レベルによって評価し
た。
Ｅ．ヒトコホート解析

　デンマークのヒト妊婦研究は、オーフス大学の
ヒト健康研究倫理に関する地域委員会の承認
（j.nr. M-20100048）を得ている。参加者全員から、
参加前に書面によるインフォームドコンセントを
得た。オーフス大学病院で妊娠10週目から13週目
までの定期的な妊婦健診の際に、合計400人の女
性を募集した。女性は、18歳以上で単胎妊娠、移
動に支障がなく、デンマーク語を理解できる場合
に参加資格を得た。除外基準は、年齢18歳未満、
多胎妊娠、動作に影響を及ぼす身体障害、デンマ 

ーク語の不十分な知識とした。最終的な研究対象
者は、年齢、分娩数、BMIに関して、通常の妊
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婦と同等であった。妊娠期間中、妊娠週数10～15、
18～24、32～38の 3回、参加者は研究に関連した
検査に参加した。各診察時に、訓練を受けた看護
師による体重測定と血液サンプルの採取が行われ
た。更に、参加者は毎日の身体活動量を、Sense-

Wear Armband Pro3（SWA）（Bodymedia, Inc） を
用いて測定された。SWAは、入浴時および水中
活動時を除き、連続 7日間、右腕の上腕三頭筋に
装着した。SenseWear Professionalソフトウェアを
使用し、エネルギー消費量、 1日当たりの歩数、
タスクの代謝当量（MET）を算出した。装着時
間が12時間未満の日は除外した。
　カナダのヒト妊婦研究は、オタワ大学の Physi-

caL ACtivity and diEtary implicatioNs Throughout 

pregnAncy（PLACENTA）研究（11-15-29）また
は Acute Exercise研究（H06-18-634）に参加する
ことに文書によるインフォームドコンセントを得
たコホートで、両試験は、オタワ大学の研究倫理
委員会の承認を受けている。18～40歳で、妊娠前
の体格指数が正常または過体重（18.5～29.9 kg ／／
m2）とみなされ、運動に対する禁忌がない女性
を対象とし、高血圧、糖尿病、未治療の甲状腺疾
患をもつ者は除外した。妊娠第 2期（妊娠14～27

週）の女性のみを対象として、入浴と水中活動を
除く日中、右腰に装着した全方位型 Actical®加
速度計（Phillips Respironics）を用いて、妊娠中期
（妊娠24～28週）に参加者から連続 7日間の自由
行動下での身体活動測定を前向きに実施した。最
も身体活動的な10人と最も身体活動的でない10人
（第 2期の Actical指標で決定）を解析に含めた。
女性の「活動的」「非活動的」の分類は、10分間
の運動で 1週間に150分のMVPAを推奨するカナ
ダの成人身体活動ガイドライン（Mottola et al., 

2018）を用いて行った。血清サンプルは妊娠第 2

期に採取された。胎盤は分娩後30分以内に採取し
た。厚さ約0.5×0.5 cmの胎盤絨毛組織の生検サ
ンプルを PBSで洗浄し、直ちに RNAlater（QIA-

GEN）に入れた。24時間冷蔵後、サンプルを
RNA解析のために－80℃で保存した。
Ｆ．統計解析

　統計的有意性は P < 0.05または0.01と定義し、
一元または二元配置分散分析、Tukeyおよび Bon-

ferroniポストホック分析によって解析した。種々
の年齢で行われた実験では、統計解析はその特定
の時点における対照群に基づいて決定され、年齢
間の比較は解析しなかった。

結　　　　果

Ａ．妊娠期運動は、仔の肝代謝遺伝子プロモー

ターの脱メチル化を促進し、高脂肪食による

耐糖能障害を回復する

　 4週齢の仔の肝臓を単離し、全ゲノム DNAの
5 -メチルシトシン（5-mC）を測定したところ、
妊娠期運動は仔の5-mC量を減少させた。また、
仔の肝臓における糖・脂質代謝遺伝子（Pcx，Cs，
Idh3a，Mdh2，Ogdh，Fatp4，Cpt1a）プロモーター
部位の CpGアイランドでも同様に、脱メチル化
が誘導された。CpGアイランドの低メチル化は、
遺伝子発現の増加と密接に関係する。実際、母親
の高脂肪食の摂取は、仔の糖・脂質代謝遺伝子の
発現低下に一致して、CpGアイランドのメチル
化を増加したが、妊娠期運動は脱メチル化を促進
することで、仔を糖代謝障害から回復させること
がわかった。これらの結果は、母親の運動による
仔の肝機能改善が、DNA脱メチル化を介したエ
ピジェネティックな機構によりもたらされる可能
性があることを示している。
Ｂ．仔の肝臓ゲノム DNA の脱メチル化は、

TET シグナルの活性化による5-hmC の生成

によって引き起こされる

　 4週齢の仔の肝臓において、5-mCの脱メチル
化誘導体である 5 -ヒドロキシメチルシトシン（5-

hmC）の量を測定したところ、母親の運動は仔の
5-hmC量を増加させた。また、糖・脂質代謝遺伝
子プロモーター部位の CpGアイランドにて5-mC

生成量が増加していた。5-mCの5-hmCへの変換
は ten-eleven translocation methylcytosine dioxygen-

ase（TET）によって触媒されるが、母親の運動
は仔の TET1および TET2の発現を上昇させると
ともに、TETの活性化因子であるイソクエン酸
デヒドロゲナーゼ（IDH）と α ケトグルタル酸
（αKG）の量を促進していた。そこでマウス初代
肝細胞を単離し、TETを過剰発現させたり、細
胞膜透過性の αKGで刺激したりすると、肝代謝
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遺伝子の発現が上昇し、グルカゴン刺激によるグ
ルコース産生能が低下した。更に、母親の高脂肪
食の摂取は、仔の肝臓 IDH-αKG-TETシグナルを
抑制していた。これらのデータから、TETは母
親の運動が仔の肝臓で DNA脱メチル化を誘導す
るための重要シグナル分子であることが考えられ
る。
Ｃ．妊娠期運動による仔の肝臓の AMPK-IDH-

αKG-TETシグナル増強とDNA脱メチル化は、

胎生13.5日の時点で誘導される

　妊娠期運動が仔の糖代謝に改善効果を及ぼす時
期を探るために、妊娠した雌マウスから胚盤胞
（Blastocyst; E3.5）および胚盤葉上層（Epiblast; 

E7.5）と、胎生13.5日の胎仔および新生仔の肝臓
を採取した。改善効果の指標として、肝代謝遺伝
子の発現量の上昇、プロモーター部位の脱メチル
化、IDH-αKG-TETシグナルの増強を用いた。母
親の運動は Blastocyst と Epiblast の5-mC および
5-hmC量や肝代謝遺伝子プロモーター部位のメチ
ル化に影響を与えなかった。しかし、胎生13.5日
の肝臓では、肝代謝遺伝子の発現が増加し、IDH-

αKG-TETシグナルの上昇による DNA脱メチル
化が誘導され、新生仔においても持続的に糖代謝
が改善されていた。これらの結果は、母親の運動
による仔のグルコース恒常性の改善効果は、胎生
13.5日の時点で誘導されることを示す。更に、胎
生13.5日の肝臓において活性化しているシグナル
経路を網羅的に解析した結果、AMPKの著しい
リン酸化が誘導されていた。肝芽細胞を AMPK

活性化剤で刺激したところ、IDH-αKG-TETシグ
ナルが上昇しており、AMPKが本シグナルの上
流に存在することが示唆された。
Ｄ．運動惹起性胎盤由来タンパク質SOD3は運

動効果伝達因子である

　胎生マウス肝臓から肝芽細胞を採取し 3条件の
雌マウス（妊娠・非運動，妊娠・運動，非妊娠・
運動）由来の血清で刺激したところ、運動した妊
娠マウス由来の血清で刺激したときのみ、母親の
運動による肝機能向上を模倣できることを見いだ
した。そこで妊娠・運動をした雌マウス由来の血
清のマススペック解析を行い、候補となる分泌タ
ンパク質群を絞り込んだ。一般に母体側タンパク

質は血液胎盤関門を通過できないと考えられるた
め、候補となるタンパク質は胎盤由来であると予
想された。更に胎盤における RNA-seq、胎盤特異
的遺伝子改変マウス、in vitro実験を組み合わせ
た解析により、母親の運動によって胎盤から分泌
される superoxide dismutase 3（SOD3）が母親の
運動効果の仔への伝達因子であることを同定した。
SOD3はシグナル伝達タンパク質としての新たな
機能を有しており、胎児肝臓に作用することで、
AMPK-IDH-αKG-TETシグナル経路を活性化した。
これにより肝臓の主要な糖代謝遺伝子のプロモー
ターで DNA脱メチル化が起こり、糖代謝遺伝子
発現向上による肝機能改善が誘導された。更に妊
娠期運動による胎盤での Sod3発現を制御する転
写因子として vitamin D receptor（VDR：ビタミン
D受容体）を同定した。食餌中のビタミン D量
が少ないと妊娠期運動効果は認められない一方で、
高ビタミン Dは運動効果を増進したことから、
妊娠期の運動と栄養の協調の重要性が示唆された。
Ｅ．SOD3は活動的なヒト妊婦の胎盤で発現が

上昇している

　オーフス大学病院で妊娠第 1期（ 1～13週）、
第 2期（14～27週）、第 3期（28～40週）に追跡
調査を行ったヒト妊婦コホートにて血清を採取し
たところ、血清中の SOD3量は第 1期および第 2

期と比較して第 3期で有意に高く、胎盤重量と正
の相関があった。しかし、このコホートではベー
スラインの身体活動が高いため、個々の妊婦を活
動的か非活動的かに有意に分類することは困難で
あり、結果として毎日の運動強度と血清 SOD3量
との間に明確な関係はみられなかった。
　ヒト妊婦の毎日の身体活動量が Sod3発現に及
ぼす影響を調べるために、妊娠中に加速度計を装
着して毎日の身体活動を追跡しているカナダの妊
婦コホートからサンプルを回収した。この観察研
究では、週150分の中等度から強度の身体活動
（MVPA）を推奨する成人カナダ身体活動ガイド
ラインを用いて、妊婦の運動量を活動的または非
活動的に分類した。妊娠第 2 期における血清
SOD3量は、活動的な妊婦で有意に増加していた。
また、出産後に採取した活動的な女性の胎盤では、
Sod3の mRNAの発現レベルが有意に上昇してい
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た。胎盤の Sod3発現は、妊婦の毎日の MVPAと
正の相関があった。このように胎盤の成熟と妊娠
中の毎日の身体活動が、女性の胎盤の SOD3にお
いて正の相関があることが示された（図 1）。

考　　　　察

　これらの研究成果から、母親の妊娠中の運動は、
胎盤からの SOD3分泌を介して、胎児肝臓のエピ
ジェネティック改変を引き起こし、糖尿病の現世
代から次世代にまたがる悪循環を断ち切る有望な
方法であることを裏付ける分子生理メカニズムが
明らかとなった2）（図 2）。マウスを用いた解析に
よって、母親の運動による胎盤での Sod3発現が
妊娠13.5日頃にピークを迎えることがわかった。
ヒト発生に当てはめると、母親の運動がその有益
な影響を及ぼすための重要な介入時期は妊娠の第
2 期と第 3 期の間であると考えられる。実際に

図 1．ヒト妊婦の運動が SOD3レベルに与える影響
Fig.1．The effects of pregnancy stage and physical activity on the level of 

SOD3 in pregnant woman.
A） Serum SOD3 in 1st （1-13 weeks, n = 395）, 2nd（14-27 weeks, n = 
366）, and 3rd trimesters（28-40 weeks, n = 342） of pregnancy. （**P < 
0.01）. B） Correlation between the serum SOD3 in 3rd trimester and the 
placental weight at parturition. C） Relationship between the serum SOD3 at 
1st, 2nd, and 3rd trimester and daily MVPA. D） Serum SOD3 in physically 
inactive or active pregnant women at 2nd trimester. E） Sod3 mRNA expres-
sion in placenta from physically inactive or active or active pregnant women 
at parturition. （n = 9, *P < 0.05）. F） Correlation between placental Sod3 
expression and daily MVPA.

＊＊

＊＊

＊ ＊

R2 = 0.0478
P < 0.001

R2 = 0.0021
P = 0.37

R2 = 0.004
P = 0.23

R2 = 0.0021
P = 0.41

R2 = 0.3227
P = 0.01736

図 2．妊娠期運動効果の次世代伝播機構
Fig.2．The effects of maternal exercise on offspring liver.

Exercise in pregnancy improve glucose metabolism in off-
spring. This beneficial effects is mediated through placenta-de-
rived SOD3 that induces DNA demethylation at the promoter of 
glucose metabolic genes in fetal liver.
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我々は、妊娠第 2期の高活動量は血清中の SOD3

レベルを上昇させることを見いだした。我々は以
前の研究で、子の糖代謝を向上させるための母親
の運動の最大の効果は、母親の運動が妊娠前と妊
娠中の両方で行われたときに生じたことを示し
た1）。このことは、妊娠前および妊娠初期の運動が、
妊娠中の SOD3の分泌を高めることができるよう
な全身の代謝状態に影響を与えることを示唆する。
このように、妊娠中の毎日の運動が胎盤の SOD3

誘導に及ぼすポジティブな効果は、妊婦とその子
に有益な運動プログラムへと変換できる可能性が
ある。SOD3を治療薬として考える場合、胎盤由
来の SOD3を胎児に投与するには、母親の運動が
最も効率的であると考えられる。我々のデータは、
血清中の SOD3濃度が妊娠中の運動トレーニング
の効果を評価するためのバイオマーカーとなり、
妊婦に最適な運動プログラムの最適化の評価軸と
して利用できる可能性がある。

総　　　　括

　母親の運動の影響に関する研究における最大の
ハードルの 1つは、げっ歯類モデル研究から得ら
れた知識のヒトへの適用である。現在、我々は、

妊娠中のげっ歯類とヒトの両方で共通の血清タン
パク質や代謝産物を用いることで、運動の影響や
胎盤由来 SOD3分泌の多寡を評価するための予測
因子として利用することを目指している。運動は
2型糖尿病や関連疾患の発症を予防・遅延させる
重要要素のなかで、最も安易かつ安価な方策であ
り、その実践が次世代の健康増進を目指して広く
一般の健康増進や社会政策に組み込まれることが
期待される。

　※本研究の多くのデータは紙幅の都合上割愛していま
す。参考文献 2（Kusuyama et al., Cell Metab, 2021）を参
照してくださいますようお願いします。

謝　　　　辞

　本研究の遂行にあたり援助をいただいた明治安田厚生
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緒　　　　言

　これまで、国民の身体活動の増加や習慣化を目
的とした政策が、世界的に行われてきたが、日本
においては、その成功例は限られている。その背
景には、これまで身体活動の実施を阻害する要因
について、検討が十分に行われておらず、その予
防策が講じられてこなかったことが一因として挙
げられる。身体活動を有効に活用するためには、
各実践者の特徴に留意する必要があり2）、その個
人差によって、必ずしも身体活動に期待される効
果を皆が享受できるわけではない。
　本研究では、身体活動によって生じる不快感な
ど、ネガティブな体験を規定することが予想され
る個人差要因として、個々人の敏感さを意味する
感覚処理感受性（sensory processing sensitivity，以
下 SPS）に注目する3）。これまで先行研究によって、
SPSが予測する心理的問題について、検討が進め
られている。それによると、SPSの特徴を強く有
する者は、外的な刺激を過剰に受け取りやすく、
また感情体験に反応しやすいため、結果的にスト
レスを抱えやすいことが指摘されている3,4,10）。

　近年、個人が有する SPSの高さと身体活動の
実施や効果との関係についても、検討が始まって
いる。例えば矢野ら11）は、身体活動の実施頻度
が多い、あるいは継続年数が長い対象者のグルー
プでは、SPSの得点が他のグループよりも低いこ
とや、個人が有する SPSの高さが身体活動量と
負の関連性を示すことを報告している。また雨宮
ら2）は、SPSの低い個人が快適に感じる一過性の
身体活動であっても、SPSが高い場合には同じよ
うな効果を得られないことを確認している。しか
しながら、これまでの研究で用いられてきた研究
方法は、横断的な調査法や十分に統制されていな
い条件下での課題実施であり、個人が有する SPS

の高さと身体活動の実施やその効果を解明するた
めには、厳密な手続きの下で一貫性のある研究の
遂行が不可欠である。
　そこで本研究では、先行研究を参考に2,11）、SPS

が高い個人は身体活動に繋がりにくいという仮説
を設定し、SPSの高さと身体活動を行う際の不快
な体験（心身の不快感や認知機能の低下）の有無
や、その特徴と SPSの関係について明らかにす
ることを目的とする。本研究では、上記の目的を

*　筑波大学体育系　Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan.

個人差に基づいた身体活動の心理・認知的影響
―敏感さの高い個人を対象として―

 雨　宮　　　怜＊

EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON MOOD AND 
COGNITION IN HIGHLY SENSITIVE INDIVIDUALS

Rei Amemiya

Key words: sport, highly sensitive person, psychology, exercise, rumination.

第 36回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書
2019年度 pp.7～13（2022.4）
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遂行するために、以下 2つの研究課題を行う。
　研究課題 1：個人が有する SPSの高さと身体
活動量の関係を、身体活動による身体的・心理的
負担が介在するという変数間の関係性を仮定し、
横断的な調査による検討を行う。
　研究課題 2：研究課題 1の結果を基に、実験室
条件下で個人が有する SPSの高さと身体活動時
の体験について、気分や認知課題、反すうといっ
た多様な側面からの検討を行うとともに、身体活
動の強度の違いによる差異を確認する。

【研究課題 1】

　本研究の目的は、個人が有する SPSの高さと
身体活動時の身体的・心理的負担感および、身体
活動量の関係性について検討することである。

方　　　　法
Ａ．対象者および調査時期

　本研究は2020年 8月に実施され、研究方法とし
て、横断的なオンライン調査を用いた。対象者は
日本に在住し、クロスマーケティング社にモニ
ターとして登録している18歳から30歳までの男女
200名ずつ合計400名であった（平均年齢＝26.03歳，
SD＝3.41）。なお、調査実施時は新型コロナウイ
ルスの感染が拡大していた時期であったため、対
象者には「新型コロナウイルスの感染拡大が発生
する以前を思い出して回答して下さい」という指
示のもと、本調査の質問内容への回答を求めた。
本研究は、筑波大学倫理委員会の承認を受けたう
えで実施した（承認番号：体020-46）。
Ｂ．調査内容

　 1．基本的属性
　対象者の基本的属性について検討するために、
性別、年齢、身長、体重について回答を求めた。
　 2．Kasari身体活動指標修正版
　対象者の身体活動量について評価するために、
Kasariによって開発された身体活動指標修正版の
日本語尺度を用いた1）。
　 3．Highly Sensitive Person Scale日本版
　対象者の SPS の程度を評価するために、髙
橋10）によって開発された Highly Sensitive Person 

Scale日本版を用いた。この尺度は低感覚閾、易
興奮性、美的感受性の 3因子合計19項目から構成

されている尺度であり、先行研究において尺度の
信頼性と妥当性が確認されている。
　 4．簡易版運動習慣の阻害要因尺度
　対象者の運動習慣を阻害する要因について検討
するために、石井ら6）によって開発された簡易版
運動習慣の阻害要因尺度を採用した。この尺度は、
先行研究で信頼性と妥当性が確認されている。ま
た本研究では目的に基づき、本尺度の下位尺度で
ある身体的・心理的阻害要因を用いた。
　 5．運動セルフ・エフィカシー尺度
　対象者がもつ運動を継続して行うことができる
見込み感や自信を測定するために、岡8）によって
開発された、運動セルフ・エフィカシー尺度を用
いた。この尺度は 1因子 5項目で構成されている
心理尺度であり、先行研究において信頼性と妥当
性が確認されている。
　 6．運動の行動意図尺度
　対象者の運動行動の意図を評価するために、原
田ら5）によって開発された、運動の行動意図尺度
を用いた。この尺度は、 2因子 8項目から構成さ
れており、先行研究の結果から、信頼性と妥当性
が確認されている。なお本研究では、尺度の合計
得点を分析に用いた。
Ｃ．分析方法

　対象者の SPSの程度と身体的・心理的阻害要
因および、身体活動量の関係性について検討する
ために、パス解析を行った。

結　　　　果
　本研究の仮説に基づき、SPSと運動習慣の阻害
要因である身体的・心理的阻害要因、身体活動量
との関係性について検討するために、SPSの指標
として Highly Sensitive Person Scale日本版を説明
変数、身体的・心理的阻害要因と運動セルフ・エ
フィカシー、運動の行動意図尺度を媒介変数、身
体活動量を目的変数に設定して、媒介分析を実施
した。その結果、SPSと身体活動量の直接的な関
連性は示されなかったものの、SPSが身体的・心
理的阻害要因（β = .21，P < .001）、運動セルフ・
エフィカシー（β =-.10，P < .05）および、行動
意図（β = .13，P < .01）に対して直接的に有意な
関連性を示すとともに、身体的・心理的阻害要因
が運動セルフ・エフィカシー（β =-.46，P < 
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.001）と行動意図（β =-.14，P < .01）に負の関連
性を示すことが確認された。更に、運動セルフ・
エフィカシー（β = .23，P < .001）と行動意図（β 

= .29，P < .001）が身体活動量に対して、正の関
連性を示すことが認められた。

考　　　　察
　本研究において、SPSと身体活動量との間に運
動習慣の阻害要因である身体的・心理的阻害要因
を設定し、パス解析による変数間の関係性の検討
を行った。その結果、身体的・心理的阻害要因が
SPSと運動セルフ・エフィカシーや行動意図のネ
ガティブな関係性を繋ぐ媒介変数として機能する
ことが明らかとなった。SPSが高い個人は微妙な
刺激を認識したり、刺激に圧倒されやすい先天性
の特徴がみられることが示唆されている4）。その
ため、SPSの高さが身体活動時の身体的・心理的
負担をより強く感じさせる可能性がある。そのよ
うな特徴が、運動への自信や行動しようとする意
図を阻害し、結果的に、身体活動の実施を回避す
る原因として機能することが考えられる。更に、
SPSの得点が行動意図に対して直接的な正の関連
性を示すことから、SPSは身体活動を行う気持ち
があるものの、負担感や自信の低下によって、そ
のような意図が抑制されている可能性も示唆され
た。

【研究課題 2】

　研究課題 1の結果から、SPSの高さが身体活動
時の身体的・心理的負担や自信の低下を導き、身
体活動の意図や実施を抑制する可能性が示唆され
た。次に本研究では、研究課題 1の知見を基に、
実際の身体活動を行うことによる体験と SPSの
関係性について検討することを目的とした。特に、
身体活動の内容として、高強度と低強度の 2つの
条件を設定することによって、より身体的・心理
的負担が生じやすい身体活動場面を準備し、実施
前後における対象者の気分や認知、心理的反応と
しての反すうが、SPSの高さや身体活動の強度に
よって、どのように異なるかを検討することとし
た。

方　　　　法
Ａ．実験時期ならびに対象者

　本実験は2021年 9月後半から12月初旬に実施さ
れた。対象者は心身ともに健康な日本人の大学生
ならびに大学院生の24名（男性 = 8名，女性 =16

名，平均年齢 =21.79歳，SD=1.96）であった。対
象者は研究の趣旨を理解するとともに、研究遂行
に必要な言語能力を有し、研究に参加する意思を
示した者であった。なお本研究は、筑波大学倫理
委員会の承認を受けたうえで実施した（承認番
号：体020-97）。
Ｂ．測定内容

　 1．基本的属性
　対象者の基本的属性について把握するために、
性別と年齢、過去の運動歴について回答を求めた。
　 2．心拍変動
　対象者の運動実施前後における心拍変動を確認
し、身体活動課題の妥当性を検討するために、パ
ルスオキシメータによる測定を行った。
　 3．Highly Sensitive Person Scale日本版
　対象者の SPSの程度を評価するために、研究
1と同様に、髙橋10）によって開発された Highly 

Sensitive Person Scale日本版を用いた。
　 4．二次元気分尺度
　身体活動による気分の変動について評価するた
めに、Sakairi et al.9）によって開発された、二次元
気分尺度を用いた。この尺度は 8項目から構成さ
れており、測定時の気分状態を活性度や安定度、
快適度、覚醒度といった 4つの側面から評価する
ことが可能な尺度である。
　 5．ストループ課題
　SPSの高さが身体活動の実施前後における認知
課題の成績に及ぼす影響について検討するために、
ストループ課題を PC上で実施し、その反応速度
を測定した。課題は 4つのブロックから構成され
ており、最初の練習ブロックを行った後、本番ブ
ロックとして 3ブロックそれぞれで36施行、合計
108施行を実施した。それぞれのブロックでは、
「XXXX」という文字に色がついている中立課題
に加えて「あか」「あお」「みどり」「きいろ」の
4つの文字に、文字が意味する色が着色されてい
る一致課題、 4つの文字に文字が意味する色とは
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異なる色が着色されている不一致課題がランダム
に提示され、文字に着色されている色と対応する
キーを可能な限り速く、正確に押すように対象者
に指示した。本研究では、同じ課題実施時の不一
致課題の平均の反応速度から、中立課題の反応速
度を減算した反応速度をストループ干渉得点とし
た。
　 6．反すう
　課題中（本研究では身体活動中）の心理的反応
としてネガティブな反すうの出現頻度について検
討するために、思考サンプリング法を用いた反す
うの評価を行った。具体的には「ネガティブな感
情」について「 0：全く考えなかった～ 6：とて
も考えた」の 7件法で回答を求めた。
　 7．対象者の内省
　対象者の課題中の体験について質的に検討する
ために、身体活動の実施後において、対象者の体
験について半構造化面接法によるインタビューを
2度行った。
Ｃ．手続き

　対象者はランダムに 2群に分けられ、それぞれ
2度の身体活動課題による実験に参加した。具体
的には、高強度→低強度という順番で運動を行う
群と、低強度→高強度の順番で運動を行う群とな
るようにカウンターバランスをとるよう群分けし
た。身体活動課題は10分間の自転車エルゴメータ
課題を採用した。対象者には、エルゴメータに表
示される平均ワット（W）数を参考に、特定の平
均Wを維持しながら指定された時間中、身体活
動を行うことを求めた（男性：高強度条件100 W，
低強度条件60 W。女性：高強度条件80 W，低強
度条件40 W）。対象者は初回の実験日において、
Highly Sensitive Person Scale日本版10）などから構
成される特性に関する質問紙に回答した。その後、
当日の身体活動の強度について説明され、スト
ループ課題を実施した。ストループ課題を実施し
た後、準備運動を各自行った後、エルゴメータに
乗車し、課題や測定についての具体的な説明を受
けた。その後、身体活動の開始 2分半前から毎 2

分半ごとの合計 6回、対象者は課題実施中に二次
元気分尺度や反すうに関する回答を行った。10分
間の身体活動課題終了後、再度ストループ課題を

実施した。また、運動前後の心拍変動を確認する
ために、 1）実験室入室時、 2）ストループ課題
実施後・身体活動課題実施前、 3）身体活動課題
実施直後、 4）ストループ課題実施後の 4回にわ
たって、心拍の測定を行った。
　なお、研究計画の段階では、統制群として運動
課題を行わない条件の対象者も設定する予定で
あった。しかしながら、本研究を進めるにあたり、
慎重に先行研究や予備的なトライアルを行った結
果、運動を行わない統制条件を設定した場合、そ
こで得られる結果にかなりの個人差の影響が生じ
る可能性があることが推測された。また、新型コ
ロナウイルスの感染拡大によって、想定していた
対象者の人数が集まらないことも危惧されたため、
研究計画に記載された一部分である、敏感さの高
さの差異の比較を行うこととした。
　更に、研究計画の段階で運動課題を「20分のト
レッドミル走」に設定していたが、新型コロナウ
イルス感染拡大によって、人々の運動習慣が減少
し、従来は問題のなかった運動課題でも、怪我の
リスクが高まっていることが予想された。そのた
め、比較的怪我のリスクが低い自転車エルゴメー
タを運動課題とし、また対象者の心理的な負担を
考え、運動時間を10分に変更した。
Ｄ．分析方法

　対象者のSPSの程度と身体活動の実施ならびに、
強度の影響について検討するために、SPSの得点
の平均値を基に対象者をSPS高低群（以下SPS群）
に類型化し、身体活動の実施前後を「時期」、高
強度・低強度を「種類」として独立変数に設定し、
ストループ課題、気分状態ならびに反すうを従属
変数として、混合計画に基づく 3要因分散分析を
行った。

結　　　　果
Ａ．心拍変動

　まず、本研究で実施した身体活動課題の強度の
妥当性を確認するために、身体活動実施前後の対
象者の心拍の変動を検討した。具体的には、 4時
点の心拍数を従属変数、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、時期と種類の 1次の
交互作用が有意であった（F（ 3, 66） = 22.75, P < 
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.001, pη
2= .10）。単純主効果の検定を行った結果、

身体活動課題実施直後の時点において、高強度の
身体活動条件のほうが低強度の条件よりも有意に
心拍数が高いことが確認された（P < .001, d = 

.80）。
Ｂ．気分状態

　次に、身体活動中の気分の変動と SPSならび
に強度の関係について確認するために、二次元気
分尺度の得点を従属変数、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、安定度（F（ 5, 22）= 

7.26, P < .001, pη
2 = .25）、快適度（F（ 5, 22） = 4.42, 

P < .01, pη
2 = .17）、覚醒度（F（ 5, 22） = 4.47, P < 

.01, pη
2 = .17）において、時期と種類の 1次の交互

作用が有意であった。
Ｃ．ストループ課題

　SPSの高さが身体活動の実施前後におけるスト
ループ課題の成績に及ぼす影響を検討するために、
ストループ干渉の得点を従属変数、SPS群と時期
ならびに、種類を独立変数として、混合計画によ
る 3要因分散分析を行った。その結果、SPS群と
時期の 1次の交互作用が有意傾向であった（F（ 1, 

22） = 3.21, P < .10, pη
2= .13）。また SPS群の主効

果が有意であった（F（ 1, 22）= 4.66, P < .05, pη
2 = 

.18）。
　そこで、SPS群と時期の単純主効果の検定を
行った。その結果、SPS高群において、身体活動
の実施前のほうが実施後よりも、有意にストルー
プ干渉が大きいことが確認された（P < .05, d = 

.85）。更に、身体活動前において、SPS高群のほ
うが低群よりも、有意にストループ干渉の得点が
大きいことが確認された（P < .01, d = 2.20）。結
果を図 1に示す。
Ｄ．反すう

　次に、身体活動中の反すうに対する対象者の
SPSの程度や身体活動の前後、種類の影響につい
て検討するために、思考サンプリング法で測定し
た「ネガティブな感情」に関する反すうの程度を
従属変数として設定し、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、反すうの得点は、
SPS群と時期ならびに、種類の 2次の交互作用が

有意だった（F（ 5, 110）= 2.45, P < .05, pη
2 = .10）。

単純・単純主効果の検定を行ったところ、高強度
の身体活動の開始 2分半時点（P < .05, d = 2.88）
と 7分半時点（P < .05, d = 3.09）において、SPS

高群のほうが、SPS低群よりも、有意に高いネガ
ティブな感情に関する反すうの得点を示した（図
2）。
Ｅ．対象者の内省

　各身体活動条件の実施後において、対象者の体
験をインタビューした。その結果、SPS高群にお
いては、高強度の身体活動実施後に「普段自転車
は漕ぐのですが、それよりはだいぶ、頑張って漕
いでいる感じでした」や「すごく体が熱くなって
汗がすごい出てきてるなっていう感覚がありまし
た」といった活動時の体験が語られた。また「こ
れ以上きついのが待ってるのかなっていうネガ
ティブなことを考えてました」や「足がしんど
かったんで不快だなっていうのと、途中からは汗
が不快でした」といったように、不安や不快感に
関する回答が多く見受けられた。低強度の身体活
動実施後においては、「特にキツいわけでもなく、
不快な感じもなくという感じです」や「途中から
慣れてきて、体の感覚を摑めた辺りから、ちょっ
と余裕が出てきた」といったように、特に不快な
体験ではなかった様子が語られた。

図 1．身体活動実施前後におけるストループ干渉と SPS 
の関係

Fig.1．Relationship between stroop interference and SPS be-
fore and after physical activity.

Two-way ANOVA showed that the high SPS group scored sig-
nificantly higher on stroop interference, before exercise, than 
the low SPS group, indicating that the cognitive function prob-
lem is more likely to occur in daily life among people with 
high SPS. However, exercising for 10 mins may reduce the 
problem.
SPS = sensory processing sensitivity. *P < .05, ** P < .01.

＊＊

＊

St
ro

op
 In

te
rfe

re
nc

e

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

High SPS

Low SPS

Pre exercise Post exercise



（12）

　次に、SPS低群に対するインタビューの結果か
ら、高強度の身体活動実施時では「続けば全然慣
れてきたというのもあって、そんなにキツくはな
いなと感じました」や「自分で動かしてるという
よりは、それが慣れてしまったという感じ。他の
ことはあんまり考えないで体が自然と動くような
感じでした」といったように、予想よりも負荷を
感じなかったり、集中していたことが語られた。
また低強度の身体活動実施時では「だんだん余裕
が出てきて、外の風景を見ることができたり、余
裕も出てきました」や「漕ぎ始め楽しくて、気分
が上がって…徐々に慣れて下がっていく感じ。（嫌
な感じは）しなかった」といったような、余裕や
場合によっては負荷が足りなく退屈に感じている
様子が確認された。

考　　　　察
Ａ．気分状態

　SPSの高さと身体活動実施前後の気分状態の違
いについて、 2種類の強度をもとに検討したとこ
ろ、SPSの影響は確認されなかった。先に紹介し
た雨宮ら2）の研究では、身体活動の実施時間は本
研究と同じく10分間の連続的な活動であったもの
の、内容はグループでの大縄飛びという、他者と

共同して行う身体活動課題であった。そのため、
先行研究で報告された結果は、SPSが高い者に対
する身体活動の実施それ自体というよりも、集団
での実施という身体活動の実施形態の影響が示さ
れたと推測される。
Ｂ．ストループ課題

　SPSの高さが身体活動の実施前後におけるスト
ループ課題の成績に及ぼす影響について検討した
ところ、SPSが高い対象者は、身体活動の実施前
の時点でストループ干渉が有意に大きいことが確
認された。SPSが高い個人は刺激に圧倒されやす
く、注意が阻害されやすい可能性が指摘されてい
る3）。そのため本研究の結果ならびに先行研究の
結果から、SPSが高い個人は周囲の刺激を受け取
りやすく、認知機能が低い、あるいは抑制されや
すいことが予想される。その結果、SPSのような
外的な刺激に反応しやすい個人においては、日常
的に認知機能が低下している可能性が高く、本研
究のような結果が示されたと考えられる。
Ｃ．反すう

　SPSの高さと身体活動の実施中の反すうについ
て、 2種類の強度をもとに検討したところ、SPS

が高いことによって、身体活動中の反すうが生じ

図 2．身体活動時におけるネガティブ感情の反すうの経時的変化と SPS の
関係

Fig.2．Relationship between SPS and the time course of ruminating negative 
emotions during physical activity.

When the height of SPS and the intensity of ruminations, during physical activity, 
were examined based on the two intensities, confirmed that ruminations during 
physical activity were more likely to occur due to people with high SPS.
SPS = sensory processing sensitivity. HI = high intensity, LI = low intensity. *P < 
.05.
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やすいこと、特に高強度の身体活動実施時におい
て、ネガティブな感情に関して反すうする程度が
大きいことが確認された。このような結果は、対
象者に実施したインタビューの回答からも支持す
ることが可能である。ネガティブな反すうは抑う
つなどの心理的な問題の予測要因であり7）、身体
活動中のネガティブな反すうは、その活動へのモ
チベーションの低下や楽しさの減退の原因となる
ことは容易に予想することが可能である。本研究
の結果から、SPSが高い個人が高強度の身体活動
を行う際、SPSが低い個人よりもネガティブな反
すうを生じさせていることが示唆された。

総　　　　括

　本研究の結果、SPSが高いことによって身体
的・心理的負担感といった運動習慣の阻害要因を
介して身体活動と負の関係性が示されること、高
強度の身体活動の実施前に認知機能が抑制されや
すく、高強度の身体活動中にネガティブ感情につ
いての反すうが生じやすいことが確認された。以
上の結果から、SPSが高いことによって、SPSが
低い個人よりも身体活動の実施前や実施中に、ネ
ガティブな体験をしている者が認められ、それが
身体活動の回避などに繋がる可能性が推測される。
　しかしながら、必ずしも身体活動の実施が、
SPSが高い者にとって単純に悪いということでは
ないようである。そうであれば、身体活動の実施
前に個々人の SPSの得点を測定し、それに基づ
いた身体活動の実施方法や強度の選択を行うこと
によって、ネガティブな経験を予防することが可
能であろう。そのような取り組みを体育実技など
のスポーツ指導場面で行うことで、現在の日本社
会で問題視されている身体活動の実践や習慣者数
の低下に対して、寄与することが期待される。
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緒　　　　言

　睡眠障害は高齢者の 3～7割と高率に存在する。
運動が睡眠の質を改善したとの報告はあるが1）、
効果がなかったとする報告もあり7）、見解は一致
していない。処方された運動の強度、実施頻度が
高いほど、睡眠の質が改善される度合いが高い可
能性が指摘されているが4）、実際に行われた運動
の頻度・強度と、睡眠の質改善効果との関連を検
討した報告は見当たらない。運動実施時間帯に着
目した介入研究8）では、朝に運動を実施すると、
夜に実施した場合と比べて、睡眠位相シフトが減
少し、睡眠が安定したが、主観的な睡眠の質改善
には至らなかったと報告している。
　インターバル速歩トレーニング（IWT）は、各
対象者について推定した最大酸素消費量に基づい
て個別処方した強度で実施する運動プログラムで、
体力改善や生活習慣病改善効果などが認められて

いる6）。実践した運動強度、運動時間、実施時間
帯が専用の活動量計に記録されることより、これ
ら運動の各要素と睡眠の質改善との関連を検討す
ることが可能である。
　本研究の目的は、地域在住高齢者を対象に
IWTを 5か月間実施し、IWTが睡眠の質の改善
に対する影響を検討すること、更に、IWTの実
施時間帯、実施頻度、実施強度のうち、睡眠の質
改善に関連する因子を探索することである。これ
らの研究目的を遂行するために、本研究では主観
的睡眠評価による検討（研究 1）と客観的睡眠評
価による検討（研究 2）を実施した。

方　　　　法

Ａ．研究デザインと倫理的配慮

　研究 1、 2とも、研究デザインは非ランダム化
比較試験であり、「口腔衛生をはじめとする健康
増進に対する運動介入の有益性の検証（UMIN試

* 大阪医科薬科大学医学部衛生学・公衆衛生学教室 Department of Hygiene and Public Health, Osaka Medical and Pharmaceutical University, Osaka, Japan.
** 大阪医科薬科大学医学部神経精神医学教室 Department of Neuropsychiatry, Osaka Medical and Pharmaceutical University, Osaka, Japan.
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験 ID: UMIN000029623）」の二次的解析として実
施した。本研究は、大阪医科薬科大学研究倫理委
員会の承認を得て実施した（承認番号：倫24）。
研究参加に先立って、対象者には口頭および書面
にて十分に説明し、書面にて同意を得た。
Ｂ．対象者

　研究 1、 2とも、選択基準は IWTに関する市
民講座で呼び掛けた研究対象者募集に応じた65歳
以上の者とした。研究 1の対象者は2017年10月と
2018年10月に開催された IWTに関する市民向け
講座内で実施した研究参加の呼びかけに応じた
365名から選出された。365名の内、介入前評価を
完遂した224名は介入群100名と対照群124名とに
割り付けられた。2017年10月の介入開始時には、
地域のコミュニティの世話役を担う対象者を 3名
介入群に割り付けた後、残りの対象者を無作為に
介入群と対照群とに割り付けた。2018年10月の介
入開始時には、すべての対象者を無作為に介入群
と対照群とに割り付けた。除外基準は、①～⑤の
1つ以上に当てはまる者とした。①介入前または
介入後の評価におけるピッツバーグ睡眠質問票
（PSQI）の回答に欠損値がある。②介入前の PSQI

得点で、睡眠に問題がないとされる 5点以下。③
不眠症治療中、または、脳卒中およびうつの既往
歴がある。④ mini mental state examination（MMSE）
で23点以下。⑤ Kessler心理学的ストレススケー
ル 6項目版（K6）で 9点以上。
　研究 2 の介入群は、2019年 8 月に開催された
IWTに関する市民向け講座でリクルートされ、
2020年11月から介入を開始した46名から選出され
た。対照群は、2020年10月に腕時計型加速度セン
サーとアンケートによる評価のみへの参加につい
てチラシでの呼び掛けに応じた19名とした。除外
基準は、①介入後の腕時計型加速度センサーによ
る測定を実施しなかった者、②不眠症治療中、ま
たは、脳卒中およびうつの既往歴がある者とした。
Ｃ．運動介入

　介入群には IWTを実施し、対照群には同期間
中に普段どおりの生活を継続するように依頼した。
研究 1の運動介入は、2017年11月または2018年11

月から 5か月間実施した。研究 2の運動介入は、
2020年11月20日に開始し、2021年 7月30日に終了

した。新型コロナウイルス感染症の拡大によって
大阪府下に緊急事態宣言等が発令された2020年12

月 4日から2021年 2月28日までと、2021年 4月25

日から 6月20日までの間は介入を中断したため、
合計介入期間は110日間であった。介入群には、
遅歩 3分（推定 V

●

O2peakの約40％）と速歩 3分（推
定 V

●

O2peakの70％以上）の組み合わせを 1セット
とし、 1日に 5セット以上、 1週間に 4日以上の
頻度を目安として実践するよう指導した。ただし、
遅歩と速歩の組み合わせは、連続したセッション
ではなく、例えば 1～2セットを 1日に複数回行っ
てもよいことを指導した。運動強度は、腰に装着
した専用の活動量計（熟大メイト，キッセイコム
テック社製）で記録した。
　対象者は、IWTの実践方法の指導を受けた後、
自身の都合のいい時間帯や場所で IWTを実践し
た。運動指導は、最初の 2か月間は 2週間に 1回、
残りの 3か月間は 1か月に 1回の頻度とした。運
動指導の際、活動量計をコンピュータに接続し、
IWT実施時間、強度等のデータが転送され、自
動解析後にレポートが出力された。IWTの実施は、
活動量計に、遅歩 3分の後、少なくとも 1分の速
歩が記録されることとした。研究 1は対面形式で
の運動指導を行い、研究 2では、郵送と電話にて
運動指導を行った。活動量計から転送されたデー
タを基に、各対象者の IWT実施時間帯・頻度・
強度を算出した。実施時間帯は、就寝前 3～8時
間の運動が睡眠の改善に望ましいとの報告4）を参
考に、運動開始時刻を基準とし、「就寝時間の 3

時間以内」「就寝前 3時間以上 8時間未満」「起床
後 1時間以上かつ就寝前 8時間以上」「起床後 1

時間以内」の 4 つに区分し、介入期間中の IWT

実施時間の合計が最も長い時間帯を各対象者の
IWT実施時間帯と定義した。起床時刻および就
寝時刻は、PSQIに含まれる起床時刻および就寝
時刻について、介入前後の評価で得た各個人の回
答の平均時刻と定義した。IWT実施強度は、記
録された速歩時の運動強度（kcal/min）を、自転
車エルゴメータと呼気ガス分析装置を用いて測定
した V

●

O2peakとの妥当性が報告されている 3段階
ステップアップ歩行10）によって測定した各対象
者の最大運動量（kcal/min）で除した相対値とし
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て算出した。V
●

O2peak （ml/min/kg）は、測定された
最大運動量から回帰式10）を用いて推定した。
Ｄ．研究 1の測定指標

　研究 1 のアウトカムは、介入前後で評価した
PSQI得点の変化とした。PSQIは、睡眠障害の評
価に使われる質問票であり、睡眠の質、入眠時間、
睡眠時間、睡眠効率、睡眠困難、睡眠薬の使用、
日中覚醒困難の 7要素の合計得点が算出される。
研究 1では、介入前評価を2017年11月または2018

年11月、介入後評価は翌年の 5月に実施した。身
長と体重は、半自動式身長体重計（TK-11868h，
竹井機器社製）にて測定した。認知機能は、
MMSEを用いて心理士による面接で検査され、
28点以上を正常、24点以上27点未満を軽度認知機
能障害（MCI）、23点以下を認知症疑いありとした。
病歴、処方薬剤、飲酒習慣、喫煙習慣、PSQI、
国際標準化身体活動質問票（IPAQ）、K6は自記式
質問票にて回答を得て、看護師が面接で回答の確
認および補完を実施した。飲酒習慣は、「飲まない」
「週 6日以下」「毎日」の 3つに分類した。喫煙習
慣は、「喫煙したことがない」「過去に喫煙してい
た」「現在喫煙している」の 3 つに分類した。
IPAQは、ガイドライン3）に従って、「高い」「中
等度」「低い」の 3つに分類した。K6は、気分・
不安障害について、 4点以下を陰性、 5点以上 8

点以下を軽度、 9点以上を気分・不安障害ありと
した。
Ｅ．研究 2の測定指標

　研究 2 のアウトカムは、腕時計型加速度セン
サー（wGT3X-BT，アクチグラフ社製）で評価し
た睡眠関連指標の変化とした。 7日間連続で入浴
時を除く常時、腕時計型加速度センサーを非利き
手に装着してもらい、日中の活動量および睡眠時
の体動を測定した。収集されたデータは専用ソフ
トウェア（ActiLife6.13.4，アクチグラフ社製）に
より、日中の中等強度以上活動時間、睡眠の指標
として、睡眠潜時、睡眠時間、睡眠効率、中途覚
醒時間を算出した。病歴、PSQI、IPAQ、K6を含
む自記式質問票は郵送にて回収し、必要に応じて
研究者が電話により回答内容を確認した。
Ｆ．統計解析

　運動による睡眠への効果には男女差がある可能

性を想定し、研究 1では男女別に分けて、研究 2

ではサンプルサイズが小さいため男女を合わせて
解析を実施した。PSQI得点、睡眠潜時、睡眠時間、
睡眠効率、中途覚醒時間について、介入後の値か
ら介入前の値を引いた値をそれぞれ、⊿PSQI、
⊿睡眠潜時、⊿睡眠時間、⊿睡眠効率、⊿中途覚
醒時間と定義した。IWTの睡眠への効果の検討は、
各睡眠指標を介入群と対照群との間で比較した。
睡眠の質改善に対する最適な運動条件の探索のた
め、介入群を IWT実施時間帯で分けて、IWT実
施頻度、IWT実施強度は、研究 1 では男女別に
三分位で、研究 2では中央値で分けて群間比較を
行った。群間比較には、一元配置分散分析および
介入前の年齢、身体活動レベル、MCIの有無（研
究 1のみ）、気分障害の有無、性別（研究 2のみ）
で調整した共分散分析を用いた。連続変数の同一
群内における前後比較には、対応のある t検定を
用いた。統計ソフトは Stata15を用い、有意水準
は 5％未満を有意差あり、10％未満を傾向ありと
した。

結　　　　果

Ａ．研究 1　PSQI 得点の変化の検討

　解析対象は、介入群63名（男性24名，女性39名）、
対照群65名（男性24名，女性41名）であった。女
性では、アルコール摂取習慣の分布が群間で有意
に異なり、対照群と比べて、介入群で年齢が高く、
過去喫煙歴のある者が少ない傾向を認めた（表 1）。
男性では、評価したいずれの指標においても群間
に有意差を認めなかった。
　⊿PSQIは男女とも介入群と対照群との間に有
意差を認めなかった（表 2）。介入群の男性と対
照群の男女で、介入前よりも介入後で PSQI得点
が低下したが、介入群の女性では、介入前と介入
後の PSQI得点に有意差を認めなかった。介入群
を IWT実施時間帯によって分けたところ、就寝
3時間以内に運動を実施した者は男女とも存在せ
ず、それ以外の 3群間の単変量解析において男性
では⊿PSQIに有意差を認めず、女性では差のあ
る傾向を認めたが、Post-hoc検定ではいずれの組
み合わせでも有意差を認めなかった。年齢等で調
整すると、IWT 実施時間帯による 3 群間で
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表 1．研究 1の対象者の介入前属性比較
Table 1．Comparison of the baseline characteristics of the participants in study 1.

Men（n = 48） Women（n = 80）

IWT group
（n = 24）

Control group
（n = 24） P IWT group

（n = 39）
Control group
（n = 41） P

Age（years） 75.1 ± 4.6 74.7 ± 5.2 0.793 75.2 ± 4.0 73.6 ± 4.2 0.078

Body mass index（kg/m2） 23.2 ± 1.9 22.8 ± 2.4 0.496 22.4 ± 3.5 22.3 ± 3.3 0.900

Smoking status

　Never / Past / Current 11 / 12 / 1 9 / 14 / 1 0.838 39 / 0 / 0 38 / 3 / 0 0.085

Alcohol consumption

　No / ≤ 6 times/wk / Everyday 3 / 14 / 7 4 / 11 / 8 0.760 22 / 16 / 0 31 / 7 / 3 0.019

Physical activity level

　High / Moderate / Low 9 / 14 / 1 7 / 14 / 3 0.535 7 / 23 / 9 11 / 23 / 7 0.580

Mild cognitive impairment a 29.2% 25.0% 0.745 38.5% 34.1% 0.688

Mild psychological distress b  8.3% 20.8% 0.220 12.8%  9.8% 0.665

Estimated V
●

O2peak（ml/kg/min） 21.3 ± 4.6 20.2 ± 3.4 0.351 21.4 ± 4.6 22.0 ± 2.8 0.439

Pittsburgh sleep quality index（points）  8.2 ± 1.4  9.0 ± 2.2 0.136  8.4 ± 1.9  8.6 ± 2.1 0.538

Data are shown as means ± standard deviations, number of corresponding participants, or prevalence. Unpaired t-test or chi-squared test 
were used to analyze differences between groups.
a: Participants with 24-27 points in mini-mental state examination. b: Participants with 5-8 points on the 6-item Kessler Psychological 
Distress Scale. 
IWT; interval walking training; V

●

O2peak: peak aerobic capacity.

表 2．ピッツバーグ睡眠質問票得点の変化の比較
Table 2．Comparison of the change in PSQI.

Men
P for

ANOVA
P for 

ANCOVA†

Women
P for

ANOVA
P for 

ANCOVA†n
Change in PSQI

score# n
Change in PSQI

score#

Control group 24 -1.4（-2.2, -0.6）
0.336 0.362

41 -1.0（-1.5, -0.4）
0.117 0.427

IWT group 24 -1.0（-1.5, -0.4） 39 -0.4（-0.9, 0.1）

　（A）Subgroup according to training time

　　< 1h within waking up 3 -0.7（-2.1, 0.8）

0.548 0.663

4  0.0（-2.3, 2.3）

0.061 0.005
　　≥ 8h before going to bed and ≥ 1h after waking up 15 -1.2（-2.0, -0.4） 26 -0.1（-0.7, 0.5）

　　3-8h before going to bed 6 -0.5（-1.9, 0.9） 9 -1.4（-2.5, -0.3）

　　< 3h before going to bed 0 N/A 0 N/A

　（B）Subgroup according to the frequency of training

　　Lowest tertile group
　　（< 5.05 d/wk for men; < 4.3 d/wk for women） 8 -0.6（-2.2, 1.0）

0.674 0.409

13 -0.8（-1.8, 0.1）

0.305 0.680
　　Middle tertile group
　　（5.05-6.0 d/wk for men; 4.3-6.0 d/wk for women） 8 -1.3（-2.3, -0.2） 13  0.1（-0.6, 0.8）

　　Highest tertile group
　　（ > 6.0 d/wk for men and women） 8 -1.0（-1.6, -0.4） 13 -0.5（-1.6, 0.6）

　（C）Subgroup according to the relative intensity of training

　　Lowest tertile group
　　（< 83% V

●

O2peak for men; < 83.8% of V
●

O2peak for women） 8 -1.3（-2.7, 0.2）

0.718 0.985

13 -0.2（-1.2, 0.9）

0.294 0.332
　　Middle tertile group
　　（83-87% for men; 83.8-94% for women） 8 -0.5（-1.3, 0.3） 13 -0.9（-1.8, -0.1）

　　Highest tertile group
　　（> 87% for men; > 94% for women） 8 -1.1（-2.3, 0.0） 13 -0.2（-1.0, 0.7）

Data are shown as means（95% confidence interval）.
#Negative values of change in PSQI score means the improvement in sleep quality. †Adjusted for age, physical activity level, mild 
cognitive impairment, and mild psychological distress. PSQI; Pittsburgh sleep quality index, IWT; interval walking training, N/A; not 
applicable.
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⊿PSQIの有意差を認めた。IWT実施頻度で分け
た 3群間および IWT実施強度で分けた 3群間で
は、男女とも⊿PSQIに有意差を認めなかった。
Ｂ．研究 2　腕時計型加速度センサーで評価し

た睡眠関連指標の変化の検討

　解析対象は、介入群13名（男性 6名，女性 7名）、
対照群18名（男性 8名，女性10名）であった。対
照群と比べて、介入群は年齢が低く、喫煙習慣の
分布が群間で有意に異なった（表 3）。介入前の
PSQI得点、睡眠潜時、睡眠時間、睡眠効率、中
途覚醒時間に有意差は認めなかった。
　⊿睡眠潜時は、介入群で対照群よりも小さい傾
向であり、対照群では睡眠潜時が介入前よりも介
入後で有意に長くなった（表 4）。⊿睡眠時間、
⊿睡眠効率、⊿中途覚醒時間には、介入群と対照
群との間で有意差を認めなかった。睡眠時間およ
び睡眠効率は、介入群でも対照群でも、介入前と
比べて介入後に低下した。中途覚醒時間は、介入
群でも対照群でも、介入前と比べて介入後に長く
なった。介入群を IWT実施時間帯によって分け
たところ、⊿睡眠潜時は、単変量解析において就
寝 8時間以上前に IWTをする者よりも、就寝 3

～8時間前に実施する者で有意に大きかったが、
年齢、性別等で調整すると有意ではなくなった。
⊿睡眠時間は、単変量解析において就寝 3～8時

間前に IWTを実施する者よりも、就寝 8時間以
上前に実施する者で小さい傾向を認めたが、年齢、
性別等で調整すると有意ではなくなった。睡眠効
率、中途覚醒時間の変化量は、IWT実施時間帯
で分けても有意差は認めなかった。IWT実施頻度、
IWT実施強度で分けても、睡眠に関するいずれ
の指標の変化量にも有意差を認めなかった。

考　　　　察

　本研究では、地域在住高齢者を対象として、
IWTを用いた 5か月間の介入を実施し、IWTが
睡眠の質の改善に及ぼす影響の検証と、IWTの
実施時間帯、実施頻度、実施強度が睡眠の質の変
化に及ぼす影響の検証を行った。その結果、IWT

の主観的な睡眠の質に対する有意な効果は認めな
かった。IWTの実施時間帯による比較で、女性
では主観的な睡眠の質改善効果に群間差のある傾
向を認めたが、男性では群間差を認めなかった。
IWTの実施頻度、実施強度による群分けでは、
男女とも PSQIの変化量に群間差を認めなかった。
腕時計型加速度センサーで測定した睡眠潜時、睡
眠時間、睡眠効率、中途覚醒時間についても、
IWTの有意な効果を認めなかった。IWTの実施
時間帯で群分けをすると、就寝 3～8時間前に実
施した者は、就寝 8時間以上前に実施する者より

表 3．研究 2の対象者の介入前属性比較
Table 3．Comparison of the baseline characteristics of the participants in study 2.

IWT group（n = 13） Control group（n = 18） P

Age（years） 72.2 ± 5.9 76.2 ± 3.7 0.029

Men / Women 6 / 7 8 / 10 0.925

Smoking status

　Never / Past / Current 10 / 0 / 3 13 / 5 / 0 0.020

Physical activity level

　High / Moderate / Low 3 / 9 / 1 5 / 11 / 2 0.890

PSQI（points） 5.0 ± 2.1 5.2 ± 2.5 0.848

Mild psychological distress a 7.7% 11.1% 0.751

Sleep latency（min） 3.7［3.3, 4.3］ 3.9［2.3, 4.4］ 0.659

Total sleep time（min） 418 ± 59 424 ± 43 0.734

Sleep efficiency index（%） 90.0［87.1, 90.5］ 89.1［85.9, 91.8］ 0.779

Wake time after sleep onset（min） 47 ± 22 52 ± 25 0.597

Data are shown as means ± standard deviations, median ［inter-quartile range］, number of corresponding participants, or 
prevalence. Unpaired t-test, Mann-Whitney U test, or chi-squared test were used to analyze the differences between 
groups.
a: Participants with 5-8 points on the 6-item Kessler Psychological Distress Scale.
 IWT; interval walking training, PSQI; Pittsburgh sleep quality index.
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も睡眠潜時が長くなり、睡眠時間の短縮が抑制さ
れたが、睡眠効率、中途覚醒時間には群間差を認
めなかった。IWTの実施頻度および実施強度に
よる群分けでは、いずれの指標の変化量にも差を
認めなかった。
　本研究では、運動介入による睡眠の質の改善は
認めなかったが、メタ分析においては運動介入に
よって睡眠の質が改善することが報告されてい
る1）。結果の相違を生じた原因の 1つは、本研究
の対象者が先行研究よりも健康状態の良好な者で
あったことによると考えられる。先述のメタ分
析1）に含まれた研究は、睡眠障害や精神疾患を有
する者や、 6か月以上定期的な運動を実施してい
ない者を対象とした研究が大半を占めていた。一
方、本研究の対象者は、IWTに関する市民講座
に参加し、研究参加に応募した者であり、一般住
民のなかでも健康に対する関心が高い者であった
可能性がある。運動が睡眠の質を改善する機序に
はさまざまな要因が関与するが、運動が抑うつな
どの精神疾患を改善することや、運動により睡眠
時の副交感神経活性を亢進させること等が想定さ
れている9）。睡眠障害や精神疾患を有する者、運
動習慣のない者では、副交感神経活性の低下が生
じやすいことから2）、運動による改善が期待され
る一方、比較的健康状態が良好と思われる本研究
の対象者においては、運動で変化が生じにくかっ
たと考えられる。
　睡眠の質を改善するとされる就寝 3～8時間前
の運動実施について、浅い眠りであるレム睡眠の
時間が減り、深い眠りのノンレム睡眠の時間が増
加する急性効果が報告されているが5）、長期間の
運動介入において運動実施時間帯と睡眠の質改善
との関連を検討した報告はほとんどない5）。本研
究の女性では、実施時間帯により PSQI得点に差
のある傾向を認め、就寝 3～8時間前に IWTを実
施した群のみで PSQI得点の改善を認めた。すな
わち、長期間の運動介入においても、運動実施時
間帯が主観的な睡眠の質改善に影響を及ぼす可能
性を示唆したと考えられる。一方、本研究におい
て、IWTの実施頻度および実施強度は、主観的
な睡眠の質の変化と有意な関連を認めなかった。
処方された運動強度および頻度は、睡眠の質改善

表
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と関連する可能性が指摘されているが4）、本研究
のように実践された記録をもって関連を検討した
報告は他に見当たらない。本研究の介入群では、
全体的に運動介入のアドヒアランスが高く、第 1

三分位と第 2 三分位の差が、運動強度では 4～
10％、頻度では約 1日／／週と、バラツキが小さかっ
た。そのため、運動強度と頻度で介入群を分けて
も、睡眠の質の変化について差を生じにくかった
可能性があるため、解釈には注意を要する。一方、
研究 2では、運動の実施時間帯、強度、頻度によっ
て客観的な睡眠指標の変化に明確な違いを認めな
かった。
　本研究の限界として、まず、対象者数が少数で
あり、結果の誤差が大きい。また、介入前後の評
価を完遂した者を対象としたため、生存者バイア
スを生じた可能性がある。研究 2では、介入群が
運動プログラム参加を希望した者であったのに対
して、対照群は睡眠評価のみへの協力依頼に応じ
た者であり、特性のバイアスが存在した可能性が
ある。次に、研究 1では介入開始が11月、介入終
了が 5月、研究 2では介入開始が11月、介入終了
が 7月であり、季節の違いが睡眠の質に影響した
可能性がある。最後に、IWT実施時間帯を対象
者が自由に決定したことにより、早朝に運動をす
るために早起きをしたり、睡眠の質の改善によっ
て早朝から運動を実施したりするなど、運動と睡
眠時間とが相互に影響した可能性がある。

総　　　　括

　地域在住高齢者を対象とした 5か月間の IWT

を実施したが、対照群と比較して睡眠の質の有意
な改善は認めなかった。介入群における IWTの
頻度や強度と睡眠の質改善との関連は認められな
かった一方、実施時間帯の違いは、主観的な睡眠
の質改善に影響する可能性が示唆された。
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緒　　　　言

　社会環境の変化に伴いうつ病患者は増加傾向に
あり、うつ病を予防あるいは改善するための治療
法の開発が重要となっている。現在までに運動は
うつ病を予防する効果を有することが疫学研究に
より示されてきた6）。また、うつ病患者に対する
運動療法はうつ症状の改善効果を有することが報
告されてきた2）。このように、運動はメンタルヘ
ルスの維持向上の効果が期待できるが、より効果
的な運動療法を開発するためには、運動によるう
つ病の予防あるいは改善の分子メカニズムの解明
が求められている。
　うつ病の発症の分子メカニズムについてはさま
ざまな仮説が提唱されてきたが、脳の海馬におけ
る神経細胞の機能障害が重要な役割を担うことが
示唆されている。実際に、精神的ストレスはマウ
ス海馬の神経細胞増殖の抑制や細胞死の誘導が生
じることが明らかにされている8,11）。重要な点と
して、持久的運動トレーニングはうつ病モデル

ラットの海馬における神経細胞の増殖を引き起こ
すことが報告されている3）。更に、近年の研究に
より、持久的運動トレーニングとレジスタンス運
動トレーニングはうつ病モデルラットの海馬にお
ける神経細胞の細胞死を抑制することが報告され
た5）。したがって、運動は精神的ストレスによっ
て生じる神経細胞の機能障害を軽減させることで
うつ病の発症を改善する可能性を示唆している。
　脳神経細胞の増殖や細胞死は脳由来神経栄養因
子（brain-derived neurotrophic factor; BDNF）など
の液性因子により制御されることが解明されてい
る。持久的運動トレーニングはうつ病モデルラッ
トの海馬における BDNF濃度を増加させること
が示されている10）。BDNFは筋収縮などの刺激に
より骨格筋から分泌されることから、骨格筋由来
の BDNFなどの液性因子がうつ病の予防あるい
は改善の分子メカニズムに関与することが示唆さ
れてきた。しかしながら、骨格筋由来の液性因子
のみではうつ病改善の分子メカニズムの全容を解
明するには至らず、液性因子以外にも重要な因子

*　千葉工業大学先進工学部　Faculty of Advanced Engineering, Chiba Institute of Technology, Chiba, Japan.
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が存在することが示唆されている。
　近年、細胞から分泌される細胞外小胞の一種で
あるエクソソームがさまざまな生理機能を制御す
ることが解明されている。エクソソームには多種
多様なタンパク質、遺伝子の発現を調節する作用
を有する microRNAなどが含まれており、組織の
常在細胞から分泌されたエクソソームは内分泌と
して血液により運搬されて脳などの標的組織に作
用することが示されている。重要な点として、骨
格筋からもエクソソームが分泌されることが明ら
かにされてきた1）。したがって、運動によって骨
格筋から分泌された循環エクソソームが脳に運搬
されて、脳神経細胞の機能に影響を及ぼす可能性
が考えられる。そこで、本研究では、レジスタン
ス運動により分泌される骨格筋由来のエクソソー
ムの性質の変化について検証した。更に、運動刺
激により分泌されるエクソソームが脳神経細胞の
機能に及ぼす影響について検証した。

方　　　　法

Ａ．電気刺激による筋収縮の誘導

　実験には10週齢の C57BL/6J雄マウスを使用し
た。電気刺激群（以下 EPS）のマウス（n = 3）
は下腿を除毛後に、足関節を90度の角度でプレー
トに固定した。イソフルラン吸引麻酔下で下腿腓
腹筋の遠位と近位に球電極を留置し、電気刺激装
置（USE-200，ユニークメディカル）を使用して
電気刺激を負荷することで、等尺性筋収縮を誘導
した。電気刺激は、最大発揮張力の条件（voltage：
20 mV，stimulation frequency：100 Hz）で 3 秒間、
7秒間のインターバルを10回で 1セットとした。
セット間の休息を 3分間として、合計 6セット実
施した。対照群（以下 CON）のマウス（n = 3）
は EPSと同じ時間を麻酔下で安静状態とした。
電気刺激終了の90分後に麻酔下で解剖を行い、腹
部大静脈から採血を行った。なお、本研究は千葉
工業大学動物実験委員会の承認を得て実施した
（承認番号：19001）。
Ｂ．血清エクソソームの精製とエクソソーム数

の測定

　マウスから採取した血液は45分間放置した後に、
遠心分離を行い、血清を回収した。Total Exosome 

Isolation Reagent（Thermo）を使用して、血清か
らエクソソームを精製した。EXOCET Exosome 

Quantitation Kit（System Biosciences）を使用して、
精製したエクソソームの数を測定した。
Ｃ．血清エクソソームの microRNA ライブラ

リ調製とシーケンス

　マウス血清エクソソームから Total Exosome 

RNA and Protein Isolation Kit（Thermo）を使用して、
total RNA を抽出した。抽出した total RNA は
QIAseq miRNA Library Kit（Qiagen）を使用して、
small RNAシーケンス用のライブラリを調製した。
ライブラリは大規模並列シーケンサー Ion Torrent 

Ion GeneStudio S5（Thermo）を用いて、シーケン
スを行った。シーケンスデータは miRBaseを用
いてマッピングを行い、miRNAおよび piRNAの
リード数をカウントした。なお、各サンプルのリ 

ード数は600万リード以上であった。
Ｄ．マウス初代神経細胞へのエクソソーム添加

　C57BL/6Jマウス胎児の脳海馬由来の初代神経
細胞をポリ -D-リジンコート24ウェルプレートに
5×104個の条件で播種した。B-27 Supplementを
含む Neurobasal Medium（Thermo）で14日間培養
した後に、実験に使用した。EPSおよび CONの
マウスから精製した血清エクソソームを 1ウェル
当たり2.5×108個添加した。添加 6時間後に、細
胞を回収して凍結保存した。
Ｅ．マウス初代神経細胞の mRNA ライブラリ

調製とシーケンス

　マウス初代神経細胞から miRNeasy Mini Kit

（Qiagen）を使用して、total RNAを抽出した。抽
出した total RNA は Ion AmpliSeq Transcriptome 

Mouse Gene Expression Kit（Thermo）を使用して、
mRNAシーケンス用のライブラリを調製した。
ライブラリは大規模並列シーケンサー Ion Torrent 

Ion GeneStudio S5を用いてシーケンスを行った後
に、Torrent Suite Softwareを用いてマッピングを
行い、mRNAのリード数をカウントした。なお、
各サンプルのリード数は800万リード以上であっ
た。
Ｆ．GOエンリッチ解析およびKEGGパスウェ

イ解析

　初代神経細胞の EPSおよび CONのマウス由来
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血清エクソソーム添加で発現量に違いがあった
mRNAは DAVID Bioinformatics Resources 6.8を使
用して、Gene Ontology（GO）エンリッチ解析お
よ び Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

（KEGG）パスウェイ解析を行った。
Ｇ．統計解析

　EPSと CONのマウス血清エクソソームの mi-

croRNAの発現量の違いは GraphPad Prismの多重
t検定により解析した。また、EPSの血清エクソ
ソーム刺激条件および CONの血清エクソソーム
刺激条件の初代神経細胞の mRNAの発現量の違
いは GraphPad Prismの多重 t検定により解析した。

結　　　　果

Ａ．電気刺激誘発性筋収縮によるマウスの血清

エクソソーム濃度の変化

　マウス血清から精製したエクソソームの acetyl-

CoA acetylcholinesterase活性を指標として、エク
ソソーム数を換算した結果、CONは1.73個×107/

μl、EPSは1.83個×107/μlであり、群間に有意差
はなかった（図 1）。
Ｂ．電気刺激誘発性筋収縮によるマウス血清エ

クソソームの microRNA 発現プロファイル

の変化

　EPSと CONの血清エクソソームの microRNA

発現プロファイルの違いを図 2 Aのボルケーノプ
ロットに示した。EPSで 2倍以上に発現が増加し

た microRNA は 17種類、 2 倍以上に減少した
micro-RNA は 5 種類であった（図 2 A）。また、
10倍以上に増加した microRNA は miR-1a-3p、
miR-133a-3p、miR-133b-3p、miR-133a-5p、miR-

206-3p、miR-1b-5pであった（図 2 B）。
Ｃ．マウス血清エクソソーム添加による初代神

経細胞のmRNA発現プロファイルの変化

　EPSと CONのマウス由来の血清エクソソーム
添加により初代神経細胞の mRNA発現プロファ
イルの違いを図 3 Aのボルケーノプロットに示し
た。EPSの血清エクソソーム添加で1.5倍以上に
発現が増加した mRNAは70種類、1.5倍以上に減
少した mRNAは62種類であった（図 3 A）。また、
2 倍以上に増加した mRNA は Wfdc15a、Ckap4

であった（図 3 B）。

図 1．マウスの血清エクソソームの数
Fig.1．Number of serum exosomes in mice calculated by mea-

suring exosome acetyl-CoA acetylcholinesterase enzyme ac-
tivity. 

EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.
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図 2．電気刺激誘発性筋収縮による血清エクソソームの microRNA発現プロファイルの変化
Fig.2．Changes in microRNA expression profile of serum exosome by electrical pulse stimulation-induced muscle con-

traction. 
（A）Volcano plot of microRNA-seq sequence data displaying the pattern of gene expression values for EPS group rela-
tive to the CON group. （B）Top 10 in fold change of microRNA. EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.
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Ｄ．エクソソーム添加で変化した mRNA の

GO エンリッチ解析および KEGG パスウェ

イ解析

　エクソソーム添加により初代神経細胞で変化し
た mRNAが分子機能およびシグナリング経路に
及ぼす影響を GOエンリッチ解析および KEGG

パスウェイ解析により予測した。GOエンリッチ
解析により、EPS の血清エクソソーム添加は
Regulation of cell proliferationや Cellular response to 

extracellular stimulusなどの機能に影響を及ぼすこ
とが示された（図 4 A）。また、KEGGパスウェ
イ解析により EPS の血清エクソソーム添加は
Hippo signaling pathwayや Cytokine-cytokine receptor 

interactionなどのシグナリング経路を活性化する

ことが示された（図 4 B）。

考　　　　察

　本研究により、電気刺激誘発性の筋収縮を伴う
レジスタンス運動はマウスの循環エクソソームの
microRNA発現プロファイルを変化させることが
示された。筋収縮により変化した microRNAは22

種類であり、10倍以上に増加した microRNA は
miR-1a、miR-133a、miR-133b、miR-206であった。
これらの microRNAは骨格筋組織に強く発現する
ことから muscle-specific microRNAsと呼ばれてお
り、細胞増殖や分化制御などの機能を有すること
が明らかにされている4）。重要な点として、包括
的な microRNA発現解析を用いた研究では、一過

図 3．血清エクソソーム添加による初代神経細胞の mRNA発現プロファイルの変化
Fig.3．Changes in mRNA expression profile of hippocampus neuroblast by treatment of serum exosome. 

（A）Volcano plot of mRNA-seq sequence data displaying the pattern of gene expression in hippocampus neuroblast 
values for exosome of EPS mice treatment group relative to the exosome of CON mice treatment group. （B）Top 10 
in fold change of mRNA expression. EPS; electrical pulse stimulation, CON; control.
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図 4．初代神経細胞のエクソソーム添加により変化したmRNAの GOエンリッチメント解析および KEGGパスウェイ解析
Fig.4．GO enrichment and KEGG pathway analysis of differentially mRNA in hippocampus neuroblast.
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性の持久的運動は循環エクソソームの microRNA

発現プロファイルを変化させるが、muscle-specific 

miRNAsの発現レベルは変化しないことが報告さ
れている7）。また、我々は90分間の中強度トレッ
ドミル走行運動によるマウスの循環エクソソーム
の microRNA発現プロファイルの変化は、電気刺
激誘発性の筋収縮を伴うレジスタンス運動とは異
なることを報告している（川西ら，第76回日本体
力医学会大会）。したがって、レジスタンス運動
と持久的運動は循環エクソソームの microRNA発
現プロファイルに及ぼす影響は異なる可能性が示
唆される。
　近年にはフルーサイトメトリー技術の発展によ
りエクソソームなどの微小粒子を検出することが
可能になっている。今後は、フルーサイトメトリ 

ー技術を応用して、エクソソームの単一レベルで
の検出を試みることで、運動により分泌されるエ
クソソームのサブタイプを識別することが求めら
れる。
　レジスタンス運動は筋収縮刺激により骨格筋内
の muscle-specific microRNAs などの多種多様な
microRNAを内包した循環エクソソームを分泌す
ることで、全身のさまざまな組織に影響を及ぼす
と考えられる。循環エクソソームは血液脳関門を
通り抜けることで脳にも影響を及ぼすことから、
レジスタンス運動により骨格筋から分泌された循
環エクソソームが脳神経細胞に作用することが考
えられる。本研究では、海馬由来の初代神経細胞
に循環エクソソームを添加することによる
mRNA発現プロファイルへの影響を検証した。
その結果として、レジスタンス運動により分泌さ
れる循環エクソソームは132種類の mRNAの発現
レベルを変化させることが示された。また、GO

エンリッチ解析により、筋収縮に伴い分泌される
循環エクソソームは脳神経細胞の細胞増殖や細胞
外刺激に対する応答性を誘導することが示された。
これまでの研究によりレジスタンス運動トレーニ
ングは脳神経細胞の増殖の増加や細胞死の抑制を
引き起こすことが報告されている5）が、この現象
に骨格筋由来のエクソソームが関与する可能性が
考えられる。また、KEGGパスウェイ解析により、
筋収縮に伴い分泌される循環エクソソームは脳神

経細胞の Hippoシグナル伝達経路を活性化するこ
とが示された。Hippoシグナル伝達経路は神経細
胞の増殖や分化に重要な役割を担うことが明らか
にされている9）ことから、骨格筋由来のエクソ
ソームが Hippoシグナル伝達経路の活性化を介し
て脳神経細胞の機能を制御する可能性が考えられ
る。
　本研究によりレジスタンス運動は神経細胞の増
殖に関連する microRNAの循環エクソソーム内の
発現量を増加させることが示されたことから、運
動トレーニングによるうつ病の予防あるいは改善
に循環エクソソームが重要な役割を担う可能性が
考えられる。しかしながら、本研究においては循
環エクソソームの詳細な生理機能の検証は行えて
いない。今後は、拘束ストレスを負荷することで
うつ様症状を生じさせたモデル動物を用いて、運
動によって分泌される循環エクソソームを投与し
て、不安関連行動の抑制効果を検証する研究が必
要となる。

総　　　　括

　本研究により、一過性のレジスタンス運動は循
環エクソソームにおける特定の microRNAの発現
を増減させること、レジスタンス運動によって分
泌される循環エクソソームが海馬神経細胞におい
て細胞増殖に関連する mRNAの発現を増加させ
ることが示された。
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緒　　　　言

　近年、働き方改革等により労働者のメンタルヘ
ルス対策の強化が求められている。身体活動の推
進は、うつ病などのメンタルヘルスを予防するこ
とが多くの研究で明らかになっていることから9）、
労働者の身体活動を推進することは、有効な対策
の 1つとして期待されている。
　労働者は 1日の大半を職場で過ごし、同僚と相
互に影響を与え合いながら活動している。労働者
の身体活動は、ソーシャルキャピタルを高めるこ
とが知られており1）、より多くの労働者が身体活
動を行う職場では、身体活動を行う者自身が健康
利益を得るほかに、職場のソーシャルキャピタル
が高まり、上司・同僚からのサポートが得られや
すくなる等、個人の身体活動の実施有無にかかわ
らず、職場全体の健康度の改善に寄与する可能性
が考えられる。すなわち、労働者のメンタルヘル

スの決定要因として、労働者個人が身体活動を行
うかに加え、その職場に身体活動を実施する労働
者がより多く含まれるか否か、という視点も考え
られる。しかし、これまで労働者を対象とした研
究では、身体活動の多寡を個人レベルでとらえて
おり、集団（職場）レベルでとらえた研究は少な
く、また日本人を対象としたものは、我々の知る
限り存在しない8）。
　現在、2020年から始まった新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）のパンデミックと、それに
伴う一連の感染予防対策により、人々の身体活動
は低下している10）。更に厚生労働省は、各事業者
に感染リスクとなりうる 3つの密（密集・密接・
密閉）の回避を求め、これに応じ各企業では、
2020年 4月以降、急速にテレワーク（在宅勤務や
サテライトオフィス勤務，オンライン会議等）が
導入された。東京都の調査によると、2020年 4月
以前テレワークを実施していた企業は24％程度で
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** 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター Public Health Research Foundation, Tokyo, Japan.

個人と職場レベルの身体活動が労働者のメンタルヘルスに 
与える影響―マルチレベル分析を用いた大規模職域コホート研究―

 菊　池　宏　幸＊ 小田切　優　子＊ 杉　山　　　匡＊＊

青　木　和　夫＊＊ 下　光　輝　一＊＊ 井　上　　　茂＊

ASSOCIATION BETWEEN MENTAL HEALTH BETWEEN 
INDIVIDUAL- AND WORKPLACE-LEVEL OF PHYSICAL

ACTIVITY AMONG JAPANESE WORKERS

Hiroyuki Kikuchi, Yuko Odagiri, Tadashi Sugiyama, Kazuo Aoki, 
Teruichi Shimomitsu, and Shigeru Inoue

Key words:  physical inactivity, active commuting, multilevel-model,  
epidemiolocal study, COVID-19.

第 36回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書
2019年度 pp.27～35（2022.4）



（28）

あったが、2020年 5月には62％の企業で導入され、
2021年10月時点でも50％以上の企業でテレワーク
が継続されている。このため、労働者は、非労働
者に比べ、働き方がテレワークにシフトしたこと
により、更に身体活動が減少し、そのことがメン
タルヘルスをより悪化させている可能性が考えら
れる。
　そこで本研究は、以下 3点を明らかにする。 1

点目は、多業種を含む労働者 6万人を対象に、個
人の身体活動を行うかが、所属する職場によって
どの程度説明されるのか、 2点目は、個人の身体
活動とメンタルヘルスの関連が、所属する職場の
身体活動水準によって異なるかについて、明らか
にする。更に 3点目は、インターネット調査パネ
ルを用い、COVID-19流行後における労働者の身
体活動変化と、そのメンタルヘルスへの影響を明
らかにすることである。

方　　　　法

Ａ．労働者の健康診断データを用いた研究

　 1．研究デザイン
　横断研究である。
　 2．調査期間と対象者
　2016年 4月 1日から2018年 3月31日の間に公益
財団法人パブリックヘルスリサーチセンターが委
託を受けて、労働安全衛生法に基づくストレス
チェックおよび定期健康診断を実施した企業・団
体に所属する労働者68077人である。
　除外基準は、結果の研究活用に同意の得られな
かった者、50人未満の企業に属する者、職場単位
のグルーピングができない者、職場の人数が10人
未満である者、分析に必要なデータに欠損のある
者である。
　 3．調査項目
1）身体活動
　特定健診の標準的な質問票により、① 1日30分
の歩行の有無、②定期的な運動習慣の有無を評価
した6）。
2）メンタルヘルス
　職業性ストレス簡易調査票によりストレス反応
合計点（①活気の低さ，②イライラ感，③疲労感，
④不安感，⑤抑うつ，⑥身体愁訴の合計，16点満

点，点数が高いほどストレス反応が高いことを示
す）を評価した。
3）職場
　ストレスチェックで把握される事業所コードを
用いて評価した。
4）その他の要因
　ストレスチェックおよび健康診断で把握される、
性、年齢、職種（営業職・専門技術職・事務職・
サービス職・運輸職・生産工程職・その他）、雇
用形態（正社員・契約社員・パート［アルバイ
ト］・その他）、勤務形態（一般，裁量［フレックス］，
その他［交替制勤務］）、現病歴または既往歴（高
血圧・糖尿病・脂質異常症・心疾患）、職業性ス
トレス（仕事の量的負担，仕事の裁量度）を評価
した。
　 4．統計解析・その他
　各身体活動が職場単位でどの程度規定されるか
を明らかするため、職場単位でネストした階層構
造データによる一般化線形混合モデルにより検討
し、職場による級内相関係数（ICC）を算出した。
なお、従属変数は身体活動、独立変数はその他の
要因すべてとし、変数選択は強制投入法を用いた。
　次に、職場単位の身体活動の実施者割合を算出
し、中央値で 2群に分割した。そのうえで、職場
の各身体活動実施者割合の高低間における個人要
因およびメンタルヘルス得点の差を、連続変数は
t検定、カテゴリカル変数はカイ二乗検定を用い
て検討した。最後に、職場の身体活動者割合を独
立変数、ストレス反応合計点を従属変数、その他
の要因と個人の身体活動を共変量とした重回帰分
析を用い、ストレス反応合計点の調整平均値を算
出した。
　なお、研究 Aは東京医科大学医学研究倫理審
査委員会の承諾を得て行った（承認番号：2016-

166）。
Ｂ．インターネット調査パネルを用いた研究

　 1．研究デザイン
　縦断研究である。
　 2．調査期間と対象者
　マイボスコム株式会社にモニター登録している
関東地方に在住する20～70歳代2400人（各年代男
女200人ずつ）である。調査期間は、ベースライ
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ン調査（Wave 1）が2020年 2月25～27日、追跡
調査 1回目（Wave 2）が 5月12～17日、追跡調
査 2回目（Wave 3）が 6月23～28日である（図 1）。
　 3．調査項目
1）身体活動
　Wave 1～3の各調査において、「あなたは 1日平
均してどのくらい歩きますか」という質問に対し、
①15分未満、②15～29分、③30～59分、④60～89

分、⑤90分以上、までの 5件法で回答を得た。 1

日30分以上の日常歩行があるかどうかで対象者を
2群に分類した。
2）メンタルヘルス不良
　K6（Kessler’s psychological distress scale）日本語
版を用いた。先行研究4）に基づき、合計24点中13

点以上をメンタルヘルス不良（severe psychological 

distress; SPD）ありと定義した。
3）その他の要因
　Wave 1 にて、性別、年齢、居住地（都道府県）、
同居者の有無、教育歴（高卒まで・大卒以上）、
現在の喫煙の有無、飲酒（毎日飲む・ときどき飲
む・飲まない）、現病歴・既往歴、インフルエン
ザ予防接種の有無を評価した。
　 4．統計解析・その他
　30分以上の日常歩行者、およびメンタルヘルス
不良を有する者の割合について、Wave間の差を
Friedman検定で比較した。個人単位でネストし
た一般化混合ロジスティック回帰モデルにより、
4時点間でのメンタルヘルス不良発生の調整オッ
ズ比を算出した。従属変数はメンタルヘルス不良
の有無、独立変数は身体活動、共変量は、その他

の要因およびWave 1 の K6得点とし、個人単位の
3時点をグルーピング変数として定義した。なお、
解析は就労の有無別に行った
　研究 Bは、東京医科大学医学研究倫理審査委
員会の承諾を得て行った（承認番号：T2019-

0234）。

結　　　　果

Ａ．労働者の健康診断データを用いた研究

　対象者のうち所属事業所が特定できなかった者、
10人未満の事業所に所属する者、解析する変数に
欠損値が含まれる者を除き、最終分析対象者は
38780人であった（表 1）。うち男性が23388人
（60.3％）、40～64歳が23414人（60.4％）、職種は
事務職が51.7％、職層は管理職が13.9％を占めた。
　対象者が所属する職場（事業所）は803であり、
1事業所当たりの対象者数の平均および標準偏差
は48.4±84.9人であった。対象者のうち、定期的
な運動習慣をもつ者は6449人（16.6％）であり、
1日30分以上の歩行を行う者は13498人（34.8％）
であった。
　個人の身体活動がどの程度職場で規定されるか
について、混合効果マルチレベルモデルの解析結
果を表 2に示す。低身体活動と関連する個人の要
因は、性別（女性）、職種（事務職，サービス職，
生産工程職）、雇用形態（正社員）であった。また、
個人の身体活動は、所属する職場によっても有意
に規定され、級内相関係数および95％信頼区間
（CI）は、運動習慣では0.022（CI: 0.016-0.031）、
歩行時間では0.038（CI: 0.030-0.047）であった。す

図 1．日本における新型コロナウイルス感染者数の推移および調査時期
Fig.1．Date of surveys with COVID-19 epidemic curve in Japan.
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なわち、個人が運動習慣者であるかどうかについ
ては約2.2％、30分以上の歩行を行うかどうかは
約3.8％が、所属する職場によって説明されるこ
とが明らかになった。
　職場単位で運動実施率を算出した結果、運動習
慣者の割合の中央値（25-75パーセンタイル値）
は15.7（11.5-20.8）％、30分以上の歩行者割合は、
34.0（25.8-43.5）％であった。それぞれ中央値以上
の労働者が身体活動を実施している職場とそうで
ない職場間で、個人要因を比較した結果を表 3に
示す。身体活動が高い職場は、男性が多く、営業
職・専門職が多く、正社員が多い職場であった。
これらの個人要因および個人の身体活動を調整し
たうえ、職場の身体活動者割合の高低で、ストレ
ス反応得点の調整平均値を示したものが、図 2で
ある。ストレス反応得点は、運動習慣者が多い職
場に所属する労働者では57.7点、少ない職場に所
属する労働者では58.2点であった（P < 0.001）。
すなわち、運動習慣者割合が高い職場に所属する
労働者は、個人の身体活動の有無にかかわらず、
ストレス反応得点が低いことが明らかになった。
一方、30分以上の歩行者割合の高低では、有意な
差はみられなかった。
Ｂ．インターネット調査パネルを用いた研究

　対象者の特性を表 4に示す。対象者2400人のう
ち、2070人がWave 2 および 3に回答した（追跡
率86.3％）。男性1056人（51.0％）、40～64歳は996

人（48.1％）、就労者は1311人（63.3％）であった。
　Waveごとに 1日30分以上の歩行者の割合と、
メンタルヘルス不良者の割合およびその推移を、
就労の有無別に示す（図 3）。 1日30分以上歩行
する者の割合は、就労者では、Wave 1 に比べ、
Wave 2 では8.3％、Wave 3 でも3.6％有意に減少す
る一方（P < 0.01）、非就労者では、有意な歩数の
変化はみられなかった。また、メンタルヘルス不
良の割合は、就労者・非就労者とも、Wave 1 に
比べ、Wave 2-3ではより高い割合を示していたが、
非就労者では、その変化がより顕著であった。
　一般化混合ロジスティック回帰モデルによるメ
ンタルヘルス不良の発生を予測する因子を推定し
たところ、非就労者において調査時点（Wave 2，
OR: 1.79 ［1.08-2.99］, P = 0.024）が示された。し

表 1 ．対象者の特性（研究 A：労働者の健康診断データ
を用いた研究）

Table 1．Characteristics of study participants （Study A: the 
study using data of annual health check-up of workers）.

n %

Stress response score
（range 29-116）

Mean SD

Total 38780 100 57.9 14.5
Gender
　　Men 23388 60.3 57.2 14.5
　　Women 15392 39.7 59.0 14.6
Age
　　20-39 14319 36.9 59.0 14.6
　　40-64 23414 60.4 57.6 14.4
　　65- 1047 2.7 49.5 12.6
Regular LTPA
　　Yes 6449 16.6 55.0 14.9
　　No 32331 83.4 58.5 14.4
Daily walking time （30-min or longer）
　　Yes 13498 34.8 56.6 14.5
　　No 25282 65.2 58.6 14.5
Types of job
　　Sales 5371 13.8 59.1 14.3
　　Professionals 7062 18.2 56.6 14.1
　　Clerk 20036 51.7 58.1 14.6
　　Service 1862 4.8 58.9 14.8
　　Manual 1804 4.7 57.6 14.9
　　Transport 446 1.2 58.5 14.7
　　Other 2199 5.7 56.4 15.1
Job class
　　Regular 30316 78.2 58.4 14.7
　　Manager 4526 11.7 57.2 13.9
　　Director 857 2.2 52.6 12.6
　　Other 3081 7.9 55.6 14.1
Employment status
　　Regular 25791 66.5 58.4 14.5
　　Contract 8885 22.9 56.8 14.7
　　Temporary 2376 6.1 56.3 14.1
　　Other 1728 4.5 58.1 14.8
Types of schedule
　　Inflexible 33602 86.6 58.0 14.5
　　Discretionary 1506 3.9 56.2 14.2
　　Flexible 1881 4.9 59.0 15.0
　　Other 1791 4.6 56.9 14.8
Past/current history
　　Hypertension 3623 9.3 56.6 14.8
　　Diabetes 1127 2.9 57.9 14.9
　　Hyperlipidemia 2049 5.3 57.8 14.8
　　Heart disease 700 1.8 59.1 15.3
Number of employees at workplace
　　10-19 1650 4.3 57.2 14.1
　　20-29 3454 8.9 57.8 14.2
　　30-39 5298 13.7 57.9 14.5
　　40-49 5390 13.9 58.4 14.3
　　50-99 9765 25.2 57.9 14.4
　　100-149 2292 5.9 58.1 15.0
　　150-199 1957 5.0 59.0 14.7
　　200-299 1878 4.8 58.3 15.6
　　300-499 2431 6.3 57.1 14.8
　　500- 4665 12.0 57.4 14.7

SD; standard deviation, LTPA; leisure time physical activity. 
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表 2．定期的な運動習慣・歩行と関連する要因：マルチレベルロジスティック回帰分析結果
Table 2．Association between individual characteristics and regular physical activity/walking behavior: a mixed-effect logistic regres-

sion results.

Regular LTPA Daily walking time（30-min or longer）

OR 95%CI P OR 95%CI P

FIXED EFFECT （Individual level）
　Gender

　　　Men 1.00 1.00

　　　Women 0.48 （0.45, 0.52） < 0.001 0.68 （0.64, 0.72） < 0.001

　Age 1.01 （1.01, 1.02） < 0.001 0.98 （0.98, 0.99） < 0.001

　Types of job

　　　Sales 1.00 1.00

　　　Professionals 0.92 （0.83, 1.02） 0.100 0.48 （0.44, 0.52） < 0.001

　　　Clerk 0.79 （0.72, 0.87） < 0.001 0.29 （0.27, 0.32） < 0.001

　　　Service 0.83 （0.70, 0.99） 0.030 0.45 （0.39, 0.52） < 0.001

　　　Manual 0.81 （0.68, 0.95） 0.010 0.50 （0.43, 0.57） < 0.001

　　　Transport 0.83 （0.63, 1.1） 0.190 0.40 （0.32, 0.51） < 0.001

　　　Other 0.99 （0.86, 1.15） 0.940 0.47 （0.42, 0.53） < 0.001

　Job class

　　　Regular 1.00 1.00

　　　Manager 0.79 （0.72, 0.87） 0.000 0.61 （0.56, 0.66） < 0.001

　　　Director 0.95 （0.80, 1.13） 0.550 0.71 （0.61, 0.83） < 0.001

　　　Other 0.99 （0.89, 1.11） 0.910 0.91 （0.83, 1.00） 0.050 

　Employment status

　　　Regular 1.00 1.00

　　　Contract 1.27 （1.16, 1.39） < 0.001 1.40 （1.30, 1.50） < 0.001

　　　Temporary 1.30 （1.13, 1.5） < 0.001 1.33 （1.19, 1.49） < 0.001

　　　Other 1.33 （1.13, 1.56） < 0.001 1.23 （1.07, 1.41） < 0.001

　Types of schedule

　　　Inflexible 1.00 1.00

　　　Discretionary 1.19 （1.02, 1.39） 0.030 1.14 （0.99, 1.31） 0.070 

　　　Flexible 1.45 （1.26, 1.68） < 0.001 1.18 （1.04, 1.33） 0.010 

　　　Other 1.09 （0.95, 1.25） 0.230 1.09 （0.97, 1.22） 0.130 

　Stressor score a

　　　Job-demand 1.03 （1.00, 1.06） 0.070 0.99 （0.97, 1.01） 0.270 

　　　Job-control 1.14 （1.10, 1.17） < 0.001 1.13 （1.10, 1.15） < 0.001

　Past/current history

　　　Hypertension 0.90 （0.81, 0.99） 0.030 1.09 （1.00, 1.19） 0.040 

　　　Diabetes 0.96 （0.82, 1.13） 0.610 1.03 （0.90, 1.19） 0.630 

　　　Hyperlipidemia 0.94 （0.83, 1.07） 0.340 0.96 （0.86, 1.07） 0.450 

　　　Heart disease 0.86 （0.70, 1.06） 0.160 1.12 （0.94, 1.32） 0.200 

RANDOM EFFECT （Worksite-level）
　Constant 0.07 （0.05, 0.13） < 0.001 0.13 （0.10, 0.16） < 0.001

a: Stressor scores indicate higher score means unfavorable response. LTPA; leisure time physical activity, OR; odds ratio, CI; confidence 
interval.
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表 3．職場の運動習慣者・日常歩行者の割合の多寡別労働者の特性
Table 3．Characteristic of study participants stratified by physical activity level of work place.

n or mean % or SD

Proportion of workers with regular
LTPA habit

Proportion of workers with walking
of 30- min/day

Lower Higher
P

Lower Higher
P

n or mean % or SD n or mean % or SD n or mean % or SD n or mean % or SD

Total 38780 19380 19400 19504 19276
Gender
　　Men 23388 60.3% 9977 51.5% 13411 69.1% < 0.001 9989 51.2% 13399 69.5% < 0.001
　　Women 15392 39.7% 9403 48.5% 5989 30.9% 9515 48.8% 5877 30.5%
Age 43.60 11.30 43.38 11.13 43.81 11.52 < 0.001 44.40 11.07 42.77 11.53 < 0.001
Types of job < 0.001 < 0.001
　　Sales 5371 13.8% 2143 11.1% 3228 16.6% 863 4.4% 4508 23.4%
　　Professionals 7062 18.2% 3008 15.5% 4054 20.9% 1299 6.7% 5763 29.9%
　　Clerk 20036 51.7% 11640 60.1% 8396 43.3% 14977 76.8% 5059 26.2%
　　Service 1862 4.8% 974 5.0% 888 4.6% 878 4.5% 984 5.1%
　　Manual 1804 4.7% 461 2.4% 1343 6.9% 375 1.9% 1429 7.4%
　　Transport 446 1.2% 186 1.0% 260 1.3% 252 1.3% 194 1.0%
　　Other 2199 5.7% 968 5.0% 1231 6.3% 860 4.4% 1339 6.9%
Job class < 0.001 < 0.001
　　Regular 30316 78.2% 15140 78.1% 15176 78.2% 15090 77.4% 15226 79.0%
　　Manager 4526 11.7% 2136 11.0% 2390 12.3% 2122 10.9% 2404 12.5%
　　Director 857 2.2% 332 1.7% 525 2.7% 338 1.7% 519 2.7%
　　Other 3081 7.9% 1772 9.1% 1309 6.7% 1954 10.0% 1127 5.8%
Employment status
　　Regular 25791 66.5% 11890 61.4% 13901 71.7% 11055 56.7% 14736 76.4%
　　Contract 8885 22.9% 5250 27.1% 3635 18.7% 6068 31.1% 2817 14.6%
　　Temporary 2376 6.1% 1272 6.6% 1104 5.7% 1044 5.4% 1332 6.9%
　　Other 1728 4.5% 968 5.0% 760 3.9% 1337 6.9% 391 2.0%
Types of schedule < 0.001 < 0.001
　　Inflexible 33602 86.6% 17599 90.8% 16003 82.5% 18386 94.3% 15216 78.9%
　　Discretionary 1506 3.9% 159 0.8% 1347 6.9% 199 1.0% 1307 6.8%
　　Flexible 1881 4.9% 813 4.2% 1068 5.5% 259 1.3% 1622 8.4%
　　Other 1791 4.6% 809 4.2% 982 5.1% 660 3.4% 1131 5.9%
Stressor score a

　　Job-demand 3.00 1.09 2.96 1.07 3.05 1.10 < 0.001 3.05 1.09 2.96 1.09 < 0.001
　　Job-control 2.96 1.03 2.86 1.01 3.06 1.04 < 0.001 2.87 1.01 3.05 1.04 < 0.001
Support score a

　　Support from supervisor 3.00 1.11 2.96 1.11 3.04 1.11 < 0.001 2.93 1.10 3.07 1.12 < 0.001
　　Support from co-workers 2.82 1.02 2.82 1.02 2.81 1.02 0.648 2.78 1.00 2.85 1.04 < 0.001
　　Support from family 3.45 1.33 3.46 1.33 3.45 1.33 0.4921 3.41 1.34 3.49 1.32 < 0.001
Past/current history
　　Hypertension 3623 9.3% 1673 8.6% 1950 10.1% < 0.001 1771 9.1% 1852 9.6% 0.074
　　Diabetes 1127 2.9% 537 2.8% 590 3.0% 0.113 543 2.8% 584 3.0% 0.150
　　Hyperlipidemia 2049 5.3% 980 5.1% 1069 5.5% 0.046 1027 5.3% 1022 5.3% 0.873
　　Heart disease 700 1.8% 304 1.6% 396 2.0% < 0.001 348 1.8% 352 1.8% 0.753
Number of employees at workplace < 0.001 < 0.001
　　10-19 1650 4.3% 771 4.0% 879 4.5% 859 4.4% 791 4.1%
　　20-29 3454 8.9% 2105 10.9% 1349 7.0% 2051 10.5% 1403 7.3%
　　30-39 5298 13.7% 2983 15.4% 2315 11.9% 3196 16.4% 2102 10.9%
　　40-49 5390 13.9% 3100 16.0% 2290 11.8% 2977 15.3% 2413 12.5%
　　50-99 9765 25.2% 4633 23.9% 5132 26.5% 4009 20.6% 5756 29.9%
　　100-149 2292 5.9% 749 3.9% 1543 8.0% 647 3.3% 1645 8.5%
　　150-199 1957 5.0% 1080 5.6% 877 4.5% 1235 6.3% 722 3.7%
　　200-299 1878 4.8% 619 3.2% 1259 6.5% 816 4.2% 1062 5.5%
　　300-499 2431 6.3% 1142 5.9% 1289 6.6% 1425 7.3% 1006 5.2%
　　500- 4665 12.0% 2198 11.3% 2467 12.7% 2289 11.7% 2376 12.3%

a: Both scores indicate higher score means unfavorable response. SD; standard deviation, LTPA; leisure time physical activity.
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かし、就労者・非就労者とも、Wave間の歩数の
変化は、メンタルヘルス不良の発生と、有意な関
連が認められなかった。

考　　　　察

　本研究では、多業種を含む労働者 6万人を対象
に、個人の身体活動がどの程度所属する職場に
よって規定されるのかを検討した。その結果、個
人の運動習慣および歩行は、所属する職場によっ
て有意に規定され、その程度は約 2～4％であった。
また、職場単位の身体活動とメンタルヘルスとの
関連を検討した結果、個人の身体活動を含むその
他の背景要因が同程度でも、運動習慣者が多い職
場に所属する労働者では、そうでない職場に所属
する労働者よりも、有意にメンタルヘルスが良好
であった。このことは、労働者のメンタルヘルス
対策としての身体活動の推進を、個人に対して行
うだけでなく、職場単位で進めていくことが有効
であることを示唆している。身体活動については
運動習慣と歩行の 2つについて評価したが、特に、
運動習慣に比べ、歩行時間は、職場単位で説明さ
れる程度がより高かった。この理由として、通勤
中の徒歩が考えられる。すなわち、最寄駅等から
徒歩を要する職場の場合、その職場に通勤してい
る労働者は、通勤中に30分以上の歩行時間が確保
されやすく、職場単位で規定される程度が高く
なったと考えられる。一方、歩行時間が多い職場

図 2．職場の運動習慣者割合の高低ごとにみた、調整済
みストレス反応得点

Fig.2．Adjusted means of stress response score by proportion 
or regular-physical activity or walking in work-site: analysis 
of covariance results.

a: Stress response score indicates higher score means unfavorable 
response. Scores were adjusted by gender, age, job-type, 
job-class, work schedule, past/current medical history, job-demand, 
job-control, and individual physical activity.
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表 4．対象者の特性（研究 B：インターネット調査パネル
を用いた縦断調査）

Table 4． Characteristics of study participants  （Study B: the 
longitudinal study using internet panel）.

n %

Overall 2070

Gender

　　Men 1056 51.0

　　Women 1014 49.0

Age（years）
　　20-39 650 31.4

　　40-64 906 43.8

　　65- 514 24.8

Working status

　　No 759 36.7

　　Yes 1311 63.3

Residential area

　　 Northern Kanto
  （Ibaraki, Tochigi, Gunma 

Prefectures）

194 9.4

　　Saitama Prefecture 333 16.1

　　Chiba Prefecture 293 14.2

　　Tokyo Metropolis 801 38.7

　　Kanagawa Prefecture 449 21.7

Education （years）
　　 Junior or high school 

graduate （≤ 12 years）
474 22.9

　　 Junior college graduate 
（13-15 years）

420 20.3

　　 University graduate or 
above （≥ 16 years）

1107 53.5

　　Other 69 3.3

Annual income （Japanese Yen）
　　< 2 million 905 43.7

　　2 million-< 4 million 536 25.9

　　4 million-< 6 million 325 15.7

　　6 million- 304 14.7

Smoking status

　　Smoker 303 14.6

　　Ex-smoker 311 15.0

　　Non-smoker 1456 70.3

Alcohol consumption

　　None 871 42.1

　　 Seldom （1-4 days/week） 747 36.1

　　Often （5-7 days/week） 452 21.8

Regular vaccinations

　　No 1141 55.1

　　Yes 929 44.9
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で働く労働者のメンタルヘルスが、そうでない労
働者に比べ、必ずしも良好とはいえないという結
果となった。身体活動がメンタルヘルスの改善に
有効であることは多くのシステマティックレ
ビューで示されている一方9）、通勤中の身体活動
は、余暇時間の身体活動に比べ、抑うつの発生を
予防しないという研究もある3,5）。通勤中の身体活
動は、通勤中のエネルギー消費量を増加させ、心
血管疾患等を予防すること等の健康利益が考えら
れるが、メンタルヘルス不良の防止には、不十分
であるのかもしれない。
　次に、本研究では、2020年の COVID-19流行に
よる労働者への身体活動・メンタルヘルスへの影
響を検討した。その結果、COVID-19が国内で流
行する以前である2020年 2 月時点に比べ、労働
者・非労働者ともメンタルヘルスは悪化したこと
が明らかとなった。また、30分以上歩行する者の
割合は、労働者では減少する一方、非労働者では
変化が認められなかった。これは、感染予防を目
的とした不要不急の外出自粛に加え、労働者では
特にテレワーク等により通勤中の身体活動が減少
したことが寄与したと考えられる。
　しかし、歩行時間の変化は、メンタルヘルス悪
化と有意な関連は認められなかった。これは、
COVID-19流行の初期は、人々は感染や隔離・死
亡への不安・恐怖が高まることが、メンタルヘル
ス悪化の主な要因であり2）、身体活動の低下によ

る影響は限定的であった可能性が考えられる7）。
しかし、その後も COVID-19は、感染の拡大と収
束を繰り返しながら、流行が 2年近く続いている。
労働者の身体活動が、長期間にわたり低下してい
る状態が継続することで、メンタルヘルスの悪化
が懸念される。今後、より長期的にわたって追跡
する観察研究が必要である。

総　　　　括

　労働者が身体活動を行うかどうかは、各労働者
が所属する職場により、約 2～4％程度規定される。
また、定期的運動習慣を有する労働者がより多い
職場では、そうでない職場に比べ、個人が運動習
慣を有するかどうかにかかわらず、メンタルヘル
スが良好であった。今後、労働者のメンタルヘル
ス対策には、運動習慣をもてるような取り組みを、
個人のみならず職場単位で行うことが有効である
ことが示唆された。
　また、2020年の COVID-19流行後、労働者の身
体活動は減少している。流行が長期化することに
よる労働者のメンタルヘルスへの影響を検討する
ことが必要である。
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図 3．調査回ごとにみた、30分／／日以上の歩行する者およびメンタルヘルス不良者の割合
Fig.3．Proportion of workers with 30-min/day or longer daily walking time, with severe psychological distress（SPD）by survey 
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のサポートをいただいた東京医科大学公衆衛生学分野の
関係者に御礼申し上げます。
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緒　　　　言

　うつ病などの精神疾患は慢性ストレスを誘因と
して発症することが多いが、腸内細菌とストレス
応答との間に双方向性の関連性が示されている。
特にうつ病や自閉症スペクトラム障害と腸内細菌
の関係性についての知見が散見される5）。そのた
め、腸内環境を整えることは精神疾患の予防につ
ながると考えられる。事実、先行研究より、腸内
環境改善がストレス誘発性のうつ様行動と、それ
に伴う脳内の機能変化を緩和することが知られて
いる6）。一方、精神疾患の治療方法として運動療
法が挙げられているが、運動は腸内細菌に対して
も影響することが報告されている4）。
　また、すべての生物には約24時間の周期をもっ
た概日時計が備わっており、Clock、Bmal1、Per、
Cryといった時計遺伝子が転写・翻訳のネガティ
ブフィードバックループすることでリズムが刻ま
れている。概日時計は脳や心臓、肝臓、筋肉、腸
管など全身に幅広く存在しており、各組織の生理
機能の概日リズムを調節している7）。すなわち、
末梢臓器において、エネルギー代謝や脂質代謝、

筋合成・分解にも概日リズムが存在する。このこ
とを踏まえると、運動による生理機能への影響は、
運動のタイミングによって異なる可能性が考えら
れる。実際に、エネルギー代謝に対する運動の実
施タイミングに関する研究では、マウスにおいて
もヒトにおいても、活動期前半の朝よりも活動期
後半である夕に運動することで、脂肪酸酸化能が
亢進し、体重増加を抑制することが報告されてい
る1）。
　以上を踏まえ、本研究では、1日のうち、“いつ”
運動することで、腸内環境改善に対し最も効果的
であるかを検討し、更に、その腸内環境改善が脳
内モノアミン量変化に寄与するか否かを検討する
ことを目的とした。最終的に本研究を踏まえ「体
内時計」「運動」「腸内細菌」「精神疾患」の関係
性の解明を今後目指していく。

方　　　　法

Ａ．実験動物および実験デザイン

　実験では、9週齢の ICR雄マウスを使用した（東
京実験動物）。本動物実験に関しては、早稲田大
学動物実験審査委員会の承認を得ている（承認番

*　早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工学科　Graduate School of Advanced Science and Engineering, Waseda University, Tokyo, Japan.
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号：2020-A055）。マウスは室温22± 2 ℃、湿度
60± 5％、明期：暗期＝12時間：12時間の明暗環
境で飼育し、明期開始時刻を Zeitgeber time0

（ZT0）、暗期開始時刻を ZT12と定義した。また、
マウスの活動期が暗期であることを踏まえ、暗期
始め 4 時間（ZT12-16）を「朝」、暗期終わり 4

時間（ZT20-0）を「夕」と定義する。マウスへ
の運動負荷として、輪回し（直径11.5 cm）を用
いた自発運動を行わせた。輪回しにはタイマーで
ロックの制御が可能な装置を取り付け、特定の時
間帯内で自由に輪回し運動ができるようにした。
　実験 1ではマウスを以下の 5群用意した。①通
常食－無運動群（Cont.群，n = 6）、②高脂肪食
－無運動群（HFD群，n = 6）、③高脂肪食－自
由運動群（HFD+Ex 群，n = 5）、④高脂肪食－
朝運動群（HFD+M-Ex群，n = 7）、⑤高脂肪食
－夕運動群（HFD+E-Ex 群，n = 6）。各実験条
件下で 8週間飼育する。その後、ZT4のポイント
で盲腸内容物と糞便、大脳皮質、線条体を摘出す
る。なお、摘出した盲腸内容物は pHメーター（pH 

Spear, Eutech Instruments）を用いて、盲腸内 pH

を測定した。
　実験 1の結果を踏まえて、実験 2では運動によ
る脳機能の変化は腸内環境改善を介したものか否
かを確認する。当研究室の先行研究より酸化マグ
ネシウム（MgO）の添加が、短鎖脂肪酸の産生
を抑え、腸内環境改善効果を抑制することがわ
かっている。また、MgOは血液脳関門を通らな
いため、MgO摂取による脳への直接的な影響は
ないことが考えられる。そこで、①通常食－無運
動群（Cont.群，n = 6）、②高脂肪食－無運動群
（HFD群，n = 6）、③高脂肪食－自由運動群（HFD

+Ex群，n = 6）、④MgO添加高脂肪食－自由運
動群（HFD+Ex+MgO群，n = 5）を用意し、実
験 1と同様の測定を行った。
Ｂ．短鎖脂肪酸測定

　短鎖脂肪酸の測定はガスクロマトグラフィー質
量分析計（GC／／MS, 6890／／5973N, Agilent Technologies）
を用いた。0.05 gの盲腸内容物に0.4 mlのジエチ
ルエーテルと0.2 ml のクロロホルムを加え、
SCFAを抽出し、更に、0.05 mlの 1 mol ／／ l硫酸を
加え酸性化した。その後、室温で30秒間14000 

rpmで遠心分離し、上清0.3 mlに TMSI-H（GLサ
イエンス株式会社）を0.1 ml添加した。60℃30分
間加熱することで誘導体化し、 1 μlをカラムに
注入した（InterCap Pure WAX（30 m × 0.25 mm, df 

= 0.5 μm））。
Ｃ．脳内モノアミン測定

　脳内モノアミンの測定は高速液体クロマトグラ
フィー（HPLC-ECD，HTEC500，株式会社エイコ
ム）を用いて測定した。脳組織を0.2 M過塩素酸
溶液に内部標準物質であるイソプロテレノール20 

ngを加えた溶液で、超音波破砕機でホモジナイ
ズした。 4℃で15分間15000 rpmで遠心分離し、
上清を0.45 μmフィルター（EMD Millipore）に通し、
20 μlをカラムに注入した（EICOMPAK SC-5ODS, 

Φ3.0 mm × 150 mm）。なお、移動相は86％の0.1 

M酢酸－クエン酸バッファーと14％のメタノー
ルを混合した条件で測定した。
Ｄ．腸内細菌叢解析（16S rRNA菌叢解析）
　まず、約0.2 gの糞便サンプルを PBSで懸濁し、
懸濁液を100 μmメッシュのナイロンフィルター
（Corning Inc）でろ過した。ろ液を 4℃で20分間
4000 rpmで遠心分離した後、上清を除き、各沈
殿物を0.8 mlの TE10バッファー（10 mM Tris-HCl

／／10 mM EDTA, pH: 8.5）で再懸濁した。 1  mlの
PCI（Invitrogen Corp）、0.1 ml のリゾチームおよ
び0.02 mlのアクロモペプチダーゼを添加して、
DNAを抽出し、エタノール沈殿を行った。
　PCRによる、細菌ゲノム DNAからの16S rRNA

遺伝子の増幅およびラベリングは、Illuminaが提
供するプロトコルを元に行った。最後に、Illumina 

Miseq Reagent Kit v3（Illumina Inc）を使用して
RNAライブラリーのシーケンスを行い、シーケ
ンスデータを得た。
Ｅ．統計解析

　まず、Kolmogorov-Smirnov testおよび Bartlett’s 

testを用いてデータの正規性・分散を調べた。正
規分布かつ等分散の場合、One-way ANOVAを使
用し、事後分析として Tukeyの多重比較検定を
行った。データが非正規分布または不等分散の場
合、Kruskal-Wallis検定を使用し、事後分析とし
て Dunnの多重比較検定を行った。なお有意水準
α < 0.05を有意とみなした。腸内細菌叢の構成比
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較 は Permutational multivariate analysis of variance

（PERMANOVA）を用いて統計量と P値を算出し
た。なお、統計量は UniFrac距離から算出した。

結　　　　果

Ａ．実験 1：運動実施タイミングが腸内細菌叢

および脳内モノアミン量に与える影響

　腸内環境の指標として、盲腸内 pHと盲腸中の
短鎖脂肪酸濃度を測定したところ、Cont.群と比
較して高脂肪食の摂食により、有意な盲腸内 pH

の上昇とすべての短鎖脂肪酸の低下および腸内環
境が悪化していることが確認された。ここで、自
由運動によって特に盲腸内 pHが有意に低下し、
短鎖脂肪酸濃度の増加がみられたことから、自由

運動による腸内環境改善効果が確認された（図
1 a, c-f）。更に、運動の時間帯に着目すると、夕
運動において、盲腸内 pHと酪酸で HFD群と有
意差がみられた（図 1 a, f）。つまり、朝よりも夕
の運動によって腸内環境が改善したことが示唆さ
れた。
　16S rRNA菌叢解析を行い、腸内細菌叢の構成
を比較した。β多様性の解析より、菌叢は Cont.群、
HFD群、HFD+Ex群で異なることが確認された
（図 1 b）。詳細な菌構成の比較を行うため、 4つ
の門について調べた。HFD群と比較して、運動
によって有意に存在量が変化した菌は、Actino-

bacteria、Firmicutesであった。このとき、運動の
時間帯に着目すると、Firmicutes では HFD 群と

図 1．各運動タイミングにおける腸内細菌叢
Fig.1．Microbiota composition and condition was more altered with evening exercise 

rather than morning exercise.
（a）Cecal pH of mice housed for 8 weeks for each group.（b）Bacterial beta diversity in 
comparison of each group.（c-f）Short-chain fatty acids of mice for 8 weeks, including
（c）acetic acid, （d）propionic acid, （e）lactic acid, and（f）butyric acid.（g-j）The relative 

abundance of microbes at the Phylum level（（g）Actinobacteria, （h）Bacteroidetes, （i）
Firmicutes, （j）Proteobacteria）. All values are represented as mean ± SEM. ** P < 
0.01, * P < 0.05, vs Cont.; ++P < 0.01, +P < 0.05, evaluated using the One-way ANOVA 
with Tukey post-hoc test. ##P < 0.01, #P < 0.05, vs Cont.; $P < 0.05, evaluated using 
the Kruskal-Wallis with Dunn post-hoc test. The table in（b）indicate the result using 
PERMANOVA. 
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比較して夕運動で有意に存在量が減少した。また、
有意差はみられないが、朝運動よりも夕運動にお
いて、Actinobacteriaの増加がみられた（図 1  g-j）。
以上の結果より、朝よりも夕の運動によって腸内
細菌叢の構成が大きく変化したことが示唆された。
　次に、脳内モノアミン量を HPLCによって測
定した。特に、大脳皮質と線条体における結果を
記載する。大脳皮質において、HFD群と比較して、
HFD+M-Ex 群、HFD+E-Ex 群においてノルアド
レナリン（NE）が有意に増加した（図 2 a）。また、
線条体において、HFD群と比較して、HFD+Ex群、
HFD+E-Ex 群でドーパミン（DA）が増加傾向に
あった（図 2 h）。以上の結果より、HFD摂食時
に運動することで、大脳皮質の NEおよび線条体
の DAが増加することがわかった。特に、朝運動
よりも夕運動のほうが脳内モノアミン量に与える
影響が大きいと考えられる。
Ｂ．実験 2：運動による脳内モノアミン量の変

化は腸内環境改善を介したものか否かを検証

　盲腸内 pHと短鎖脂肪酸濃度を測定すると、盲

腸内 pHは HFD群と比較して、運動により pHが
低下するが、MgOを添加することで有意に盲腸
内 pHが上昇した（図 3 a）。また、短鎖脂肪酸は、
特に乳酸と酪酸において、運動による有意な増加
および増加傾向がみられ、乳酸では、MgOによ
り有意な増加抑制が確認された（図 3 e, f）。以上
より、運動の腸内環境改善効果は MgOの摂食に
より打ち消される可能性が示された。
　更に、16S rRNA菌叢解析により、腸内細菌叢
の構成を比較した。β多様性の解析より、いずれ
の群も異なる位置にプロットされていることから、
各群で腸内細菌叢の構成が全く異なることが示さ
れた（図 3 b）。具体的な腸内細菌を調べると、
Actinobacteriaで運動によって有意に存在量が増
加した。また、有意差はみられないが、これらの
増加はMgOの摂食により打ち消される傾向がみ
られた（図 3 g）。一方で、Firmicutes において
HFD+Ex+MgO群のみ HFD群と比較して有意に
存在量が減少していることを踏まえると、MgO

の摂食自体が腸内細菌叢の構成を変化させる可能

図 2．各運動タイミングにおける脳内モノアミン含有量
Fig.2．Monoamine in the brain was more increased with exercise.

The monoamine levels in the（a-e）cerebral cortex and（f-j）striatum after 8 weeks of ex-
perimental schedule. 
NE; norepinephrine, MHPG; 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol, DA; dopa-
mine, DOPAC; 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, HVA; 3-methoxy-4-hydroxyphenyl 
acetic acid. All values are represented as mean ± SEM. ++P < 0.01, evaluated using the 
One-way ANOVA with Tukey post-hoc test. 
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性も考えられた（図 3 i）。
　このとき、大脳皮質において、HFD群と比較
して運動により NEが有意に増加し、MgO摂食
によって増加抑制傾向がみられた（図 4 a）。また、
線条体において、HFD群と比較して運動により
DAが有意に増加し、MgO摂食によって有意な
増加抑制がみられた（図 4 h）。更に、DA代謝物
である HVAにおいても運動による有意な増加が
確認された（図 4 j）。以上より、運動によって脳
内モノアミン量が増加するが、その増加が MgO

摂食により打ち消される可能性が示唆された。

考　　　　察

　本研究では、朝よりも夕に運動することで腸内

細菌叢の構成を大きく変化させ、腸内環境を改善
し、脳内モノアミン量を変化させることを初めて
報告した。更に、この脳内モノアミン量変化には
腸内細菌叢が一部関与している可能性を見いだし
た。
　実験 1 より、朝運動よりも夕運動によって
Firmicutes、Actinobacteriaなどの腸内細菌が変化
し、短鎖脂肪酸の増加および盲腸内 pHの低下が
確認された。運動によりなぜ腸内細菌叢の構成が
変化するのか、そのメカニズムはいまだに明らか
となっていないが、いくつかの説が挙げられてい
る4）。その例として、腸管から産生されるサイト
カイン、マイオカイン（筋肉から放出されるサイ
トカインの総称）、体温上昇、自律神経系、胆汁

図 3．酸化マグネシウム摂食条件下における腸内細菌叢
Fig.3．The alteration of microbiota composition and condition due to exercise was can-

celed by the feeding of magnesium oxide.
（a）Cecal pH of mice housed for 8 weeks for each group.（b）Bacterial beta diversity in com-
parison of each group.（c-f）Short-chain fatty acids of mice for 8 weeks, including（c）acetic 
acid, （d）propionic acid, （e）lactic acid, and（f）butyric acid.（g-j）The relative abundance 
of microbes at the Phylum level（（g）Actinobacteria, （h）Bacteroidetes, （i）Firmicutes, （j）
Proteobacteria）. All values are represented as mean ± SEM. **P < 0.01, vs Cont.; +P < 
0.05, evaluated using the One-way ANOVA with Tukey post-hoc test. ##P < 0.01, #P < 
0.05, vs Cont.; $P < 0.05, evaluated using the Kruskal-Wallis with Dunn post-hoc test. 
The table in（b）indicate the result using PERMANOVA. 
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酸などが関与していると考えられている4）。この
なかでも、腸管からのサイトカイン産生、体温変
化、自律神経系には日内変動が存在していること
が知られている7）。例えば、マウスにおける体温
リズムは、活動期始め（朝）に高く、活動期終わ
り（夕）に向けて低くなるというリズムを示す2）。
この体温が低くなる夕に運動することで、朝より
も顕著に上昇するため、夕運動が腸内細菌叢を大
きく変化させた可能性が考えられる。
　以上のように、運動によって腸内細菌叢の構成
が変化するメカニズムが明らかとなっていないた
め、なぜ、夕運動のほうが腸内細菌叢の構成を大
きく変化させるのか、その理由を結論づけること
はまだできないだろう。今後、このメカニズムを
追求し、体内時計との関連を調べることができれ
ば、更に研究が進展するだろう。
　実験 2より、MgOの摂食は、運動による腸内
環境改善効果を抑制させた。このとき、運動によ 

ってみられた、脳内モノアミン量の改善も抑制さ
れた。脳と腸は密接に関連していることが知られ
ており、特に、腸内細菌叢によって産生された代
謝産物が、さまざまな経路を介して脳へと影響す
ることが報告されている3）。その具体例の 1つと
して短鎖脂肪酸の経路が挙げられる。短鎖脂肪酸
が腸管免疫に作用し、産生されたサイトカインが
脳に作用する経路、短鎖脂肪酸が迷走神経に発現
している受容体（GPR41）に作用し、活性化させ
る経路などが考えられている。本研究では、腸内
細菌叢の変化が脳内モノアミン量に影響する作用
経路までは特定することができなかったが、短鎖
脂肪酸が重要な一因であるといえる。また、本研
究で、高脂肪食摂食により NEと DAが低下し、
運動がそれらを増加させることを踏まえると、う
つや不安に対して影響する可能性が考えられるの
で、今後、強制水泳試験や高架式十字迷路による
行動試験評価を行う必要があるだろう。

図 4．酸化マグネシウム摂食条件下おける脳内モノアミン含有量
Fig.4．The alteration of monoamine in the brain due to exercise was canceled by the 

feeding of magnesium oxide.
The monoamine levels in the（a-e）cerebral cortex and（f-j）striatum after 8 weeks of 
experimental schedule. 
NE; norepinephrine, MHPG; 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol, DA; dopa-
mine, DOPAC; 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid, HVA; 3-methoxy-4-hydroxyphenyl 
acetic acid. All values are represented as mean ± SEM. *P < 0.05, vs Cont.; +P < 0.05, 
evaluated using the One-way ANOVA with Tukey post-hoc test. $P < 0.05, evaluated 
using the Kruskal-Wallis with Dunn post-hoc test. 
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総　　　　括

　本研究より、朝よりも夕に運動することで腸内
細菌叢の構成が大きく変化したことがわかった。
更に、大脳皮質における NE、線条体における
DAを増加させることもわかった。そして、この
運動による脳内モノアミン量の変化は、腸内細菌
によって産生された短鎖脂肪酸が関与している可
能性が考えられた。今後、運動タイミングと腸内
細菌叢・脳機能との関係性を更に調べることで、
タイミングを考慮した運動療法の開発につながる
可能性が示唆される。
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緒　　　　言

　高齢者における抑うつは、それ自身が問題とな
るだけでなくその他の身体的・認知的な健康問題
につながる可能性のある深刻な公衆衛生上の課題
である1）。高齢者の抑うつ予防に有効な可能性が
ある介入方法の 1つが社会参加だ。スポーツ組織
で活動するなどの社会参加を促すことで、社会的
ネットワークの拡大、社会的サポートへのアクセ
ス向上、生きがいの獲得などを通して心理的なス
トレスが軽減することが期待される。これまで社
会参加と抑うつの関連を検討した研究は多くある

が、どれも一時点で測定された社会参加を曝露因
子として扱っている。このような分析では「一時
点でのみ社会参加に介入して、その後参加しなく
なっても直接の介入はしなかった場合の効果」を
推定していることになる。しかし、特に高齢者で
は積極的に社会参加の継続を促すような介入をし
なければ、加齢のために次第に社会参加はしなく
なってしまう2）。このとき「一時点での介入」の
効果は「社会参加を継続させる介入」の効果に比
べて著しく小さく推定されてしまうため、本来の
社会参加の保護的な効果を過小に評価してしまう
おそれがある8）。しかし、「社会参加を継続させ
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運動するから抑うつが減るのか、抑うつがないから運動するのか？
― スポーツ組織参加と抑うつの双方向性を考慮した 
公衆衛生的介入効果のシミュレーション―
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る介入」の効果推定のためには従来の統計手法を
用いることはできない。なぜなら社会参加は抑う
つに効果を与えると同時に、抑うつ自体も社会参
加に影響するという双方向の関連が生じており、
時間依存性交絡という問題が生じる5）。そこで本
研究では、時間依存性交絡の対応に適した分析手
法を用いて、社会参加を継続させることが高齢者
の抑うつ症状に与える効果を推定した。

方　　　　法

Ａ．データ

　本研究では日本老年学評価機構（Japan Geron-

tological Evaluation Study; JAGES）のデータを使
用した。JAGESは全国の要介護認定を受けてい
ない65歳以上の高齢者を対象としたコホート研究
で、2010年のベースライン調査、2013年と2016年
に追跡調査を行っている3）。すべての調査に回答
した32748名を分析対象とした。
Ｂ．測定項目

　アウトカムは2016年の抑うつ症状で、測定には
Geriatric Depression Scale（GDS）の短縮日本語版
を使用した4）。これは 0～15点をとる尺度で、点
数が高いほど抑うつ症状が多いことを意味する。
カットオフとして 5点を使用し、 5点以上の人を
抑うつ症状ありとした。社会参加については、
2010年および2013年調査でさまざまな社会活動
（スポーツ組織・ボランティア・趣味の会・町内
会・老人クラブ）への参加の頻度を調査参加者が
報告した。各社会活動について、月に 1回以上参
加をしていた場合、社会参加ありとした。また少
なくとも 1つの社会活動に参加していたかどうか
という二値の曝露変数も定義した。共変量は、
2010年調査から年齢・性別・教育・抑うつ症状・
所得・IADL・婚姻状況・主観的健康感を選択した。
更に時間依存性交絡として、2013年調査から抑う
つ・所得・IADL・婚姻状況・主観的健康感を使用
した。
Ｃ．統計解析

　統計分析では二種類の分析を行って、社会参加
と抑うつの効果を推定した。 1つは、通常の一時
点（2010年）の社会参加とアウトカムの関連を推
定したもの。もう 1つは社会参加を時間依存性曝

露（2010・2013年）として分析したものである。
関連の推定には Targeted Maximum Likelihood Esti-

mation（TMLE）と呼ばれる二重に頑健な手法を
用いた。TMLEはアウトカムに対するモデルと曝
露に対するモデルの両方を用いて、少なくともど
ちらか一方のモデルが正しく設定されている場合
にバイアスのない推定値を与える。したがって、
どちらか一方のみを使用した分析アプローチ
（例：曝露モデルを用いた Marginal Structural 

Model）と比べて、モデルの誤設定によるバイア
スに対してより頑健である。統計的な推定には、
TMLEに加えて複数の機械学習アルゴリズムから
の推定結果を併合する方法（Superlearning）を合
わせて用いた6）。欠損値の処理には多重補完法を
用いた。

結　　　　果

Ａ．記述分析の結果

　少なくとも一種類の社会参加があった人（16725

名）は、全く社会参加がなかった人（11253名）
と比べて女性が多く、高学歴の人が多かった。社
会参加をしている人ではベースラインの時点で抑
うつ症状がある人が少なく、所得が高かった（表
1）。
Ｂ．関連の推定結果

　2016年時点の抑うつ症状の有病割合差および有
病割合比を推定した結果が図 1である。分析方法
によらず、社会参加はおおむね抑うつ症状が少な
いことと関連していた。しかし、関連の強さは社
会参加の種類によって異なり、ボランティアで大
きかった。社会参加の効果の推定値は、一時点で
の評価を行った場合よりも、二時点での継続した
社会参加の効果を推定したときのほうが効果の推
定値が大きかった。例えば、スポーツ組織参加は
一時点でのみ参加を評価した場合は有病割合差=
-0.018（95％信頼区間：-0.029, -0.006）、有病割
合比 =0.93（95％信頼区間：0.88, 0.98）であった。
ところが、「2010-2013の二時点で参加を“継続”
したことの」効果を推定した場合、有病割合差=
-0.030（95％信頼区間：-0.045, -0.015）、有病割
合比 =0.87（95％信頼区間：0.81, 0.94）と関連の
強さは大きくなった。
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考　　　　察

　本研究の結果から、スポーツ組織活動を含む社
会参加が抑うつの予防に効果がある可能性が示唆
された。特に、社会参加を時間依存性曝露ととら
えて「社会参加を継続する介入」の効果を推定す
る統計モデルを使用した場合、従来の一時点での
社会参加に注目した分析よりも大きな効果の推定
値が得られた。この結果は、抑うつ予防を行うう
えで社会参加を継続することの重要性を示唆して
いる。また、高齢者のように時間が経つにつれて
社会参加が自然と少なくなっていくような集団に
おいて、従来のようにー時点でのみ曝露を評価し

た分析では、社会参加が本来もちうる公衆衛生上
の意義を過小評価してしまう可能性があることも
示された。

総　　　　括

　日本人高齢者において社会参加を促すことで、
特にその参加が継続された場合、抑うつ予防効果
が期待できるかもしれない。社会参加の効果推定
を行う際には、時間による社会参加状況の変化を
考慮した分析が重要となる。

表 1．分析対象（n = 32748）における、社会参加の有無ごとのベースラインでの特徴
Table 1．Baseline demographic characteristics of the analytic sample（n = 32748）by levels of social participation in 2010.

Characteristics
Overall No participation ≧ 1 Participation

n = 32748 n = 11253 n = 16725

Gender, n（%）
　Male 14728（45%）  5834（52%）   7122（43%）
　Female 18020（55%）  5419（48%）   9603（57%）
Depressive symptoms, n（%）
　No depressive symptoms 21343（77%）  6870（70%）  11938（83%）
　Mild/Severe depressive symptoms  6405（23%）  2928（30%）   2450（17%）
　Missing  5000  1455   2337

Household income（10000 yen）, mean（SD）   246（155）   238（154）    261（155）
　Missing  4998  1493   2186

Instrumental activities of daily living score, mean（SD）  11.92（1.50）  11.50（1.77）  12.26（1.16）
　Missing  3285   983   1449

Self-rated health, n（%）
　Very good  4461（14%）  1239（11%）   2697（16%）
　Good 23462（73%）  7971（72%）  12194（74%）
　Not good  3854（12%）  1648（15%）   1478（9.0%）
　Bad   423（1.3%）   206（1.9%）    130（0.8%）
　Missing   548   189    226

Education, n（%）
　10 years and over 17803（56%）  5721（52%）  10329（63%）
　9 years and under 14082（44%）  5321（48%）   6038（37%）
　Missing   863   211    358

Marital status, n（%）
　Married 24245（76%）  8525（77%）  12543（77%）
　Not married  7607（24%）  2520（23%）   3814（23%）
　Missing   896   208    368

SD; standard deviation.
We defined mild/severe depressive symptoms as the Geriatric Depression Scale score of 5 points or greater. The dichotomous category 
for social participation was based on the number of social activities（i.e., sports organization, volunteer group, hobby club, local commu-
nity club, and senior club）that they participated in at baseline. The sample size for each social participation stratum does not sum up to 
the overall sample size due to missing in the social participation variables7）.
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図 1．社会参加を対象とした仮想的な介入が2016年の抑うつに与える平均効果の（A）疾病割合差、（B）疾病割合比を用いた
推定結果

Fig.1．Estimated average treatment effects of hypothetical interventions targeting social participation on depressive symptoms in 2016 
in the scale of（A）prevalence differences and（B）prevalence ratios.

A bar around each point indicates 95% confidence intervals. We defined the outcome of depressive symptoms in 2016 as the Geriatric 
Depression Scale score of 5 points or greater. We performed doubly robust targeted maximum likelihood estimation using SuperLearner, 
an ensemble modeling approach using weighted combinations of multiple machine learning algorithms, to estimate the average treatment 
effects. SuperLearner used the following algorithms: generalized linear model, neural net, and extreme gradient boosting. We adjusted 
for municipality of residence, age, gender, education, depressive symptoms, household income, instrumental activities of daily living 
score, marital status, and self-rated health in 2010 as baseline confounders. In estimating the prevalence differences and ratios comparing 
the prevalence of depressive symptoms in 2016 under the hypothetical interventions for time-varying social participation（i.e., “Participa-
tion in 2010 and 2013”, “Never participated”, “Participation in 2013 withholding participation in 2010”, and “Participation in 2010 with-
holding participation in 2013”）, we further adjusted for depressive symptoms, household income, instrumental activities of daily living 
score, marital status, and self-rated health in 2013 as time-dependent confounders7）.
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緒　　　　言

　高齢期におけるメンタルヘルス低下の 1つに抑
うつ徴候があり、うつ病へつながることや生活の
質の低下、後の死亡率上昇や要介護状態、認知症
発症と関連する。抑うつ徴候の有症率は加齢に伴
い上昇することが報告されており、今後ますます
高齢化の進む我が国にとってその予防は喫緊の課
題である。身体活動は抑うつに対する保護因子で
あり、自己効力感の向上をはじめとする心理的な
効果や、脳内神経伝達物質の増加、脳由来神経栄
養因子の増加により抑うつ症状に関連する可能性
が指摘されている。高齢者の身体活動量変化と抑
うつとの関連を検討した縦断研究では、身体活動
量の増加および高水準での維持が抑うつの発症を
抑制する可能性が報告されている3,9）。一方、これ

らの先行研究で用いられている質問紙法による身
体活動評価は、認知機能が低下した高齢者におい
ては、測定バイアスの危険性が高くなりやすく4）、
測定も間欠的になり身体活動量の縦断的な変化を
十分測定できているとはいい難い。世界保健機関
のガイドライン等においては主に中強度以上の身
体活動が高齢者には推奨されていることに加え、
近年は低強度身体活動および座位時間と抑うつと
の関連が報告されている。したがって、高齢者の
身体活動量の変化と抑うつ徴候の関連を検討する
には、客観的な測定方法を用いて身体活動の量と
質を縦断的に評価する必要がある。
　本研究では地域在住高齢者における活動量計に
より客観的に測定した身体活動変化パターンの抽
出および抑うつ徴候発生との関連を分析し、関連
する身体活動量変化パターンを検討することを目

* 国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター　Department of Preventive Gerontology, Center for Gerontology and Social Science, 
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的とした。

方　　　　法

Ａ．研究デザイン

　地域在住高齢者を対象としたコホート研究であ
る National Center for Geriatrics and Gerontology Study 

of Geriatric Syndromeのうち、身体活動量計を参加
者に配布し縦断的に身体活動量の測定を行いその
後追跡郵送調査を実施したコホートのデータを用
いた。ベースライン調査を2015年 9月～2016年 6

月に地域の公共施設にて実施し、身体機能、認知
機能、抑うつ徴候、および生活習慣を包括的に測
定した。参加者に対して調査日に活動量計を配布
した。活動量計は市内公共施設に設置された専用
端末で読み取りを行うことで身体活動データが収
集されるほか、参加者には 1か月分の身体活動の
実績（ 1日ごとの歩数および平均歩行速度）が結
果レポートとして印刷・フィードバックされる。
参加者にはベースライン調査以降、継続して活動
量計を貸し出し月 1回程度の読み取りを行うよう
依頼した。2018年 7～ 9月にかけてベースライン
調査参加者に対して郵送質問紙調査を実施し、抑
うつ徴候について追跡調査を実施した。
　本研究は国立長寿医療研究センター倫理委員会
の承認を得て実施された（承認番号：861- 3）。
Ｂ．対象者

　ベースライン調査および追跡調査に参加し、活
動量計を継続的に利用した65歳以上の高齢者1267

名のうち、基本的日常生活動作能力の低下や認知
症、うつ病、パーキンソン病を有する者、ベース
ライン調査時点にてMini-Mental State Examination

が18点未満、Geriatric Depression Scale-15（GDS）
が 5点以上の者2）、および身体活動量の測定期間
中（月ごと）の有効データが50％未満の者を除く
792名を解析対象とした。
Ｃ．評価項目

　ベースライン調査および追跡調査時に GDSの
測定を行った。ベースライン調査は調査に関する
研修を受けた調査員による面接、追跡調査は自記
式の質問紙にて測定した。追跡調査時点で GDS

が 5点以上の場合を抑うつ徴候ありとした2）。

Ｄ．曝露因子

　身体活動量は 3軸加速度センサーを内蔵した活
動量計（HW-100，花王社製）にて縦断的に調査
した。活動量計は単位時間内の活動強度を測定し
ており5）、 1日の強度別身体活動時間が測定され
る。活動量計のディスプレイには日ごとの歩数が
表示される。3.0 METs以上を中高強度身体活動
時間（MVPA）、1.8～2.9 METsを低強度身体活動
時間（LPA）とした。 1か月内に装着時間が10時
間以上の日が 7日間以上ある場合当該月の集計
データを有効とし、 1か月単位で 1日平均の身体
活動量を集計した。
Ｅ．統計解析

　ベースライン調査時点における研究対象者の特
性について平均値（±標準偏差）および度数（％）
にて示した。
　身体活動量は 1日の平均歩数、LPA、MVPAを
用い、軌跡の類型化には全対象者においてベース
ライン調査および活動量計配布の完了した翌月の
2016年 7 月から追跡アンケート調査を完了した
2018年 9月までのデータを用いた。身体活動量変
化の軌跡はGroup-based trajectory modeling（GBTM）8）

を用いて変化パターンを抽出し、パターン数と軌
跡の形状（直線， 2次曲線，または 3次曲線）は
ベイジアン情報量基準（BIC）を用いて決定した。
また、パターン分けされた対象者のうち10％未満
が属するパターンが出現する分割が行われた場合
は、その手前にて分割を停止した。その後、抽出
された各身体活動量変化のパターンを独立変数、
追跡調査時における抑うつ徴候を従属変数とした
多重ロジスティック回帰モデルを用いて関連を検
討した。追跡調査時に GDSが 5点以上であった
場合を抑うつ徴候ありとした。共変量には年齢、
性別、教育歴を用いた。
　サブグループ解析として、ベースライン調査翌
月の総身体活動量（LPA，MVPAの合計）の中央
値以上または未満の対象者に群分けし、高活動サ
ブグループ（High PA subgroup）および低活動サ
ブグループ（Low PA subgroup）とした。サブグルー
プにおいても全対象者と同様に身体活動量変化の
パターン抽出およびその変化パターンと抑うつ徴
候との関連を分析した。
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　統計解析には R ver4.1.0（https://www.r-project.

org）および STATA MP 16.1（Stata Corporation, Col-

lege Station TX, U.S.）を用いた。

結　　　　果

Ａ．対象者特性

　本研究のベースライン調査時点における対象者
特性を表 1に示す。平均年齢72.2±5.4歳、423名
（53％）が女性であり、追跡調査時点で抑うつ徴
候を示したのは121名（15％）であった。
Ｂ．身体活動量変化の軌跡

　GBTMを用いて身体活動変数（MVPA，LPAお
よび歩数）ごとに縦断的変化パターンを抽出した
結果、全対象者におけるMVPA、LPA、歩数は 3

パターンへ分類された。低活動サブグループの
MVPAが 2 パターンへ分類された以外、その他
のサブグループにおける身体活動変数は 3パター
ンへと分類された。全対象者の身体活動変数にお
いて追跡期間中に顕著な増減を示すパターンはみ
られず概ね同程度の活動量を維持または緩徐に低
下する傾向であった（図 1 A～C）。サブグループ
においても全対象者と同様に同程度の活動量が継

続するパターンを示したが、低活動サブグループ
の MVPAにおいて緩徐に活動量の増加傾向を示
すパターンがみられた（図 1 D～I）。このような
同程度の活動量が継続する軌跡のため、 3パター

図 1．GBTMにより類型化された各身体活動変数の軌跡
Fig.1．Trajectories of physical activity by intensity for all participants and subgroups（A - C: all participants, D - F: active sub-

group, G - I: inactive subgroup）.

表 1．研究対象者（n = 792）のベースライン調査時点で
の特性

Table 1．Participant’s characteristics at baseline survey. 
n = 792

Age, years  72.2（5.4）
Women, yes 423  （53%）
Education, years  11.4（2.3）
Mini-mental state examination, score  27.7（2.2）
Geriatric depression scale, score   1.7（1.3）
Hypertension, yes 377  （48%）
Hyperlipidemia, yes 262  （33%）
Diabetes, yes  98  （12%）
Osteoarthritis, yes 140  （18%）
Heart disease, yes 135  （17%）
Respiratory disease, yes  60  （8%）
Number of medication, n   2.6（2.3）
Grip strength, kg  28.8（7.6）
Gait speed, m/sec   1.1（0.2）
Smoking history, yes 287  （36%）
Alcohol history, yes 287  （36%）

Data are presented as mean（SD）or n（%）. 
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ンへと分類された全対象者・高活動・低活動サブ
グループにおけるそれぞれの身体活動変数を活動
量の低い順に低活動継続群（Low activity continu-

ation）、中等度活動継続群（Moderate activity con-

tinuation）、高活動継続群（High activity continua-

tion）とした。 2パターンへ分類された低活動サ
ブグループの MVPAは低活動継続群、緩徐増加
群（Mild increase）とした。全対象者において中
等度活動継続群・高活動継続群は 1日平均30分間
以上の中高強度身体活動時間を有しており、歩数
については中等度・高活動継続群で概ね8000歩／／
日以上で推移していた。
Ｃ．身体活動量変化と抑うつ徴候発症の関連

　表 2に GBTMにより類型化された身体活動軌
跡パターンごとの対象者数および追跡調査時の抑
うつ徴候発生割合を示す。全対象者において、
MVPA、LPA、歩数ともに低活動継続群に比べて
中等度・高活動継続群で発生割合が少ない傾向で
あった。高活動および低活動サブグループにおい
ても身体活動量が高いパターンにおいて抑うつ徴
候発生割合が低い傾向であった。
　変化の軌跡が 3パターンへ分類された身体活動
変数において高活動継続群では抑うつ徴候の発生
数が少ないため、中等度活動継続群・高活動継続
群を 1群にまとめ、低活動継続群を参照群として
多変量解析を実施した。全対象者において、
MVPAの中等度・高活動継続群は低活動継続群
に比べて抑うつ徴候の発生が少なかった（Odds 

ratio［OR］= 0.635, 95% confidence interval［CI］= 

0.418-0.956, P = 0.031）。LPA（OR = 0.733, 95% CI 

= 0.491-1.09, P = 0.129）、歩数（OR = 0.711, 95% 

CI = 0.469-1.07, P = 0.105）の中等度・高活動継続
群は抑うつ徴候の発生が少ない傾向を示したが、
明らかな関連はみられなかった。
　高活動サブグループにおいてMVPA（OR = 1.02, 

95% CI = 0.589-1.76, P = 0.952）、LPA（OR = 0.644, 

95% CI = 0.376-1.10, P = 0.108）、歩数（OR = 0.722, 

95% CI = 0.408-1.26, P = 0.256）の中等度・高活動
継続群はいずれも抑うつ徴候発生と明らかな関連
を示さなかった。低活動サブグループにおいても
同様に、MVPA（OR = 0.637, 95% CI = 0.289-1.42, 

P = 0.326）における緩徐増加群、LPA（OR = 0.572, 
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95% CI = 0.325-1.01, P = 0.053）、歩数（OR = 0.808, 

95% CI = 0.439-1.53, P = 0.501）の中等度・高活動
継続群は抑うつ徴候発生と明らかな関連を示さな
かった。

考　　　　察

　本研究では地域在住高齢者を対象として身体活
動量計を用いた歩数および強度別身体活動量の縦
断的変化の類型化および類型化した身体活動量に
基づき抑うつ徴候発生との関連を検討した。本研
究対象者全体では身体活動量に明らかな増減を示
すパターンは抽出されず、約 2年間の追跡期間中
は概ね同程度の値もしくは緩徐に低下を示すパ
ターンであった。サブグループ解析において一部
緩徐に活動量が増加するパターンがみられたが、
全対象者での解析と同様に概ね同程度での活動量
で追跡期間中推移した。身体活動量と抑うつ徴候
の縦断的変化の関連について、MVPAの低値で
の継続が抑うつ徴候の発生に関連することが明ら
かとなったが、LPAや歩数ではその関連は明ら
かではなかった。サブグループ解析において抽出
されたパターンでは、いずれも抑うつ徴候と関連
するものはみられなかった。
　質問紙調査にて高齢者の身体活動量の軌跡を調
査した先行研究では、観察期間中に活動量の増加
または減少を示すパターンが抽出された7）ほか、
他の先行研究では徐々に活動量が低下するパター
ンがみられている6）。活動量計を用いた本研究に
おいて身体活動の顕著な増加または減少を示すパ
ターンが抽出されなかった。本研究対象者は身体
活動データの読み取りを地域の施設で継続して
行っており、外出を妨げ身体活動量を低下させる
ようなイベント発生が少ない集団であったと考え
られ、身体活動量の顕著な変化を示すパターンが
抽出されなかったと考えられる。抽出された身体
活動量変化の軌跡パターンと抑うつ徴候に関して、
質問紙によって身体活動を調査した先行研究では
余暇活動レベルの身体活動と抑うつとの関連につ
いて報告されており10）、今回 MVPAが抑うつ徴
候と関連したことはこれらの先行研究の知見と類
似している。今回、LPAおよび歩数の中等度・
高活動継続群においてその関連は明らかではな

かった。今回の対象者は継続した読み取りを実施
していることから、生活レベルの身体活動が保た
れた集団と考えられ、今回はより強度の高い活動
である MVPAに明らかな関連がみられたものと
考えられる。
　本研究で明らかな身体活動量の増減を示すパ
ターンは抽出されなかった。本研究では活動量計
の使用により日々の身体活動量がフィードバック
される。セルフモニタリングは活動量向上と関連
することが報告されており1）、身体活動を維持し
たことが考えられる一方、セルフモニタリングの
みでは活動量は向上しにくいことを示唆している
ものと考えられる。全対象者の半数以上の対象者
が属する MVPA低活動継続群は WHOの推奨値
を下回る活動量であった。また、歩数においても
「健康日本21」の目標値を下回る値にて推移する
低活動継続群に約半数の対象者が属している。こ
れらの身体活動量が低いまま経過した群は抑うつ
徴候の発生頻度も高い傾向にあった。よって、高
齢者における抑うつ徴候を抑えるためにはこのよ
うな集団を対象とした身体活動量向上の方策が重
要であると考えられる。今回、全対象者での分析
において MVPAのみが抑うつ徴候と関連したこ
とは、地域で独立した生活を営み、ある程度外出
頻度も保たれた高齢者においては3.0 METs以上
の運動レベルの身体活動量を向上していくアプ
ローチが高齢期のメンタルヘルスにおいて重要で
あることを示唆しているものと考えられる。
　本研究には限界点がいくつか挙げられる。 1つ
目に対象者が比較的健康状態が保たれた集団に限
定されている点がある。 2つ目に追跡期間中にお
いて抑うつ徴候発生や身体活動量にかかわる交絡
因子をすべて調整できていない点がある。 3つ目
に今回使用した身体活動量計は計測センサー・ア
ルゴリズムから自転車やマシンを用いたトレーニ
ングなど一部の身体活動を十分測定できていない
可能性がある。また、サブグループの解析では、
アウトカムの例数減少により統計的なパワー不足
が考えられた。今後、症例数を増やした解析が必
要である。
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総　　　　括

　追跡期間中の身体活動量の軌跡は概ね同程度で
推移し、MVPAの中等度以上の維持により抑う
つ徴候の発生が少なかった。健康状態および外出
頻度が保たれた地域在住高齢者においては特に
MVPAを維持することが抑うつ徴候発生の抑制
に有効である可能性がある。
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緒　　　　言

　座位行動とは、座位および臥位におけるエネル
ギー消費が1.5メッツ以下のすべての覚醒行動と
定義される。座位行動の長さは、抑うつやウェル
ビーイングの低下につながることが明らかとなっ
ており、この関連は成人だけではなく、子どもに
おいてもみられることがわかっている8）。
　子どもにおける座位行動とメンタルヘルスの関
連を検証したメタ分析では、コホート研究が少な
く因果関係に関する知見は不足している8）。また、
先行研究では座位行動の長さを自己記入式質問紙
によって測定しており、客観的指標を用いている
研究はない。したがって、客観的指標を用いて、
子どもの座位行動とメンタルヘルスの因果関係に
関するエビデンスを蓄積する必要がある。更に、
抑うつなどのメンタルヘルスのネガティブな側面
に注目した研究が多く、ポジティブな側面である
自己肯定感やレジリエンス（逆境を乗り越える力）
について検討した研究は少ない5,6,8）。
　そこで本研究では、東京都足立区の小学校に在

籍する小学生を対象に、 4年生時の活動量計で測
定された座位行動が、 6年生時の自己肯定感およ
びレジリエンスに与える影響を検討することを目
的とした。子どもの座位行動とメンタルヘルスに
関連する要因として、世帯収入や保護者の学歴な
ど社会経済状況や子どもの BMIや生活習慣があ
ることから3）、これらの交絡変数を調整したうえ
で関連を検討した。本研究では、子どもの座位行
動が長いほど、自己肯定感およびレジリエンスが
低いという仮説を立て検証した。

方　　　　法

Ａ．対象者

　東京都足立区の公立小学校 9校に在籍する全 4

年生のうち足立区で実施されている質問紙調査で
回答があった644名を本研究の対象とした。その
うち、活動量計による測定調査の同意が得られた
子ども441名に対して2018年 9月25日～11月16日
にかけて、活動量計を学校を通して配布し、 1週
間の測定を実施した。活動量計による測定調査の
同意が得られた子どものうち、 1）活動量計デー

* 東京医科歯科大学国際健康推進医学分野 Department of Global Health Promotion, Tokyo Medical and Dental University （TMDU）, Tokyo, Japan.
** 日本学術振興会  Japan Society for the Promotion of Science, Tokyo, Japan.

小学校高学年における座位行動がメンタルヘルスに与える影響
―前向きコホート研究―
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タと2018年10月に実施された質問紙調査データと
の突合に同意が得られた子ども、 2）活動量計に
よる座位行動時間が測定できた子どもは231名で
あった。そのうち、2020年10月に実施された質問
紙調査に参加し、目的変数である自己肯定感また
はレジリエンスに関する項目に回答があった202

名を解析対象とした。
Ｂ．測定指標

　 1．座位行動時間
　子どもに活動量計（オムロン活動量計 HJA-

750C）を 1週間装着するよう求めた。座位行動は、
座位および臥位におけるエネルギー消費が1.5

メッツ以下のすべての覚醒行動（60秒以上継続さ
れた行動のみ）と定義する。なお、授業での座位
行動は除く。本研究では、平日 5日間における学
校時間外の座位行動の時間を用いて、 1日の平均
座位行動時間を算出し解析に使用した。
　 2．自己肯定感
　児童用コンピテンス尺度9）の下位尺度である
「自己評価」の10項目（例：「自分には，人に自慢
できるところがたくさんある」「失敗をするので
はないか，といつも心配である」など）について
子どもが回答した。
　 3．レジリエンス
　Children’s Resilient Coping Scale2）の 8項目（例：
「自分のベストを尽くそうとする」「必要なときに
は適切なアドバイスを求めることができる」など）
について保護者が回答した。
　 4．交絡変数
　学年、子どもの性別、BMI（身長・体重）を学
校健診データから得た。子どもの生活習慣として
スクリーンタイム（平日のテレビ視聴時間，平日
のゲーム時間，スマートフォンの使用時間）、睡
眠習慣（平日の不規則な就寝時間，平日の不規則
な起床時間）、運動習慣（運動頻度）、食習慣（朝
食欠食，夕食の孤食）、 1か月当たりの読書数に
ついて、子どもが質問紙によって回答した。食習
慣のうち、親による子どものための調理頻度、子
どもの野菜摂取頻度、子どもの朝食のタンパク質
摂取頻度については保護者の質問紙回答から得た。
子どもの社会的ネットワークとして放課後の居場
所、友人の数について子どもが質問紙により回答

した。世帯状況として、母親・父親の有無、きょ
うだいの有無、祖父母との同居、世帯収入、生活
必需品の非所有、支払い困難経験の有無、母親・
父親の年齢、母親・父親の帰宅時間、母親・父親
の BMI、母親・父親の既往歴の有無、保護者の
メンタルヘルス（K6）、学校欠席の有無、親子の
かかわりとして子どもと学校生活の話をする、子
どもと外出する、虐待傾向の有無について保護者
が質問紙により回答した。
Ｃ．解析方法

　平日の学校時間外の座位行動時間（小学 4年生
時，2018年時点）を60分の単位にし、子どもの自
己肯定感とレジリエンス（小学 6年生時，2020年
時点）を目的変数とした多変量重回帰分析を実施
した。まず、座位行動と子どもの自己肯定感につ
いて、単回帰分析を実施後（Crude model）、Model 

1では、子どもの性別と世帯状況と親の健康状態
（母親・父親の有無，きょうだいの有無，祖父母
との同居，世帯収入，生活必需品の非所有，支払
い困難経験の有無，母親・父親の年齢，母親・父
親の帰宅時間，母親・父親の BMI，母親・父親
の既往歴の有無，保護者のメンタルヘルス（K6））
を調整した。Model 2では、Model 1で調整した
変数に加え、子どもの生活習慣（平日のテレビ視
聴時間，平日のゲーム時間，スマートフォンの使
用時間，平日の不規則な就寝時間，平日の不規則
な起床時間，運動頻度，朝食欠食，夕食の孤食，
親による子どもへの調理頻度，野菜摂取頻度，朝
食のタンパク質摂取頻度，1か月当たりの読書数）
を調整した。Model 3 では、Model 1 および
Model 2で調整した変数に加え、子どもの社会的
ネットワーク（放課後の居場所，友人の数）と学
校欠席の有無を調整した。最後に Model 4 では、
Model 1からModel 3で調整した変数に加え、親
子のかかわり（子どもと学校生活の話をする，子
どもと外出する，虐待傾向の有無）を調整した。
同様の解析を、座位行動と子どものレジリエンス
でも実施した。解析には STATA IC 16.0を使用した。
なお、本研究では研究計画時点よりも解析対象者
数が少なかったため、サンプルサイズを考慮し変
量重回帰分析を用いた。
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Ｄ．倫理

　本研究は東京医科歯科大学医学部倫理審査員会
による承認を得て実施された（承認番号：M2016-

284，M2017-110）。

結　　　　果

Ａ．研究対象者の属性

　本研究の対象者の属性（2018年時点）を表 1に
示す。ひとり親世帯は8.4％、世帯年収が300万円
未満の世帯は7.4％、BMI 25以上の割合は母親が
12.9％、父親が23.8％、心理的ストレスが高い（K6

得点が 5 点以上）保護者（回答者）の割合が
29.2％であった。子どもについて、BMIが 1 SD

以上であった子どもは20.3％、携帯電話等の使用
が 3時間以上の割合は5.9％、ゲーム時間が 3時
間以上の割合は6.4％、テレビ視聴が 3時間以上
の割合は8.9％であった。週に 5日以上運動をす
る割合は25.7％、読書冊数は月に 2～ 3冊が最も
多く27.2％であった。食事について、朝食欠食の
割合は1.0％、夕食を一人で食べている割合は4.0％、
子どもが野菜を食べる頻度が週に 1回未満の割合
は1.0％であった。子どもの社会的ネットワーク
について、自宅以外に週 3日以上放課後に過ごす
居場所がある割合は66.8％、学校を休んだことが
ある割合は37.6％であった。親子関係について、
週に 1日以上子どもと外出している割合は87.6％、
子ども虐待傾向がある割合は31.7％であった。
Ｂ．座位行動時間と自己肯定感、レジリエンス

の関連

　小学 4年生時（2018年）の平日の学校時間外の
座位行動（ 1日の平均時間）は、267.4（±62.6）
分であった。小学 6年生時（2020年）の自己肯定
感得点は17.9（±6.6）点であり、レジリエンス得
点は74.0（±14.7）点であった（表 2）。
　多変量重回帰分析の結果、平日の学校時間外の
座位行動時間は、 2年後の自己肯定感の得点と有
意な関連が認められなかった（Crude model: coef-

ficient = -1.25, 95%CI = -2.69 to 0.18）（表 3）。ま
た、座位行動時間は、子どものレジリエンスとも
関係が示されなかった（Crude model: coefficient = 

-0.62, 95%CI = -2.21 to 0.92）（表 4）。

考　　　　察

　本研究の目的は、小学 4年生における、活動量
計で測定された座位行動時間が、 2年後の小学 6

年生時における自己肯定感およびレジリエンスと
関係があるかを検討することであった。その結果、
平日の学校時間外の座位行動時間の長さは、自己
肯定感およびレジリエンスと関連が示されなかっ
た。本結果は、子どもの座位行動時間が長いほど
自己肯定感およびレジリエンスが低いとする本研
究の仮説と一致しない結果であった。
　先行研究では、座位行動中の活動によってもメ
ンタルヘルスへの影響が異なる可能性が指摘され
てきた。例えば、レジャーや読書中の座位行動は
良好なメンタルヘルスと関連するが、過度なテレ
ビ視聴はメンタルヘルス悪化と関連する9）。また、
カナダで実施された787名の子ども（平均11歳）
を対象とした先行研究では、活動量計で測定され
た座位行動と自己肯定感との関連は認められな
かった4）。この先行研究では、子どもの生活習慣
の影響を調整していなかった点が限界として挙げ
られる。また、先行研究の多くがコホート研究で
はないことから、子どものメンタルヘルスの悪化
によって座位行動時間が長くなるという方向性を
考慮できていなかった。これらの先行研究での限
界点を踏まえ、本研究では、読書習慣など座位行
動と関連する子どもの生活習慣、親子のかかわり
など、座位行動とメンタルヘルスに関係する要因
を調整し、縦断的に関連性を検討した点で重要な
研究といえる。
　一方で、本研究の実施時期として、座位行動時
間を2018年に、目的変数であるメンタルヘルスを
2020年に測定した。この間に、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、多くの子どもが学校に登
校できない期間があったため、2018年時点と2020

年時点の座位行動時間は異なることが予想される。
全対象者が足立区の公立小学校に通っているため、
学校が封鎖されている期間は同一であったことか
ら、新型コロナウイルス感染症による影響の個人
差は比較的小さいと考えられるものの、本研究で
は、2020年時点では活動量計による子どもの座位
行動時間を測定することができなかったため、
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表 1．研究対象者の属性
Table 1．Charactaristics of the participants in this study.

n %
Child’s sex
　Male 93 46.0
　Female 109 54.0
Single parenthood
　No 185 91.6
　Yes 17 8.4
Having sibling
　No 29 14.4
　Yes 173 85.6
Living with grandparent
　No 175 86.6
　Yes 27 13.4
Household income
　< 3000000 15 7.4
　3000000 ≦ 6000000 63 31.2
　6000000 ≦ 10000000 73 36.1
　≧ 10000000 31 15.3
　Unknown 20 9.9
Experience of trouble making payments
　No 190 94.1
　Yes 12 5.9
Experience of deprivation of commodity
　No 177 87.6
　Yes 25 12.4
Maternal age
　< 35 14 6.9
　35 ≦ 40 57 28.2
　40 ≦ 45 76 37.6
　≧ 45 53 26.2
　Missing 2 1.0
Paternal age
　< 35 5 2.5
　35 ≦ 40 35 17.3
　40 ≦ 45 69 34.2
　≧ 45 83 41.1
　Missing 10 5.0
Time to go home（mother）
　By 18:00 94 46.5
　18:00 to 20:00 28 13.9
　20:00 to 22:00 4 2.0
　Later than 22:00 4 2.0
　Irregular due to shift-work 7 3.5
　Irregular due to overtime work 2 1.0
　Missing 63 31.2
Time to go home（father）
　By 18:00 14 6.9
　18:00 to 20:00 50 24.8
　20:00 to 22:00 49 24.3
　Later than 22:00 37 18.3
　Irregular due to shift-work 16 7.9
　Irregular due to overtime work 20 9.9
　Missing 16 7.9
Maternal overweight（BMI≧ 25）
　No 164 81.2
　Yes 26 12.9
　Missing 12 5.9
Paternal overweight（BMI≧ 25）
　No 132 65.3
　Yes 48 23.8
　Missing 22 10.9
Maternal history of disorder
　No 62 30.7
　Yes 140 69.3
Paternal history of disorder
　No 75 37.1
　Yes 127 62.9
Responder’s psychological distress（K6）
　< 5 137 67.8
　≧ 5 59 29.2
　Missing 6 3.0
Child’s BMI
　< –1SD 31 15.3
　–1SD ≧ 1SD 130 64.4
　> 1SD 41 20.3
　Missing 0 0.0
Frequency of using mobile-phone（min）
　0 min 54 26.7
　< 180 min 134 66.3
　≧180 min 12 5.9
　Missing 2 1.0
Frequency of playing game（min）
　0 min 54 26.7
　30 min 46 22.8
　60 min 46 22.8

n %
　90 min 17 8.4
　120 min 9 4.5
　150 min 6 3.0
　180 min 6 3.0
　≧ 180 min 13 6.4
　Missing 5 2.5
Frequency of watching TV（min）
　0 min 23 11.4
　30 min 34 16.8
　60 min 38 18.8
　90 min 30 14.9
　120 min 25 12.4
　150 min 17 8.4
　180 min 12 5.9
　≧180 min 18 8.9
　Missing 5 2.5
Irregular bedtime
　No 192 95.0
　Yes 9 4.5
　Missing 1 0.5
Irregular wake-up time
　No 150 74.3
　Yes 51 25.2
　Missing 1 0.5
Frequency of physical activity
　<5/week 150 74.3
　≧5/week 52 25.7
　Missing 0 0.0
Skipping breakfast
　Yes/sometimes 2 1.0
　No 199 98.5
　Missing 1 0.5
Having dinner alone
　No 194 96.0
　Yes 8 4.0
　Missing 0 0.0
Number of books reading
　0/month 34 16.8
　1/month 21 10.4
　2–3/month 55 27.2
　4–10/month 49 24.3
　11–15/month 17 8.4
　≧16/month 22 10.9
　Missing 4 2.0
Parental frequecy of cooking for child
　≧ 6/week 171 84.7
　< 6/week 31 15.3
Frequency of eating vegetable
　Every breakfast and dinner 42 20.8
　Almost all breakfast and dinner 53 26.2
　Either breakfast or dinner 88 43.6
　2–3/week 16 7.9
　≦1/week 2 1.0
　Missing 1 0.5
Having protein meal for breakfast
　≧ 4/week 171 84.7
　< 4/week 30 14.9
　Missing 1 0.5
Third place spending time in after school except home
　≧ 3/week 135 66.8
　1–2/week 53 26.2
　Others 12 5.9
　Missing 2 1.0
Number of friend in class
　0–4 48 23.8
　5–9 55 27.2
　≧ 10 99 49.0
　Missing 0 0.0
Absence from school
　Yes 76 37.6
　No 121 59.9
　Unknown 5 2.5
Parental frequency of talking about school life with child
　Almost every day 143 70.8
　< 4/week 59 29.2
　Missing 0 0.0
Parental frequency of going out with child
　≧ 1/week 177 87.6
　< 1/week 25 12.4
　Missing 0 0.0
Child maltreatment
　No 136 67.3
　Yes 64 31.7
　Missing 2 1.0
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2018年時点と2020年時点の座位行動時間の相関関
係を検証することはできていない。新型コロナウ
イルス感染症によって、座位行動時間を含む子ど
もの生活習慣や世帯状況が変化した状況において、
改めて子どもの座位行動時間とメンタルヘルスの
関連を検証する必要がある。
　上記に加えて、本研究には次のような限界点も
ある。第一に、子どものレジリエンスは保護者が
評価しており、情報バイアスが存在する点である。
第二に、東京都足立区の公立小学校 9校に在籍す

る子どもを対象としているため、本結果を一般化
するには限界がある点である。第三に、サンプル
サイズが小さかった点である。今後は、より多く
のサンプルサイズで、新型コロナウイルス感染症
の影響を含めて座位行動とメンタルヘルスの関連
を検討する必要がある。
　本研究では、子どもの座位行動とメンタルヘル
スの関連は認められなかったものの、今後の更な
る検証を行っていくうえで、この関連を説明する
メカニズムも明らかにしていく必要がある。座位

表 3．座位行動と自己肯定感の関係
Table 3．Association between sedentary behavior and self-esteem.

Crude model
Coefficient（95%CI）

Model 1
Coefficient（95%CI）

Model 2
Coefficient（95%CI）

Model 3
Coefficient（95%CI）

Model 4
Coefficient（95%CI）

Sedentary time -1.25（-2.69 to 0.18） -1.05（-2.67 to 0.58） -1.35（-3.03 to 0.33） -1.44（-3.15 to 0.26） -1.49（-3.22 to 0.24）

Model 1: Adjusted for child’s sex, single parenthood, having sibling, living with grandparents, household income, experience of trouble 
making payments, experience of deprivation of commodity, maternal age, paternal age, maternal time to go home, paternal time to go 
home, maternal overweight, paternal overweight, maternal history of disorder, paternal history of disorder, and responder’s psychological 
distress.
Model 2: Added child’s BMI, frequency of using mobile-phone（min）, frequency of playing game（min）, frequency of watching TV
（min）, irregular bedtime, irregular wake-up time, frequency of physical activity, skipping breakfast, having dinner alone, number of 
books reading, parental frequency of cooking for child, frequency of eating vegetable, and having protein meal for breakfast into Model 
1.
Model 3: Added third place spending time in after school except home, number of friend in class, and absence from school into Model 2.
Model 4: Added parental frequency of talking about school life with child, parental frequency of going out with child, and child maltreat-
ment into Model 3.

表 2．座位行動時間、自己肯定感、レジリエンスの平均値
Table 2．Demographics of sedentary time, self-esteem, and resilience.

Survey year n Mean SD Minimum Max

Sedentary time（min/day） 2018 231 267.4 62.6 121.4 427.5

Self-esteem 2020 198 17.9 6.6  0  30

Resilience 2020 202 74.0 14.7 25 100

表 4．座位行動とレジリエンスの関係
Table 4．Association between sedentary behavior and resilience.

Crude model
Coefficient（95%CI）

Model 1
Coefficient（95%CI）

Model 2
Coefficient（95%CI）

Model 3
Coefficient（95%CI）

Model 4
Coefficient（95%CI）

Sedentary time -0.62（-2.21 to 0.92） 0.15（-3.60 to 3.90） 0.34（-3.75 to 4.43） 0.31（-3.03 to 4.44） 0.12（-3.93 to 4.17）

Model 1: Adjusted for child’s sex, single parenthood, having sibling, living with grandparents, household income, experience of trouble 
making payments, experience of deprivation of commodity, maternal age, paternal age, maternal time to go home, paternal time to go 
home, maternal overweight, paternal overweight, maternal history of disorder, paternal history of disorder, and responder’s psychological 
distress.
Model 2: Added child’s BMI, frequency of using mobile-phone（min）, frequency of playing game（min）, frequency of watching TV
（min）, irregular bedtime, irregular wake-up time, frequency of physical activity, skipping breakfast, having dinner alone, number of 
books reading, parental frequency of cooking for child, frequency of eating vegetable, and having protein meal for breakfast into Model 
1.
Model 3: Added third place spending time in after school except home, number of friend in class, and absence from school into Model 2.
Model 4: Added parental frequency of talking about school life with child, parental frequency of going out with child, and child maltreat-
ment into Model 3.
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行動とメンタルヘルスの関連を説明するメカニズ
ムは確立されていないものの、次のような仮説が
まとめられている8）。第一に、座位行動が長いほ
ど社会的つながりが減少し、孤独感を抱き、メン
タルヘルス悪化につながる可能性である。第二に、
座位行動はスクリーンタイムとの関連が示されて
いるため、メディアからのメッセージ（例えば，
痩せていることを肯定するようなメッセージ）を
受け取ることで、メンタルヘルスに関連する行動
（例えば，食行動）に影響を与えている可能性が
ある7）。第三に、過度なメディア視聴により、運
動や他者とのコミュニケーションなどを含む重要
な活動に従事できなくなり、認知情動的発達が阻
害される可能性である。本研究では社会的ネット
ワークや生活習慣を調整しているため、これまで
指摘されてきた以外のメカニズムを想定する必要
があるだろう。例えば、身体活動はエンドルフィ
ンの増加を通してメンタルヘルス向上につながっ
ている可能性が示唆されている1）。座位行動とメ
ンタルヘルスの関連についても、神経生物学的視
点を含めてメカニズムを検証していく必要がある。

総　　　　括

　本研究の結果から、平日の学校時間外の座位行
動時間の長さは、自己肯定感およびレジリエンス
と関連がないことが明らかとなった。一方で、新
型コロナウイルス感染症の影響は無視することが
できない。新型コロナウイルス感染症によって変
化した子どもと世帯の状況を考慮し、更なる検証
が必要である。
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緒　　　　言

　高齢者のメンタルヘルスの維持・向上に最適な
運動様式の確立は、運動とメンタルヘルスにおけ
る領域の重要な課題の1つである。近年の研究
（例：Harada et al.4））によると、グループで運動を
行うほうが、1人で行うよりもメンタルヘルスの
維持・向上効果が高い。ただし、グループでの運
動中の交流の程度には個人差が大きく、交流の程
度の違いによって、メンタルヘルスへの効果は異
なると予想される。そのため、高齢者のメンタル
ヘルスの維持・向上に最適な運動様式の確立を目
指すには、社会的な運動様式の観点からの検討も
不可欠である。特に、老年学研究によると、交流
頻度や交流人数など社会関係の量的要因よりも、
満足度や孤立感など社会関係の質的要因のほうが、
メンタルヘルスへの影響力が強い（例：Fuller-

Iglesias2））。したがってグループ運動の場合も、
交流時間や交流人数など交流の量的要因よりも、
交流への満足度や疎外感など交流の質的要因のほ
うが、メンタルヘルスと密接に関連している可能

性がある。この可能性を実証できれば、高齢者に
対してグループ運動を実践する際は、交流の量的
拡大に主眼を置く支援よりも、交流の質的充実に
主眼を置く支援のほうが、メンタルヘルスの維
持・向上に効果的と示唆できる。
　以上から、本研究では、グループ運動中の交流
の量的要因と質的要因のどちらのほうが、高齢者
のメンタルヘルスの変化に影響しているのかを検
証した。

方　　　　法

Ａ．研究デザイン

　本研究は、ランダム化クロスオーバー試験から
得たデータを二次解析した。図 1に、本試験のフ
ローを示した。本試験では、郵送法による事前調
査（2019年 8～ 9月）の後、参加者を即時介入群
と遅延介入群へ無作為に割り付けた。その後、即
時介入群へは、 2か所の会場（神戸大学内施設，
神戸市灘区内の貸会議室）にて、週 1回の介入を、
10週実施した（2019年10～12月）。参加者は、両
会場のうち、いずれかの会場を自由選択して介入

*　神戸大学大学院人間発達環境学研究科　Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Kobe, Japan.
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へ参加した。毎回の介入では、グループ運動
（ウォーキング）の直前と直後に、現在の感情等
に関する質問紙調査を実施した。即時介入群への
10週間の介入終了後、 2回目調査（2019年12月）
を実施した。遅延介入群にも、 2か所の会場で、
週 1回の介入を10週実施した（2020年 1～ 3月）。
ただし、新型コロナウイルス感染症 COVID-19の
流行により、遅延介入群への最終 2回の介入は、
対面でなく講義資料の郵送により実施した。遅延
介入群への介入終了後、3回目調査（2020年 3月）、
4回目調査（2020年 8～ 9月）を実施した。
　本試験は、神戸大学大学院人間発達環境学研究
科内に設置された研究倫理審査委員会の承認を経
て実施し（承認番号：391- 2）、また、UMIN臨床
試験登録システムへ登録した（UMIN000037455）。
参加者へは、文書に従って口頭で説明後、署名に
よる参加同意を得た。
Ｂ．本研究の解析対象者

　神戸市灘区内全域での新聞折り込みと、灘保健
センターの関係組織を通じて参加募集チラシを配
布し、参加者を募った。参加の適格基準は、①60

歳以上、②40～50分程度のウォーキングが可能、
かつ③疾病の既往歴のある場合はかかりつけ医等
による運動実施の了承を得ていることとした。そ
の結果、139名から研究参加の同意が得られた。
うち 1名は参加を辞退したため、138名を割り付
け対象とした（図 1）。このうち、129名から 4回
目調査までの協力が得られた。
　本研究では、129名のうち、グループウォーキ
ングへ参加回数が 3回以下であった33名を除く、
96名（即時介入群48名，遅延介入群48名）を解析
対象者とした。
Ｃ．介入の内容

　本研究では、参加者同士で自由に交流でき、交
流の程度の個人差が生じやすい形態の運動である
ことから、グループ運動のなかでも、グループ
ウォーキングに注目した。
　各回の介入は、前半に講義を、後半にグループ
ウォーキングを行った。荒天時は、講義のみで終
えた。講義では、健康行動と健康増進や行動変容
技法に関して、各回40～50分程度、話題提供した。
後半のグループウォーキングは、ウォーキング直

図 1．本研究における解析対象者のフロー
Fig.1．Flow of the participants through the study.
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前の血圧・心拍が基準（収縮期血圧180 mmHg，
拡張期血圧100 mmHg，心拍110拍／／分）以下であり、
かつ当日の体調に不安のない者のみ参加するよう
に求めた。スタッフ 3～ 4名で誘導しながら、参
加者（20～30名程度）が一斉に40～50分程度の
ウォーキングを実践した。ウォーキング中は、参
加者同士で自由に交流するよう促した。
Ｄ．調査項目

　 1．メンタルヘルス指標
　メンタルヘルスのポジティブな側面の指標とし
てWell-being（WHO-5尺度簡易版5））を、ネガティ
ブな側面の指標として精神的苦痛（K6尺度3））を、
各調査で質問した。
　 2  ．社会的ネットワーク・日常生活全般での孤
独感

　社会的ネットワークとして LSNS短縮版6）を、
日常生活全般での孤独感として UCLA尺度短縮
版9）を、各調査で質問した。
　 3  ．グループウォーキング中の交流の量的・質
的要因

　交流の量的要因として、ウォーキング中の交流
人数と、ウォーキング中に他の人と交流していた
時間の割合（ 0～10割）を、質的要因として、交
流への満足感（単項目： 1～ 5点）とウォーキン
グ中に感じた孤立感（単項目： 1～ 5点）を、毎
回のグループウォーキング直後の質問紙調査で評
価した。各個人について、毎回の回答の平均値を
算出し、本研究で解析した。
　 4  ．各回のグループウォーキングによる一過性
の感情変化

　毎回のグループウォーキングの直前・直後の質
問紙調査で、WASEDA尺度1）（下位尺度：高揚感，
落ち着き感，否定的感情）を質問した。各下位尺
度のウォーキング直前・直後の差分を計算し、一
過性の感情変化とした。各個人について、毎回の
感情変化の平均値を算出し、本研究で解析した。
　 5．日常身体活動量
　各回の調査で、それぞれ連続 7 日、加速度計
（HJA-750C，オムロン社）で日常身体活動量を調
査した。 7日のうち、10時間以上装着した日が 4

日以上あった場合、有効データとした。本研究で
は、事前調査の 1日当たりの平均歩数のデータを、

日常身体活動量に関する指標として解析した。
　 6．基本属性
　事前調査で、性別、年齢、教育歴、現在の就業
状況、現在の婚姻状況、フレイル（基本チェック
リストから判定8））の有無、外向性（TIPI-J尺度7）：
2～14点）を評価した。
Ｅ．解析

　 1  ．介入によるメンタルヘルス、社会的ネット
ワーク、および日常生活全般での孤独感への
効果

　予備解析として、日常身体活動量と基本属性の
影響を調整したうえで、群と調査時期を独立変数、
メンタルヘルス指標、社会的ネットワーク、およ
び日常生活全般での孤独感を従属変数とした混合
モデルを行い、今回のウォーキング介入で、対象
者全体のメンタルヘルスと社会的ネットワークが
向上し、日常生活全般での孤独感が低減したかど
うかを検証した。
　 2  ．ウォーキング中の交流の量的・質的要因が
メンタルヘルスの変化に及ぼす影響

　次に、主要解析として、群、日常身体活動量、
介入直前のメンタルヘルス指標の影響を統計的に
補正したうえで、グループウォーキング中の交流
の量的・質的要因の各項目を独立変数、メンタル
ヘルス指標の介入直前・直後の変化量（即時介入
群では事前調査と 2回目調査の差分，遅延介入群
では 2回目調査と 3回目調査の差分）を従属変数
とした重回帰分析（強制投入法）を行い、交流の
量的・質的要因のうち、どの要因が、メンタルヘ
ルスの変化に影響しているのかを検証した。
　 3  ．社会的ネットワーク、日常生活全般での孤
独感、および感情変化による媒介効果と高齢
者特性による違いの検証

　主要解析で交流のいずれかの要因とメンタルヘ
ルス指標との関連性が確認された場合、この結果
の補足解析として、両者の関連性は、社会的ネッ
トワーク、日常生活全般での孤独感、およびグル 

ープウォーキング直後の一過性の感情変化によっ
て媒介されているかどうかを、パス解析により検
証した。
　加えて、別の観点からの補足解析として、この
関連性は、日常身体活動量や基本属性によらず、
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高齢者に共通で示される関連性であるかどうかを、
交流要因と各特性との交互作用項をステップワイ
ズ法で投入した重回帰分析により検証した。

結　　　　果

Ａ．解析対象者の特徴

　表 1に、解析対象者の事前調査の特徴をまとめ
た。t検定と χ2検定の結果、両群で有意な差異の
ある変数はなかった。表 2に、グループウォーキ
ング中の交流状況とグループウォーキングによる

感情変化の状況をまとめた。t検定の結果、即時
介入群のほうが、平均交流人数が有意に多かった。
Ｂ．介入によるメンタルヘルス、社会的ネット

ワーク、および日常生活全般での孤独感への

効果

　図 2にWell-beingの、図 3に精神的苦痛の、図
4に社会的ネットワークの、図 5に日常生活全般
での孤独感の経時変化をそれぞれ示す。混合モデ
ルの結果、Well-being、精神的苦痛、社会的ネッ
トワーク、日常生活全般での孤独感いずれに対し

表 1．解析対象者の事前調査の特徴
Table 1．Baseline characteristics of participants.

n
Delayed

intervention
group

Immediate
intervention

group
P-value

Mental health

Mental well-being（score, 0 to 15）, M（SD） 96   9.1（2.2）   9.2（2.5）  0.733a

Mental distress（score, 0 to 24）, M（SD） 96   1.7（2.0）   1.9（2.3）  0.745a

Social network（score, 0 to 30）, M（SD） 96  16.2（5.2）  14.6（7.1）  0.235a

Loneliness（score, 6 to 24）, M（SD） 96  12.5（3.0）  11.8（3.4）  0.272a

Daily step counts, M（SD） 92 6478.8（3101.5） 7325.7（3511.2）  0.223a

Demographic factors

Age, M（SD） 96  72.6（4.3）  70.8（4.9）  0.062a

Sex（women）, % 96  58.3%  58.3% >0.999b

Educational background（4-year college）, % 96  54.2%  43.8%  0.307b

Current employment（yes）, % 96  85.4%  83.3%  0.779b

Marital status（married）, % 96  70.8%  85.4%  0.084b

Frailty（yes）, % 96   8.3%   2.1%  0.168b

Extroversion（score, 2 to 14）, M（SD） 96   8.0（2.9）   8.7（2.5）  0.213a

at-test, bchi-squared test. M; mean, SD; Standard deviation.
The sample size of daily step counts at baseline was different from other variables due to missing value. 

表 2．グループウォーキング中の交流とグループウォーキングによる一過性の感情変化に関する記述統計
Table 2．Descriptive statistics of social interaction during walking group and acute affective response to walking group.

n
Delayed

intervention
group

Immediate
intervention

group
P-valuea

Social interaction during walking group

Average number of people interacted with（numbers） 96  3.0（1.4）  2.4（1.4） 0.025

Average rate of interaction（rate, 0 to 10） 96  4.4（2.6）  4.1（2.9） 0.656

Average loneliness with interaction（score, 1 to 5） 96  1.7（0.6）  1.7（0.6） 0.994

Average satisfaction with interaction（score, 1 to 5） 96  2.9（0.7）  2.9（0.8） 0.843

Acute affective response to walking group

Average changes in positive engagement（score, -12 to 12） 96  1.8（1.5）  1.7（1.6） 0.612

Average changes in tranquility（score, -12 to 12） 96  1.4（1.4）  0.8（2.0） 0.137

Average changes in negative affect（score, -12 to 12） 96 -0.6（1.2） -0.7（1.5） 0.870

at-test. The values represent means（standard deviation）.
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ても、有意な介入効果は確認されなかった。
Ｃ．交流の量的・質的要因がメンタルヘルスの

変化に及ぼす影響

　重回帰分析の結果（表 3）、Well-being の変化
量に対しては、交流の量的・質的要因のいずれも
有意に回帰していなかった。一方、精神的苦痛の
変化量に対しては、グループウォーキング中の孤
立感が有意に回帰しており、孤立感の低さと精神
的苦痛の改善度が関連していた。
Ｄ．社会的ネットワーク、日常生活全般での孤

独感、および一過性の感情変化による媒介効

果と高齢者特性による違いの検証

　パス解析の結果（図 6）、社会的ネットワーク、

日常生活全般での孤独感、およびグループウォー
キングによる一過性の感情変化は、グループ
ウォーキング中の孤立感と精神的苦痛との関連性
を有意に媒介していなかった。
　表 3の精神的苦痛の変化量を従属変数とした重
回帰分析に、グループウォーキング中の孤立感と
日常身体活動量および基本属性との交互作用項を
ステップワイズ法で追加投入した。その結果、い
ずれの交互作用項も、モデルに選択されなかった。
したがって、精神的苦痛の変化量に対するグルー
プウォーキング中の孤立感の回帰の大きさは、日
常身体活動量や基本属性によって有意に違うとは
いえないことが示された。
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図 2．Well-beingに対する介入の効果
Fig.2．Intervention effects on well-being.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 3．精神的苦痛に対する介入の効果
Fig.3．Intervention effects on mental distress.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 4．社会的ネットワークに対する介入の効果
Fig.4．Intervention effects on social network.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 5．孤独感に対する介入の効果
Fig.5．Intervention effects on loneliness.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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考　　　　察

　本研究により、グループウォーキング中の孤立
感が、高齢者のメンタルヘルスのネガティブな側
面に影響を及ぼすこと、およびこの影響は高齢者
の特性の違いによらないことが明らかとなった。
これらの結果は、運動を通じたメンタルヘルスの
維持・向上を目指すうえでは、高齢者の特性によ
らず、交流の質的側面、特に孤立感へ配慮すべき
であることを示唆している。本研究は、運動時間・
強度などの生理学的な条件ではなく、運動の社会
的な条件の観点から、高齢者のメンタルヘルス向
上に最適な運動様式の解明に着手した研究と位置
付けられる。
　ただし、グループウォーキング中の孤立感がメ
ンタルヘルスに及ぼす影響は、グループウォーキ
ングに伴う一過性の感情変化や社会的ネットワー
ク、日常生活全般での孤独感によって媒介される
かどうかは明らかとならず、グループウォーキン

グ中の孤立感がメンタルヘルスへ影響を及ぼす機
序を本研究で提示できなかった。一過性の感情変
化や社会的ネットワーク、または日常生活全般で
の孤独感以外の要因の媒介効果に関する今後の検
討が望まれる。
　また、解析対象者全体において、介入によるメ
ンタルヘルス向上効果自体は確認されなかった。
解析対象者全体への効果を導くにはより長期間・
高頻度の介入が必要であった可能性や、新型コロ
ナウイルス感染症 COVID-19の流行が介入効果を
歪めた可能性などが挙げられる。今後は、これら
の可能性に関する検討が求められる。

総　　　　括

　グループ運動中の交流の量的・質的要因が、高
齢者のメンタルヘルスの変化に影響しているのか
を検証した。ウォーキングに注目して検証した結
果、ウォーキング中の孤立感という交流の質的要
因が、高齢者のメンタルヘルスのネガティブな側

表 3．グループウォーキング中の交流の量的・質的要因がメンタルヘルスの変化に及ぼす影響に関する重回帰分析
Table 3．Multiple regression analysis for effects of quantitative and qualitative factors of social interaction during walking group on 

changes in mental health.

Changes in mental well-beinga Changes in mental distressb

β P-value β P-value

Intercept ―  0.828 ―  0.296

Group  0.19  0.042 -0.09  0.324

Last observation of corresponding dependent variablesc -0.71 < 0.001 -0.65 < 0.001

Social interaction during walking group

Average number of people interacted with  0.12  0.256  0.02  0.822

Average rate of interaction -0.18  0.173 -0.18  0.180

Average loneliness with interaction -0.11  0.265  0.22  0.032

Average satisfaction with interaction  0.17  0.174  0.19  0.132

Daily step counts at baseline -0.05  0.605  0.12  0.224

Demographic factors at baseline

Age  0.15  0.131  0.03  0.759

Sex -0.07  0.552  0.09  0.413

Educational background  0.16  0.121  0.05  0.662

Current employment -0.02  0.855  0.08  0.351

Marital status -0.10  0.347  0.22  0.046

Frailty -0.14  0.158  0.10  0.322

Extroversion  0.16  0.124 -0.06  0.516

aF = 4.59［P < 0.001］, R2 = 0.46, bF = 4.53［P < 0.001］, R2 = 0.45, cWell-being or mental distress at baseline survey for immediate inter-
vention group, and at second survey for delayed intervention group.
Group（delayed intervention group = 0, immediate intervention group = 1）, sex（men = 0, women = 1）, educational background（less than 
4-year college = 0, 4-year-college = 1）, current employment status（no = 0, yes = 1）, marital status（no = 0, yes = 1）, and frailty（no = 0, 
yes = 1）were treated as dummy variables.
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面に影響を及ぼすことが明らかとなった。
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図 6．グループウォーキング中の孤立感が精神的苦痛に及ぼす影響の媒介要因に関するパス解析
Fig.6．Path analysis for mediating factors for effects of loneliness with interaction during walking group on mental dis-

tress: a path analysis.
Path coefficients were standardized. For clarity, correlations among acute affective responses and correlation between last 
observation of mental distress and marital status are not displayed in this figure. Last observation of mental distress and 
marital status were included in the model because the multiple regression analysis showed that they statistically signifi-
cantly regressed on changes in mental distress. （c.f. Table 3）.
χ2（12） = 11.4（P = 0.492）, GFI = 0.974, CFI > 0.999, RMSEA < 0.001.
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緒　　　　言

　抑うつは精神疾患のなかで最も有病割合が高く、
その後の機能障害6）や死亡3）のリスク因子である
ことが知られ、予防や改善が重要である。
　これまでの研究で積極的な身体活動やスポーツ
グループへの参加が高齢者個人の抑うつの維持・
改善に寄与するなどの報告がされている2）。更に
地域のスポーツグループ参加割合が高い地域に暮
らす高齢者は、自身のスポーツグループへの参加
状況を問わず、抑うつのリスクが低いことが示さ
れた7）。ただし、その報告は横断研究であるため、
抑うつリスクが低い高齢者が、スポーツグループ
が盛んな地域を選択して居住しているという逆因
果の可能性を否定できない。スポーツグループへ
の参加者は経年的に増加しているものの、スポー
ツグループ参加割合の増加がその地域に暮らす高
齢者の抑うつリスクを減少させるかどうか、縦断
データを用いた報告は見当たらない。
　そこで本研究では、スポーツグループ参加割合

が増加した地域では、個人の参加状況を問わず抑
うつリスクが減少するかどうかを明らかにするこ
ととした。

方　　　　法

Ａ．研究デザインおよび対象者

　本研究は日本老年学的評価研究（Japan Geron-

tological Evaluation Study; JAGES）のデータを用
いた 9 年間の縦断研究である。2010～2011年度
（以下，2010年度）のベースライン調査および
2019年度の追跡調査時に要介護認定を受けていな
い65歳以上高齢者へ自記式郵送調査を実施した。
2010年度は全国31市町在住高齢者169215人に調査
票を配布し、112123人より回答を得た（回収率
66.3％）。2019年度調査は、全国64市町在住高齢
者345356人に配布し、240889人より回答を得た（回
収率69.8％）。このうち 2時点の調査に参加した
19市町のうち、小中学校区を単位とした小地域が
結合可能な 5市町283小地域在住高齢者（2010年
度：21238人，2019年度：24450人）を対象にした。
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地域単位の参加割合を算出する際に安定した集計
値を得るために、 1地域当たりの回答者数が30人
未満となった21地域を除外した。その結果、262

地域が分析対象となり、2010年度は20818人、
2019年度は24042人から地域レベルのスポーツグ
ループ参加割合を求めた。個人レベルの分析対象
者は、 2時点の調査のいずれにも回答し、抑うつ、
スポーツグループ参加に関する設問に欠損のな
かった3130人とした。なお、 2時点の調査を行っ
た19市町においては現在も地域単位の結合を試み
ている。本報告書では、現時点で結合が可能であっ
た 5市町での報告を行う。本研究は日本福祉大学
（承認番号：10-05）、国立長寿医療研究センター
（1274- 2）、千葉大学（3442）の倫理審査委員会
で承認を受け、各自治体との間で定めた個人情報
の取り扱い事項を遵守したうえで実施した。
Ｂ．目的変数

　目的変数は個人レベルの 9年間の抑うつ得点の
変化とし、抑うつの測定には Geriatric Depression 

Scale（GDS）の短縮版を用いた4）。15項目の「はい」
「いいえ」で回答を得る 2択の設問で回答を求めた。
合計15点満点で得点が高いほど抑うつリスクが高
いことを示している。追跡調査である2019年度調
査データの値から2010年度調査データの値を差し
引いた値を用いた。なお、計画書では2019年度の
抑うつの有無としていたが、想定していたよりも
対象者数が減少したために十分な発生数が確認で
きなかった。そのため本報告書では、抑うつ得点
の変化を目的変数とした。
Ｃ．説明変数

　説明変数は、地域と個人レベルのスポーツグ
ループ参加とし、参加頻度に関して「週 4回以上」
「週 2～3回」「週 1回」「月 1～3回」「年に数回」
「参加していない」からそれぞれ回答を求めた。
地域レベルの参加割合は、それぞれの地域の回答
者数を分母とし、月 1回以上と回答した者の割合
を求めた。個人レベルのスポーツグループ参加は
2時点の月 1回以上の参加有無とし、ベースライ
ンの参加有無、追跡時点の参加有無、 2時点とも
に参加有無の 3つのダミー変数を作成した。なお、
計画書ではベースラインのみの参加状況としてい
たが、より精微な分析とするために追跡時点の参

加状況も説明変数に加えた。また、地域と個人レ
ベルの交互作用を確認するためにそれぞれ中心化
した変数の交互作用を投入した。
Ｄ．調整変数

　調整変数はベースラインの性、年齢、可住地人
口密度、抑うつ得点に加え、飲酒の有無、喫煙の
有無、 1年間の世帯所得を世帯構成人数の平方根
で除して算出した等価所得、要治療疾患、就労の
有無、手段的日常生活動作の変化とした。等価所
得は「200万円未満／／年」、「200万円以上／／年」、手
段的日常生活動作は老研式活動能力指標の下位尺
度とし満点を「自立」、その他を「非自立」、可住
地人口密度は4000人／／km2以上を都市、4000人／／km2

未満を非都市とした。
Ｅ．分析方法

　地域レベルのスポーツグループ参加割合変化と
個人レベルの抑うつ得点変化の関連を明らかにす
るために、マルチレベル重回帰分析を行い、レベ
ル 1に個人レベルのスポーツグループ参加有無の
変化、レベル 2に地域レベルスポーツグループ参
加割合変化を投入し、非標準化係数（B）と95％
信頼区間（95% Confidence Interval; CI）を算出した。
Model 1では、地域と個人レベルのスポーツグルー
プ参加およびこれらのクロスレベルの交互作用項
を投入した。Model 2ではModel 1に加え、調整変
数を同時投入した。
　また、ベースライン時点でのスポーツグループ
参加割合の影響を考慮するために、ベースライン
のスポーツグループ参加割合で上位（25.3％以上）、
下位（25.3％未満）群に分け同様の解析を行った。

結　　　　果

　対象者（個人レベル）の平均年齢は70.9± 標準
偏差4.0歳であり、男性1679人（53.6％）、女性
1451人（46.4％）であった。抑うつ得点は2010年
度で2.5±2.7点から2019年度の2.7±2.9点と0.2点増
加した。地域レベルのスポーツグループ参加割合
は2010年度25.0±7.5％から2019年度の27.1±6.6％
と2.1％ポイント増加し、その地域差は-18.9～
28.1％ポイントの増減を認めた（表 1）。
　マルチレベル重回帰分析の結果、全対象では、
個人レベルのスポーツグループ参加有無の変化と
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表 1．分析対象者および対象地域の特徴
Table 1．Characteristics of respondents and community-level variable.

mean/n SD/%
Community-level （n = 262）
　Proportion of sports group participants Baseline 25.0 7.5

Change 2.1 7.2
（Min-Max） -18.9%-28.1%

Individual-level （n = 3130）
　Geriatric Depression Scale, score Baseline 2.5 2.7

Change 0.2 2.4
　Change in sports group participation, Baseline only 291 9.3
　once a month or more Follow up only 307 9.8

Both 754 24.1
　Age year 70.9 4.0
　Sex men 1679 53.6

women 1451 46.4
　Change in smoking Non→ non 2533 80.9

Non→ yes 22 0.7
Yes→ non 124 4.0
Yes→ yes 191 6.1
Missing 260 8.3

　Change in drinking status Non→ non 1453 46.4
Non→ yes 64 2.0
Yes→ non 302 9.6
Yes→ yes 1064 34.0
Missing 247 7.9

　Change in disesse status in treatment Non→ non 1972 63.0
Non→ yes 130 4.2
Yes→ non 495 15.8
Yes→ yes 280 8.9
Missing 253 8.1

　Change in working status Working→ working 413 13.2
Working→ no 408 13.0
No→ working 103 3.3
No→ no 1904 60.8
Missing 302 9.6

　Change in annual equivalent income yen ≥ 2000000→≥ 2000000 1082 34.6
≥ 2000000→< 2000000 529 16.9
< 2000000→≥ 2000000 220 7.0
< 2000000→< 2000000 881 28.1
Missing 418 13.4

　Change in IADL Not decline→ not decline 2446 78.1
Not decline→ decline 98 3.1
Decline→ not decline 214 6.8
Decline→ decline 129 4.1
Missing 243 7.8

　Population density Urban 2018 64.5
Not urban 1112 35.5

The depression scores of the participants averaged 2.5 points at baseline and worsened by an average of 0.2 
points over the 9-year period.  The percentage of community-level sports group participation increased by an 
average of 2.1% from 25.0% at baseline to 27.1% over the 9-year period, with regional differences ranging from 
-18.9 to 28.1 percentage points increase or decrease.
SD; standard deviation, IADL; instrumental activities of daily living.
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抑うつ得点の変化の関連についての非標準化係数
は、2010年度の参加なし、2019年度の参加ありで
-0.45（95%CI: -0.72 - -0.18）、 2時点とも参加で
-0.41（95%CI: -0.60 - -0.21）であり、新たに参
加した者、参加継続した者では抑うつ得点が減少
する関連が確認された。また、地域レベルのスポー
ツグループ参加割合変化との関連は認めなかった
（表 2）。一方、層別解析の結果、2010年度にスポー
ツグループ参加割合が低い地域では、個人の参加
状況によらず、地域レベルのスポーツグループ参
加割合の変化と個人の抑うつ得点変化の非標準化
係数は-0.31（-0.51 - -0.12）であり、地域レベ
ルのスポーツグループ参加割合の増加と抑うつ得
点減少の関連が確認された（表 3）。

考　　　　察

　本研究の主な所見は、 9年間の縦断研究デザイ
ンを用い、スポーツグループ参加割合が低い地域
において、スポーツグループ参加割合10％ポイン
ト増加するごとに、そこに暮らす高齢者は個人の
参加状況を問わず、抑うつ得点が0.31点減少し、
地域レベルのスポーツグループ参加割合増加と抑
うつ得点減少の可能性を示したことである。本研
究の知見はスポーツグループに参加していない高
齢者への波及効果を示す知見であり、地域づくり
の抑うつ予防を推進することに貢献しうる。
　地域のスポーツグループ参加割合は 9年間で
2.1％ポイント増加していた。スポーツ庁が実施
した調査によると、成人の週 1日以上スポーツ実
施者割合は2009年の46.3％から2020年には59.9％
と増加している5）。また、文部科学省は住民が主
体的に参画する地域のスポーツ環境の整備を掲げ
ており、スポーツを実施しやすい環境整備がス
ポーツグループ参加割合の増加につながっている
のかもしれない。
　これまでにスポーツ参加者とメンタルヘルスの
関連がシステマティックレビューにて報告されて
いる2）。それによると、スポーツに参加すること
は身体活動量を通じたメンタルヘルスの改善に加
え、クラブやチームでの心理社会的なつながりと
通じたメンタルヘルスの改善効果の可能性を述べ
ている。一方でこれらの知見はスポーツに参加し

ている者に限られたものである。
　スポーツグループ参加割合と個人の抑うつを検
討した研究では、スポーツグループ参加割合が高
い地域に住む高齢者は、個人の参加状況を問わず、
抑うつ傾向の割合が低いことが示されている7）。
また、地域レベルのスポーツグループ参加割合が
増加した地域で地域レベルの抑うつ傾向保有割合
の減少が報告されている9）。本研究ではこれらを
支持し、かつ縦断研究デザインで個人の要因を考
慮したマルチレベル分析で地域のスポーツグルー
プ参加割合が増加した地域で、個人の抑うつ得点
が減少する可能性を新たに示した。
　地域レベルの要因が個人の健康に影響するメカ
ニズムとして下記の 3点が報告されている1）。そ
れは①社会的伝播、②インフォーマルな社会統制、
③集合的効力である。社会的伝播は、緊密なソー
シャルネットワークを通じて習慣や行動が広がる
ことを示している。インフォーマルな社会統制は
地域社会の秩序を維持する力を指す。集合的効力
は集合的な行動をとるためにどれだけ一致団結で
きるかを示している。スポーツグループ参加割合
が向上した地域では、周囲のスポーツ実施者が増
えることにより、そのような習慣が伝播し、一部
の高齢者に波及効果が認められた可能性がある。
また、近年、地域在住高齢者を対象にスポーツを
「みる」頻度が多い高齢者ほど、抑うつが低いこ
とが示された8）。居住地域のスポーツ参加割合が
増加したことで、スポーツを「みる」頻度が増加
し、抑うつ得点減少と関連した可能性がある。本
研究ではベースラインのスポーツグループ参加割
合が高い地域では文脈効果が認められなかったが、
スポーツを通じた社会的なつながりが成熟した地
域では関連がみえにくかったのかもしれない。
　本研究には下記の限界が考えられる。第 1に対
象者は 2時点ともに要介護認定を受けずに日常生
活が自立しており、調査データが得られた比較的
健康な者に偏っており、結果を過小評価している
可能性がある。第 2に本研究は 2時点の変化同士
の関連を検討しており、抑うつ得点が減少したた
めに、スポーツグループ参加割合が増加したとい
う逆因果を否定できない。一方で、本研究で扱っ
たスポーツグループ参加割合は、その地域に居住
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する回答者から算出したものである。そのため、
本研究のアウトカムである個人レベルの抑うつ得
点が減少したことにより、その地域に居住する高
齢者全体のスポーツグループ参加割合が増加した
という逆因果の可能性は低いと考える。

総　　　　括

　スポーツグループ参加割合が低い地域において、
スポーツグループ参加割合が増加することで、そ
こに暮らす高齢者は個人のスポーツグループ参加
状況を問わず、抑うつ得点が減少する結果が確認
された。地域のスポーツグループ参加を推進する
ことは、スポーツグループ参加有無にかかわらず
そこに暮らす高齢者集団の抑うつ得点低減につな
がる可能性がある。
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緒　　　　言

　サルコペニアとはギリシャ語で筋肉を意味する
「サルコ」と、減少の意味の「ぺニア」の造語で
あり、高齢になるに伴い、筋肉量が減少、筋力が
低下していく現象をいう。30歳頃から進行が始ま
り生涯を通して進行する。高齢者の活動能力低下
や種々の代謝性疾患の大きな原因となっており、
超高齢社会において、サルコペニアの発症予防は
最重要課題である。サルコペニアに肥満が伴う「サ
ルコペニア肥満」はサルコペニアよりも予後が悪
く、糖尿病などの生活習慣病における病態の中心
になっていると考えられるが、詳細な機序は明ら
かではない。筆者らは db/dbマウスが過食と不活
動による肥満に、筋肉量の減少いわゆるサルコペ
ニアを随伴しており、骨格筋内での Foxo1の発現
上昇が「サルコペニア肥満」の病態の中心である
ことを明らかとしている3）。
　近年、アンバイアス・網羅的なマルチオミクス
解析を行うことで疾患の特性解明や個別化医療の
実践を実現し、病気の予測や、治療に役立てるこ
とが可能となっている。本研究はサルコペニア肥
満の骨格筋萎縮誘導機構をリピドミクスおよびゲ

ノミクス解析によって明らかにすることを目的と
した。

方　　　　法

Ａ．骨格筋内のリピドミクス解析

　 8週齢の雄 db/mマウスおよび db/dbマウス（各
群 n = 6）を16週齢時にサクリファイスし、握力、
骨格筋量、内臓脂肪量、ヒラメ筋断面積の測定、
免疫染色を実施した。更にヒラメ筋（ 5 ～15 

mg）および25 μlの血清から脂肪酸メチル化キッ
ト（ナカライテスク）を用いて脂肪酸を抽出し、
ガスクロマトグラフィー質量分析装置（Agilent 

7890/7000D）により長鎖脂肪酸濃度を網羅的に解
析した4）。
Ｂ．骨格筋内発現遺伝子のマイクロアレイ解析

　骨格筋の mRNAを抽出のうえ、マイクロアレ
イ解析（NovaSeq 6000）により遺伝子発現を網羅
的に解析した。
Ｃ．マウス筋管細胞への飽和脂肪酸投与実験

　マウス筋芽細胞（細胞株 C2C12, KAC Co., 

Ltd）を24ウェルプレートに播種し、20％牛胎児
血清（FBS）添加ダルベッコ改変イーグル培地
（DMEM）で培養した（ 2 日目）。培地は 1 日お

*　京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学　 Department of Endocrinology and Metabolism, Kyoto Prefectural University of Medicine, 
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きに交換した。細胞が80％のコンフルエンスに達
したとき、 2％のウマ血清 （分化培地） を添加し
た DMEMで分化を誘導した（ 0日目）。C2C12筋
管細胞を100 μMのパルミチン酸で処理し、対照
細胞はパルミチン酸溶液と同量の100％エタノー
ルで96時間処理した。96時間後（ 5日目）、筋管
細胞に対し両群でミオシン重鎖（MHC）、
MuRF-1の免疫染色、ウエスタンブロット法（WB）
のほか、real-time PCR（RT-PCR）による遺伝子
発現を調べた。
Ｄ．統計解析

　データは JMP ソフトウェアバージョン13.0

（SAS, Cary, NC, USA）を用いて解析した。 2 群
間の差は unpaired t-testで評価し、P < 0.05を統計
的に有意とした。図は、GraphPad Prismソフトウェ
アバージョン9.0を使用して作成した。

結　　　　果

Ａ．握力、骨格筋量、内臓脂肪量

　サルコペニア肥満モデルマウス（SO）である
db/dbマウスでは、対照群（Ctrl）である db/mマ
ウスと比較し有意に握力は低値、内臓脂肪量は高

値、骨格筋量および筋断面積は低値であった（図
1）。
Ｂ．骨格筋、血清中の脂肪酸濃度

　次に骨格筋、血清中の脂肪酸濃度を測定した。
骨格筋内のラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチ
ン酸、ステアリン酸濃度はサルコペニア肥満群で
有意に高値であった一方で、オレイン酸濃度はサ
ルコペニア肥満群で有意に低値であった。血清中
の長鎖脂肪酸も同様の傾向であった（図 2）。
Ｃ．骨格筋内の遺伝子発現

　ヒラメ筋より抽出した mRNAの発現をマイク
ロアレイ解析により網羅的に調べたところ、サル
コペニア肥満群では Foxo1や Mstn、Trim63、
Fbxo32、Hdac4などの筋萎縮関連遺伝子や Fasn、
Elovl6、Cd36、Scd1などの脂肪酸代謝関連遺伝子
の発現が有意に上昇していた（図 3）。更に骨格
筋のMuRF-1の免疫染色を実施するとサルコペニ
ア肥満群で有意に蛍光強度が高値であった（図 4）。
Ｄ．飽和脂肪酸による筋萎縮効果

　A～ Cの結果から、飽和脂肪酸による筋萎縮
効果が疑われたため、マウス筋芽細胞 C2C12を
低血清培地により筋管細胞へ分化させた後、飽和

図 1．db/dbマウスはサルコペニア肥満をきたす
Fig.1．db/db mice showed sarcopenic obesity.

（A）Body weight, （B）Relative grip strength, （C）Relative epididymal fat weight, 
（D）Relative soleus muscle weight（×1000）, （E）Relative plantaris muscle weight
（×1000）, （F）Cross-sectional area of soleus muscle（μm3）.

Data are presented as mean ± SD, **P < 0.01 and ****P < 0.0001 using an un-
paired t-test.
BW; body weight, Ctrl; control, SO; sarcopenic obesity.
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図 2．サルコペニア肥満モデルマウスでは骨格筋、血清中の飽和脂肪酸濃度が上昇する
Fig.2．Saturated fatty acids in sarcopenic obesity mice were higher than those in control mice.

The concentrations of saturated fatty acids in skeletal muscle and sera were shown.（A）lauric acids, （B）myristic acids, （C）
palmitic acids, （D）stearic acids, and（E）oleic acids concentration in skeletal muscle.（F）lauric acids, （G）myristic acids, （H）
palmitic acids, （I）stearic acids, and（J）oleic acids concentration in sera. 
Data are presented as mean ± SD, *P < 0.05, **P < 0.01, and ****P < 0.0001 using an unpaired t-test.
Ctrl; control, SO; sarcopenic obesity.
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図 3．マイクロアレイによる骨格筋中の遺伝子発現解析
Fig.3．Gene expressions in skeletal muscle analyzed using microarray.

（A）Volcano plots show the estimated log2 fold changes（x-axis）against the -log10 P values（y-axis）. FPKMs of（B）Foxo1, （C）Mstn, 
（D）Trim63, （E）Fbxo32, （F）Hdac4, （G）Fasn, （H）Elovl6, （I）Cd36, and（J）Scd1 were shown.
Data are presented as mean ± SD, *P < 0.05, **P < 0.01, and ****P < 0.0001 using an unpaired t-test.
Ctrl; control, FPKM; Fragments per kilobase of exon per million mapped reads, SO; sarcopenic obesity.
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脂肪酸群（PA）として100％エタノールに溶解し
たパルミチン酸（100 μM）を投与し、対照群（Ctrl）
は同量のエタノールのみ投与した。PA群の免疫
染色では Ctrl群と比較し、MHCの蛍光強度が有
意に低下し、MuRF-1の蛍光強度が有意に上昇した。
WBでも同様の結果であった（図 5）。
　RT-PCRの結果、飽和脂肪酸群で筋萎縮関連遺
伝子や脂肪酸代謝関連遺伝子の発現が対照群と比
較して有意に上昇していた（図 6）。

考　　　　察

　サルコペニア肥満群の骨格筋内ではパルミチン

酸をはじめとした飽和脂肪酸濃度が対照群と比較
し有意に上昇しており、発現遺伝子の網羅的解析
から筋萎縮関連遺伝子や脂肪酸代謝関連遺伝子の
発現が有意に上昇していた。細胞実験においても
パルミチン酸を投与した筋管細胞では対照群と比
較して有意な筋萎縮を認めたほか、動物実験の結
果と同様に筋萎縮関連遺伝子や脂肪酸代謝関連遺
伝子の発現が有意に上昇していた。これらの結果
から、飽和脂肪酸の筋肉内の過剰な蓄積が過食お
よび不活動によるサルコペニア肥満の筋萎縮の一
因であることが明らかとなった。一方でオレイン
酸の濃度は他の飽和脂肪酸と異なり、サルコペニ

図 5．パルミチン酸は C2C12筋管細胞の萎縮を促進する
Fig.5．Palmitic acid induces atrophy in C2C12 myotube cells.

（A）Immunohistochemistry of control（Ctrl）and palmitic acid（PA）-treated C2C12 myotube cells. Green: Myosin heavy 
chain. Red: MuRF-1. Blue: DAPI. The fluorescence intensities of（B）myosin heavy chain, and（C）MuRF-1expressed in 
an arbitrary unit（a.u.）were compared.（D）Western blotting of myosin heavy chain, MuRF-1, and Gapdh in C2C12 
myotube cells. 
Data are presented as mean ± SD, **P < 0.01 and ****P < 0.0001 using an unpaired t-test.
a.u.; arbitrary unit, Ctrl; control, PA; palmitic acid.
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図 4．骨格筋の免疫染色（MuRF-1）
Fig.4．Immunohistochemistry of soleus muscle tissues
（MuRF-1）.

Green: MuRF-1, Blue: DAPI. Scale bar, 50 µm. 
Ctrl; control, SO; sarcopenic obesity.
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ア肥満群の骨格筋内で減少していた。既報におい
てオレイン酸は AMPKαリン酸化と GPR43タン
パク質の増加を誘導し、筋管細胞の分化を促進さ
せることが報告されているほか1,2）、脂質毒性の強
い飽和脂肪酸による炎症性細胞死や小胞体ストレ
スであるパイロプトーシスを阻害することが報告
されている5）。Scd1はステアリン酸からオレイン
酸への脂質合成を促進する遺伝子であることから、
サルコペニア肥満群では骨格筋内のオレイン酸濃
度の低下に対する代償機構として Scd1遺伝子の
発現が上昇したと考えられた。

総　　　　括

　糖尿病などの生活習慣病における病態の中心に
なっていると考えられているサルコペニア肥満に
おいては、血糖コントロールの悪化のみならず、
脂質代謝障害がその病態進行に寄与している可能
性が本研究結果から示唆された。本研究結果は骨
格筋内の脂質代謝にフォーカスした新たなサルコ
ペニア肥満治療法の開発の一助となるものである。
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図 6．パルミチン酸は、筋萎縮、脂肪酸合成、炎症、アポトーシスに関連する遺伝子の発現を増加させる
Fig.6．Palmitic acid increases the expression of genes associated with muscle atrophy, fatty acid synthesis, inflammation, and apoptosis.

mRNA levels in C2C12 myotube cells of（A）Foxo1, （B）Mstn, （C）Hdac4, （D）Fbxo32, （E）Trim63, （F）Scd1, （G）Fasn, （H）Srebf1, 
（I）Elovl6, （J）Il6, and（K）Bax.

Data are presented as mean ± SD, **P < 0.01 and ****P < 0.0001 using an unpaired t-test.
Ctrl; control, PA; palmitic acid.
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緒　　　　言

　機能的電気刺激（functional electrical stimulation; 

FES）は、筋収縮を誘発して運動機能を補助また
は回復させるために用いられている8）。神経疾患
後の歩行障害をもつ患者のリハビリテーションに
おいて、FESと歩行訓練を併用した介入が単一の
歩行訓練よりも効果的であることが報告されてい
る5）。例えば、脳卒中患者において、FES歩行訓
練は歩行速度を向上させ、足関節と膝関節の障害
を改善する2）。これらの改善は、神経可塑的変化
や筋力・心肺機能の向上が関与していると考えら
れている。
　運動機能の改善に関する神経可塑的変化には、
運動に関連する大脳皮質の活動、感覚入力、およ
びそれらの同期が重要な役割を果たす7,9）。歩行中
の大脳皮質の活動は立脚期や遊脚期といった位相
に応じて変調することが報告されている10）。した
がって、FESによる歩行訓練では、FESにより誘
発される感覚入力と皮質活動の活動が位相に応じ
て相互作用し、神経可塑的変化を誘導していると

考えられる。このことは、FES歩行訓練後におい
て皮質脊髄路興奮性が増大し、歩行訓練のみでは
その興奮性の増加が認められなかったという研究
結果からも裏付けられる4）。しかし、FESを用い
た歩行訓練は、下肢の運動麻痺などにより歩行が
困難な患者には適していない。歩行の運動観察と
運動イメージの併用（観察 +イメージ）は、身
体動作を伴わずに歩行時の感覚運動野の位相依存
的な活動を誘発するため1,10）、歩行訓練の代替法
となりうる。したがって、FESと観察 +イメージ
を組み合わせた介入手法は、FES歩行訓練と同様
の神経可塑的変化を誘発することが期待できる。
本研究では、FES を単独で使用した介入と FES

を観察 +イメージと併用した介入が、皮質脊髄
路興奮性に及ぼす影響を明らかにすることを目的
とした。皮質脊髄路は一次運動野から脊髄を介し
て筋へ繋がる神経経路であり、歩行の運動制御に
おいても重要な役割を担う。本研究成果は、歩行
リハビリテーションの臨床応用に直結する基礎的
研究知見となる。

* 東京大学大学院総合文化研究科 Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.
** 日本学術振興会 Japan Society for the Promotion of Science, Tokyo, Japan.

歩行の運動イメージと機能的電気刺激の併用による 
脳活動の賦活と歩行機能向上の試み

 金　子　直　嗣＊，＊＊

ATTEMPT TO ACTIVATE BRAIN ACTIVITY AND IMPROVE
WALKING FUNCTION BY COMBINING MOTOR IMAGERY OF 
WALKING AND FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION
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Key words: motor imagery, walking, functional electrical stimulation, corticospinal excitability.
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方　　　　法

Ａ．被験者

　重篤な中枢神経疾患の既往歴をもたない成人健
常者10名を対象として実験を行った（男性 8名，
女性 2名，平均±標準偏差＝27.1±2.7歳）。本研
究は東京大学倫理審査委員会の承認のもと、すべ
ての被検者からインフォームドコンセントを得た
うえで実施された（承認番号：533-3）。被験者に
は別日に 2回の実験に参加してもらい、観察＋イ
メージ＋ FES条件と FES条件の介入効果につい
て調べた。
Ｂ．筋電図

　右足の前脛骨筋とヒラメ筋から表面筋電図を記
録した。皮膚をアルコールで洗浄した後、Ag ／／
AgCl双極性表面電極（Vitrode F-150S，日本光電
工業社製，日本）を各筋腹上に置いた。電極間距
離は10～20 mmとした。筋電図信号は入力箱を
介して増幅器（MEG-6108，日本光電工業社製）
に送られて、15 Hz– 1 kHzの帯域通過フィルタ処
理を通して1000倍に増幅された。筋電図信号は
AD 変換器（Powerlab ／／16SP，ADInstruments 社製，
オーストラリア）を用いてコンピュータのハード
ディスクに記録した。サンプリング周波数は
4 kHzとした。
Ｃ．経頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stim-

ulation; TMS）
　TMSには経頭蓋磁気刺激装置（Magstim200，
Magstim社製，イギリス）およびダブルコーンコ
イル（Magstim社製）を使用した。左半球の一次
運動野へ TMSを行い、前脛骨筋とヒラメ筋の運
動誘発電位（motor evoked potential; MEP）の振幅
が最も大きい場所（hotspot）にコイルの位置を決
めた。コイルナビゲーションシステム（BrainSight，
Rogue Research社製，カナダ）を用いて、コイル
の位置と向きが一定になるようにした。評価にお
ける TMSの刺激強度を決めるために、まず安静
時運動閾値（resting motor threshold; RMT）を調べ
た。TMSを10回行い、50％の確率で各筋から記
録された MEPの最大振幅値が50 μVを超える最
小の強度を RMTとした。前脛骨筋の RMTは、
観察＋イメージ＋ FES条件で刺激装置の最大出

力の38～63％（平均±標準偏差＝46.5±7.4％）、
および FES条件で38～62％（45.7±7.1％）であっ
た。ヒラメ筋の RMTは、観察＋イメージ＋ FES

条件と FES条件で、それぞれ最大刺激出力の38

～60％（46.4±6.1％）と38～66％（47.3±7.3％）
であった。評価における TMSの刺激強度は RMT

の120％に設定した。
Ｄ．機能的電気刺激（FES）
　 2台の定電流電気刺激装置 （DS7Aおよび DS7R，
Digitimer 社製，イギリス）を用いて、FES とし
て総腓骨神経および脛骨神経に電気刺激を与えた。
刺激パルス幅は 1 msに設定した3,6）。総腓骨神経
への刺激では、直径3.2 cmの円形電極を腓骨頭付
近で、前脛骨筋の筋応答（M波または Hoffmann

反射）を誘発する位置に配置した。陰極と陽極の
電極は、それぞれ腓骨頭の後方と前方に配置した。
脛骨神経への刺激では、 5× 5 cmの正方形の電
極を膝蓋骨の上に置き、これを陽極とした。次に、
陰極として直径3.2 cmの円形電極を膝窩の脛骨神
経上で、ヒラメ筋の H反射を誘発する位置に配
置した。各電極はテープで固定した。介入の際、
総腓骨神経と脛骨神経の刺激強度は、それぞれ前
脛骨筋とヒラメ筋に100 μV以上の振幅の筋応答
（M波または Hoffmann反射）を誘発して、筋収
縮を目視できる強度に設定した3）。総腓骨神経に
対する電気刺激の強度は観察＋イメージ＋ FES

条件と FES条件で、それぞれ2.5～11 mA（平均
±標準偏差＝6.3±2.7 mA）および 4～10 mA（6.4

±2.0 mA）であった。脛骨神経に対する電気刺激
の強度は観察＋イメージ＋FES条件とFES条件で、
それぞれ 6～11 mA（8.0±1.6 mA）および 5～13 

mA（7.3±2.4 mA）であった。刺激周波数は30 

Hzに設定した3,6）。以上の FESにおける設定は、
すべての参加者にとって耐えられるものであるこ
とを事前に確認した。
Ｅ．介入と評価

　実験に先立ち、歩行観察＋イメージと FESを
併用する介入の準備を行った（図 1 A）。観察す
る歩行位相とFESのタイミングを同期するために、
20秒間の歩行動画の撮影と同時に（図 1 B）、歩
行者の右足の前脛骨筋とヒラメ筋の筋電図を測定
した（Trigno Wireless System，DELSYS社製，ア
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メリカ）（図 1 C）。記録された筋電図は、トレン
ド除去、ハイパスフィルター（zero-lag fourth-or-

der Butterworth at 15 Hz）、全波整流、ローパスフィ
ルター（zero-lag fourth-order Butterworth at 5  Hz 

cutoff）で平滑化された（図 1 D）。処理した各筋
の筋電図の振幅値を、20秒間の歩行中のその筋の
最大値で正規化した。それぞれの筋において、正
規化されたた筋電図が15％を超えた段階を ON位
相、15％を下回った段階を OFF位相とした（図
1 D）。介入時には、前脛骨筋の ON位相では総
腓骨神経を、ヒラメ筋の ON位相では脛骨神経を
刺激した。OFF位相では、FESは行われなかった。
　被験者には、32インチのスクリーン（Multisync 

V321，NEC社製，日本）の前に座り、体を静止
させ、リラックスするように指示した。介入前、
介入終了直後と30分後で、前脛骨筋とヒラメ筋の
それぞれに対応するコイルの位置と強度を用いて
TMSを15回行い、MEPを記録した。
　介入前に、実験条件に応じて以下の説明と指示
をすべての被験者に与えた。
　観察＋イメージ＋ FES条件（図 2 A）： FES（総

腓骨神経と脛骨神経の電気刺激）と同期した歩行
映像がスクリーンに表示された。歩行映像と FES

のタイミングは、プログラミングソフトウェア
MATLAB（ver. 2021a，MathWorks社製，アメリカ）
と AD変換器（NI USB-6259，National Instruments

社製，アメリカ）を用いて制御した。被験者は歩
行者の右足を観察し、歩行者と同じように歩いて
いることをイメージするように指示された。この
際、随意的な筋収縮を行わないように注意をした。
　FES条件（図 2 B）：観察 +イメージ＋ FES条
件と同様の FESが与えられた。被験者は画面上
に提示された注視点を見るように指示された。
　いずれの条件でも、介入は 4つのブロックで構
成された（図 2 C）。各ブロックの間には、 1 分
間の休憩を設けた。各ブロックでは、20秒の FES

図 1．歩行観察＋イメージと FESを併用する介入の準備
Fig.1．Preparation for the intervention using AO combined 

with MI of walking and FES.
Seven seconds of data are shown. We simultaneously recorded 
20 seconds of walking video（A and B）and EMGs in the right 
TA and SOL muscles（C）. The recorded EMGs were smoothed 
by filtering（D）. The phase when the amplitude value of the 
normalized EMG exceeded the threshold（15%）was considered 
as the ON phase of the electrical stimulation and the phase 
when the amplitude value was below the threshold was consid-
ered as the OFF phase（D）.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, EMG; electromyographic signal, TA; the 
tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.

図 2．各条件と介入の構成
Fig.2．Intervention for each condition.

In the AO+MI+FES condition（A）, a walking video synchronized 
with the FES was displayed on the screen. In the FES condition
（B）, the same FES was given. Participants were instructed to 
look at a fixation cross presented on a screen. In both conditions, 
the intervention consisted of four blocks（C）. There was a break 
of at least one minute between blocks, and each block consisted 
of 16 FES sessions of 20 seconds（D）.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation.
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セッションを16回行った。各セッションでは、実
際の歩行時の前脛骨筋とヒラメ筋の筋活動に対応
したタイミングで、総腓骨神経および脛骨神経に
対して電気刺激を与えた（図 2 D）。また、16回
のセッションのうち 1回は、被験者が自発的に前
脛骨筋とヒラメ筋の収縮を行わないことを確認す
るために、FESを行わないキャッチトライアルと
した。キャッチトライアルの順番は無作為に決め
た。すべてのキャッチトライアルにおいて、いず
れの条件でも筋活動がないことを確認した。
Ｆ．データ分析と統計処理

　TMSにより誘発された各筋のMEPの最大振幅
値を算出した。介入前における MEPを100％と
して、介入終了直後と30分後における MEPの変
化率を算出した。統計処理は、統計ソフトウェア
（SPSS，IBM 社製，アメリカ）による Friedman

検定およびWilcoxon符号順位検定を用いた。有

意水準は 5％とした。

結　　　　果

　MEPの典型波形を図 3に示す。各筋、各条件、
各時間における正規化前と正規化後の MEP振幅
値を表 1に示す。
　図 4にMEPの変化率、表 2に Friedman検定の
結果を示す。Friedman 検定（要因：時間）を各
筋の各条件で実施した結果、前脛骨筋の観察＋イ
メージ＋ FES条件でのみ有意差が認められた（P 

< 0.05）。前脛骨筋の FES条件、ヒラメ筋の両条
件では有意差は認められなかった。Wilcoxon符
号順位検定の結果、観察＋イメージ＋ FES条件
では、前脛骨筋の正規化された MEP振幅値が、
介入前および介入終了直後と比較して、介入終了
30分後で有意に増加した（図 4 A，vs介入前，z 

= 2.803，P = 0.015；介入終了直後，z = 2.803，P 

表 1．正規化前と正規化後のMEP振幅値（平均±標準偏差）
Table 1．MEP amplitude values before and after normalization（mean ± standard deviation）.

Non-normalized values（mV） Normalized values（%）
AO+MI+FES FES AO+MI+FES FES

MEP Before 0.215 ± 0.145 0.233 ± 0.143 100 ± 0 100 ± 0

TA 0 min after 0.305 ± 0.240 0.241 ± 0.184 146 ± 71 99.2 ± 43.5

30 min after 0.495 ± 0.242 0.302 ± 0.196 283 ± 148 132 ± 52

MEP Before 0.186 ± 0.118 0.172 ± 0.092 100 ± 0 100 ± 0

SOL 0 min after 0.184 ± 0.119 0.159 ± 0.112 111 ± 45 91.7 ± 27.7

30 min after 0.208 ± 0.135 0.191 ± 0.130 118 ± 33 107 ± 27

AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional electrical stimulation, MEP; motor 
evoked potential, TA; the tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.

図 3．前脛骨筋とヒラメ筋のMEPの典型例
Fig.3．Representative examples of MEPs in the tibialis anterior and so-

leus muscles.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional electrical 
stimulation, MEP; motor evoked potential, TMS; transcranial magnetic 
stimulation.
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= 0.015）。介入前と介入終了直後の間に有意差は
なかった（P > 0.05）。

考　　　　察

　本研究では、観察＋イメージと足関節背屈・底
屈運動の FESを組み合わせた介入が、皮質脊髄
路反射興奮性に及ぼす影響を調べた。前脛骨筋の
MEP振幅値は、観察＋イメージ＋ FES条件では
介入30分後に増加したが（P < 0.05）、FES条件で
は増加しなかった（P > 0.05，図 4 A）。ヒラメ筋
の MEP振幅値は、いずれの条件でも介入後に変
化はなかった（P＞ 0.05，図 4 B）。以上の結果か
ら、観察＋イメージと FESの併用は、前脛骨筋
の皮質脊髄路興奮性を増大することが明らかと
なった。
　観察＋イメージは、歩行時と類似した感覚運動
野の位相依存的な活動を惹起する1,10）。観察＋イ
メージ＋ FES条件では、観察 +イメージによる
歩行位相に応じた皮質活動と FESによる感覚入
力が同期していたと考えられる。この条件では、
介入の30分後に前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性が増
大したが（P < 0.05）、FES条件では増大は認めら
れなかった（P > 0.05、図 4 A）。本研究の事前実
験では、観察＋イメージのみを使用した介入後に
おいても皮質脊髄路興奮性が変化しないことを明
らかにした。したがって、今回の結果は観察＋イ
メージによる大脳皮質の賦活と FESによる感覚
入力の同期によって皮質脊髄路興奮性が増大され
たと考えられる。皮質の活動と感覚入力の同期は
神経可塑的変化を誘導するうえで重要な要因であ
ることが知られている7,9）。
　実際の歩行時における FES、足関節背屈時また
は底屈時の FESは、皮質や感覚入力と相互作用し、
皮質脊髄路興奮性を可塑的に変化させる3,4,6）。本
研究では、これらの可塑的変化が、観察＋イメー
ジと FESの併用によって誘発される皮質脊髄路
興奮性の増大と関係していると考える。先行研究
では、歩行時に前脛骨筋に対して FESを行うと、
前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性が増大され、この効
果は少なくとも30分間持続する4）。また、前脛骨
筋の随意収縮時に FESを行うと、介入終了 0分、
15分、30分後に皮質脊髄路興奮性が増大する3）。
反対に、ヒラメ筋の随意収縮時に FESを行うと、
前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性は、介入終了 0分後

図 4．観察＋イメージ＋ FES条件（　）と FES条件（　）に
おける介入後のMEP変化率

Fig.4．Changes in MEP amplitudes after intervention in the 
AO+MI+FES（　）and the FES conditions（　）.

Markers and error bars represent mean values and standard 
deviation, respectively. The MEP in the tibialis anterior muscle 
was significantly increased in the AO+MI+FES condition（A, P 
< 0.05）at 30 minutes after the intervention, while there was no 
significant change in the FES condition（A）. In the soleus muscle, 
there was no significant change in both conditions（B）. n = 10, 
P < 0.05.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, MEP; motor evoked potential, ns; no 
significance.
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表 2．Friedman検定の統計量、P値、効果量
Table 2．Statistical values, P-values, and effect sizes for Fried-

man tests.

Friedman tests

AO+MI+FES FES

MEP χ2（2）= 15.80

*

χ2（2）= 3.800

nsTA     P  = 0.004     P = 0.150
   η2 = 1.580    η2 = 0.380

MEP χ2（2）= 2.600

ns

χ2（2）= 1.400

nsSOL     P = 0.273     P = 0.497
   η2 = 0.260    η2 = 0.140

AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, MEP; motor evoked potential, TA; the 
tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.
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に低下したが、15分後と30分後には低下しなかっ
た6）。このように、前脛骨筋とヒラメ筋の双方に
FESを使用した場合、皮質脊髄路興奮性に対する
促通効果と抑制効果の双方の影響で一時的に興奮
性の変化が起こらない可能性がある。このように
して、観察＋イメージ＋ FES条件では介入終了
直後では前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性に変化がな
かったが、ヒラメ筋の FESによる抑制効果が消
失する介入終了30分後では興奮性が増大した（P 

< 0.05，図 4 A）。
　観察＋イメージ＋ FES条件における興奮性の
増大は、ヒラメ筋では認められなかった（P > 0.05，
図 4 B）。この筋間の介入効果の相違は、一次運
動野における前脛骨筋とヒラメ筋支配領域が有す
る可塑性の違いに起因するかもしれない。

総　　　　括

　身体を動かすことが困難な患者でも実施できる
歩行観察とイメージ、FESを組み合わせた介入に
より、皮質脊髄路興奮性の増大に成功した。この
興奮性の増大はヒトの運動制御において重要な役
割を有することから、本研究の介入手法は、歩行
機能回復を目指したリハビリテーション法として
有望であるといえる。
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緒　　　　言

　運動学習は、新たな動作の習得や動作の円滑な
遂行に深くかかわり、アスリートやコーチのみな
らず、リハビリテーションの場面も注目される
テーマとなっている。そして、運動学習を成立さ
せるために、これまで目的とする動作を反復する
方法が一般的に用いられていた。しかし、この方
法は運動学習を成立させるまで多大な時間と労力
を要する問題があった。
　そこで近年では、運動学習をより早期に成立さ
せる方法として、経頭蓋直流電気刺激（transcranial 

direct current stimulation; tDCS）が注目されている。
tDCSは経皮的に大脳皮質に電気を流し、特定の
脳部位の興奮性を操作する手法である。この
tDCSを用い、運動学習にかかわる脳部位の 1つ
である背外側前頭前野の活動を亢進すると、運動
学習は促進されることが報告された6）。しかし、
tDCSは機器が非常に高価であり、火傷やめまい
など有害事象の懸念もあるため、臨床へ導入する
ことは難しい。そこで、我々は tDCSに代わり背
外側前頭前野の活動を高める方法として、認知課

題に着目した。その結果、背外側前頭前野の活動
を高めるとされる Nバック課題と呼ばれる認知
課題を行うと、その後の運動学習が促進される可
能性を見いだした2）。
　しかし、Nバック課題で背外側前頭前野の活動
は亢進したのか、そして、tDCSと同じく Nバッ
ク課題で亢進した背外側前頭前野の活動が運動学
習の促進に寄与したのか、いずれも不明であった。
そこで本研究では、Nバック課題で生じる脳活動
の変化を近赤外線分光法（NIRS）で測定する。
そして、Nバック課題で生じた背外側前頭前野の
活動の亢進が運動学習の促進に寄与するのか明ら
かにすることを目的とした。

方　　　　法

Ａ．研究対象者

　健康な若年成人20名（21.9±3.9歳）を研究対象
者とした。なお、本研究はつくば国際大学倫理委
員会の承認を得て実施された（承認番号：第
R01-1号）。研究対象者には書面にて研究の詳細を
説明し、同意書にて協力への同意を得た。

* つくば国際大学 Tsukuba International University, Ibaraki, Japan.
** 常葉大学 Tokoha University, Shizuoka, Japan.

運動学習の促進に寄与する脳活動の解明
―運動学習を促進する効果的な介入方法の創出を目指して―

 木　村　剛　英＊ 中　野　　　渉＊＊

WHAT CHANGES OF BRAIN EXCITABILITIES 
PROMOTES MOTOR LEARNING?

Takehide Kimura and Wataru Nakano

Key words: motor learning, cognitive task, dorsolateral prefrontal cortex.

第 36回若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書
2019年度 pp.84～88（2022.4）
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Ｂ．実験環境

　つくば国際大学内の安静な部屋にてすべての実
験を実施した。研究対象者はパーソナルコン
ピュータ （Apple MacBook Pro: Retina, 13-inch, Early 

2015（flash rate: 60 Hz））の前に座り、ディスプ
レイを注視した。ディスプレイと研究対象者の距
離は約60 cmとした。本研究の遂行、および解析
には Matlab R2017a（MathWorks, Natick, MA）を
用いた。
Ｃ．実験の概要

　研究対象者は 3～ 7日間の間隔をあけて、合計
4回実験室を訪れた。 1回目に、実験内容の説明、
実験の参加への同意、介入で用いる認知課題と運
動学習の評価に用いる課題の練習を行った。その
後、 2～ 4回目では、事前介入として「Nバック
課題（高難易度）、Nバック課題（低難易度）、コ
ントロール課題」のいずれか 1つを行った。その
後、運動学習の評価として、Serial reaction time 

task（SRTT）と呼ばれる課題を実施した（図 1）。
Ｄ．実験の詳細：運動学習を評価する課題、事

前介入で用いる認知課題の詳細

　 1．運動学習を評価する課題：SRTTの詳細
　SRTTは先行研究の方法に準拠した3,7,8）。SRTT

はパソコンとキーボードを用いる。パソコンの画
面には白い四角形が 4つ、水平に並んだ形で表示
されている。課題開始とともに、この 4つの四角
形のうち、 1つの四角形の色が白色から灰色に変
わる。研究対象者は色が変わった四角形の位置に
対応したキーを素早く押すことが求められる。な
お、画面に表示された四角形の位置を左から順に
「 1、 2、 3、 4」と定義すると、キーボードの
対応は、左から順に「1-H、2-J、3-K、4-L」となっ
ている。例えば、左から二番目の四角形の色が白

色から灰色に変わった場合、研究対象者は Jの
キーを素早く押さなくてはならない。研究対象者
が灰色の四角形の位置を判断しキーで回答すると、
その直後に改めて、 4つの四角形のうち、どれか
1つの四角形が灰色に表示された画面が提示され
る。そして、研究対象者は再び灰色の四角形の位
置に対応したキーを押すことが求められる。 3つ
の白色の四角形と 1つの灰色の四角形が含まれる
刺激画面は、 1ブロックで合計16回提示される。
研究対象者は合計90ブロックの課題を行った。
　なお、 1ブロック内で灰色の四角形が提示され
る場所は規則になっている。したがって、研究対
象者には灰色の四角形が提示される位置と順番を
いち早く覚えるよう教示した。また、 1ブロック
内で灰色の四角形が提示される順番は日ごとに異
なるため、研究対象者は日ごとに新規の学習が求
められる。
　評価指標は刺激が提示されてから、キーを押す
までの反応時間とし、ブロックごとに算出された
反応時間の平均値を代表値とした。その後、平均
反応時間を縦軸、ブロック数を横軸とした散布図
を描き、直線近似した。近似直線の傾きを運動学
習の進展速度の指標とした。
　 2  ．事前介入：Nバック課題（高難易度，低難
易度）、コントロール課題の詳細

　Nバック課題（高難易度，低難易度）では、ディ
スプレイ上に 0から 9までの数字のいずれかが連
続して呈示される。研究対象者は、現在呈示され
ている数字と N個前に呈示された数字が同一で
あるか判断し、同一であった場合はキーボードの
いずれかを押し、回答する。例えば、 2 -バック
課題の場合、「 5・ 1・」と数字が表示され、現
在表示されている数字が「 5」であった場合は、
手元のキーボードのエンターキーを押して回答す
る。 1ブロックは30個の刺激（数字）で構成され、
キーを押すことが求められる刺激は計12個とした。
1ブロックが終了すると、正解率と不正解率を研
究対象者に呈示した。この認知課題のセッション
を「 6ブロック× 2セット」実施した。ブロック
間の休憩は10秒、セット間の休憩は 2分とした。
Nバック課題（高難易度）においては、 1セット
目の 1ブロック目は N数を「 1」とした。そして、

図 1．実験の概要
Fig.1．Overview of experimental procedure.
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現ブロック内での正解率が90％以上、不正解率が
10％以下であった場合、次のブロックの N数を
1つずつ増やしていった。N数が増えると課題の
難易度は高まるため、この工夫により研究対象者
は、常に高い認知的な負荷のもと課題を遂行する
ことになる。一方、Nバック課題（低難易度）で
は、N数を「 1」で固定した。
　コントロール課題では Nバック課題と同じく、
ディスプレイ上に数字が表示される。しかし、表
示される数字は「 0、 0、 0、 1、 1」の順番で
ループしており、研究対象者は現在表示されてい
る数字が「 1」のときのみ手元のキーボードのエ
ンターキーを押す。合計ブロック数や刺激の提示
回数などはすべてNバック課題と同じ内容である。
Ｅ．脳活動の測定

　実験には16チャンネルの NIRSシステム（Spec-

tratech OEG-16, Spectratech Inc, Yokohama, Japan）
を用いた。770 nmと840 nmの近赤外光から、酸
素化ヘモグロビン（Oxy-Hb）濃度の相対変化量
を計測した。サンプリング周波数は6.10 Hzとした。
全16チャンネルの中央が国際10-20法の Fpzにな
るようプローブを配置した。また、NIRSシステ
ムのマニュアルと先行研究の知見にしたがって1）、
1、 2、 3チャンネルが右の背外側前頭前野を、

13、14、15、16チャンネルが左の背外側前頭前野
を反映するチャンネルとみなした。
　Oxy-Hbの測定は事前介入を行う120秒前から、
事前介入を終了して60秒経過するまでとした。事
前介入により生じた脳活動の評価には zスコアを
用いた4,10）。事前介入開始直前の10秒間の Oxy-Hb

をベースラインとし、Oxy-Hbの変化が最も著明
に生じていた事前介入 2セット目、 6ブロック中
の Oxy-Hbの平均を変化値として、zスコアを算
出した。
F．統計学的解析

　統計学的解析には統計ソフト SPSS version 25

（IBM Corp, Armonk, NY）を用いた。SRTTにおけ
る回帰直線の傾きについては、事前介入の方法（N

バック課題（高難易度）or N バック課題（低難
易度）or コントロール課題）を対応ある要因と
した、一元配置分散分析を実施した。有意な主効
果がみられた場合は、その後の検定としてボン
フェローニの多重比較検定を実施した。
　事前介入により生じる背外側前頭前野の活動の
変化量と、運動学習の速度（回帰直線の傾き）と
の関連性を評価するために、縦軸に背外側前頭前
野の活動の増加量（zスコア）、横軸に回帰直線
の傾きをとった散布図を描き、決定係数を算出し
た。

結　　　　果

　事前介入により生じた SRTTの成績の変化と回
帰直線で近似した結果を図 3と図 4に示す。事前
介入として Nバック課題（高難易度）を行った
場合の傾きは-1.73 × 10-4 ± 0.47 × 10-4、Nバック
課題（低難易度）、コントロール課題の場合はそ

図 2．NIRSの各チャンネル位置
Fig.2．The location of each channel of the near-infrared spec-

troscopy setup.
The center of the probe holder was placed on Fpz.

Left sideRight side

図 3．Serial reaction time taskの結果
Fig.3．The results of serial reaction time task for each intervention.
Changes in the average reaction time （±SD in shaded region） for each session.
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れぞれ、-1.49 × 10-4 ± 0.51 × 10-4、-1.41×10-4 ± 

0.39 × 10-4であった。また、一元配置分散分析の
結果、有意な主効果を認め（P = 0.015）、その後
の検定にて、事前介入として Nバック課題（高
難易度）を行った場合とコントロール課題を行っ
た場合で有意な差があった（P = 0.018）。
　一方、すべての事前介入で生じた背外側前頭前
野の活動の変化量と、傾きとの間に有意な決定係
数は認められなかった。

考　　　　察

　本研究の結果、事前介入としてコントロール課
題を行った場合に比べ、Nバック課題（高難易度）
を行った場合のほうが運動学習は促進した。しか
し、Nバック課題（高難易度）を含め、すべての
事前介入で生じる背外側前頭前野の活動の変化と
運動学習の促進量との間に関連性は認められな
かった。
　両者に関連性がみられなかった理由として、N

バック課題で活動する脳部位が非常に広域にわ

表 1．NIRSの背外側前頭前野に対応したチャンネルにおける回帰直
線の傾きと zスコアとの決定係数、および P値

Table 1．Pearson correlation coefficient of determination（r2）between the 
slopes of the regression line and z-scores, and P value for channels which 
reflect the DLPFC excitability.

N-back task （high difficulty）
Channel r2 P Channel r2 P

1 0.008 0.700 13 0.085 0.213

2 0.009 0.685 14 0.001 0.889

3 0.010 0.682 15 0.045 0.370

16 0.016 0.597

N-back task （low difficulty）
Channel r2 P Channel r2 P

1 0.090 0.200 13 0.004 0.792

2 0.037 0.415 14 0.037 0.414

3 0.051 0.338 15 0.019 0.561

16 0.000 0.990

Control task

Channel r2 P Channel r2 P

1 0.033 0.440 13 0.145 0.097

2 0.069 0.263 14 0.047 0.361

3 0.095 0.186 15 0.027 0.509

16 0.004 0.783

図 4．Serial reaction time taskの結果を線形近似した結果
Fig.4．Linear regression analysis of serial reaction time task results for each intervention.
The average value of the slope is shown in the black line. 
The slope of regression line for each participant is shown in gray lines. 
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たっている点が挙げられる。Nバック課題を行う
と背外側前頭前野以外に運動前野や前帯状回など
の活動が亢進する5）。そして、運動前野などは運
動学習にかかわる脳部位であり、同部位の活動を
tDCSにて亢進すると運動学習は促進することが
報告されている9）。したがって、Nバック課題に
よる運動学習の促進効果は、背外側前頭前野以外
の脳部位における活動の亢進が寄与しているのか
もしれない。もしくは、Nバック課題で生じる脳
活動の変化、という指標では Nバック課題で運
動学習が促進する機序を説明するのは難しい可能
性もある。今後はまず、Nバック課題によって生
じる脳活動の変化をより広範囲にわたって調査し、
Nバック課題が運動学習を促進する機序に迫って
いきたい。
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緒　　　　言

　日常生活においては、安定的な平地での歩行の
ほかにも、階段の上り下りや障害物回避など外部
環境に対して適切な動作が求められる場面が多い。
しかしながら、高齢者においては、身体機能の低
下に加え、神経系の働きを背景とした、自身の身
体感覚の鈍化や身体に注意を向けるといった認知
機能の低下がアクシデント（つまずき・転倒・障
害物衝突など）の発生確率を高めてしまう。この
ような怪我を負うリスクを回避・軽減するために
は、以上のような神経系における認知機能、特に
自身の身体へ注意を向ける能力（身体性注意1））
を向上させるための訓練が重要となる。
　この点について、近年の研究では身体性注意能
力には大きな個人差があり、個々人の能力に適し
た注意の向け方を採用することが運動パフォーマ
ンスの向上や運動学習効果の促進に寄与すること
が報告されている6,7）。更には、このような身体性
注意能力の個人差を脳活動から客観的に評価・定
量化する手法も提案されている8）。具体的には、
一定の周波数をもつ振動刺激を呈示した際に一次

体性感覚野から観察される「定常状態体性感覚誘
発 電 位（steady-state somatosensory evoked poten-

tials; SSSEP）」と呼ばれる律動的脳波の応答に着
目することで個々人の注意能力の定量化が可能と
なる。SSSEPは感覚刺激そのものへ能動的に注
意を向けると応答が強まる特性を有しており4）、
身体性注意能力が高い人ほど SSSEPの応答が強
まりやすい8）。
　そこで本研究では、身体性注意の機能向上を目
的とし、個人の注意能力を反映する SSSEPに基
づくニューロフィードバック訓練系の開発とその
有効性実証を目指した。ニューロフィードバック
とは、計測した脳活動を訓練者本人にリアルタイ
ムでフィードバックする技術であり、望ましい脳
活動状態へ人工的に誘導することが可能となる3）。
この技術を用いた訓練により、望ましい脳活動が
獲得されると、健常者・患者（脳卒中，精神疾患
など）におけるさまざまな認知・運動機能が改善
する。本研究においては、このような望ましい脳
活動の獲得を目的としたニューロフィードバック
訓練により、身体性注意機能を向上させ、最終的
にはその認知機能向上に付随して歩行動作の改善

* 立命館大学理工学部ロボティクス学科　Department of Robotics, College of Science and Engineering, Ritsumeikan University, Shiga, Japan.
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がもたらされることを期待する。

方　　　　法

Ａ．参加者

　健常若年者10名および健常高齢者 1名が参加し
た。ただし、実験参加期間において極度の疲労や
睡眠不足がある参加者は除外とした。当初計画し
ていた実験内容の改善（ニューロフィードバック
情報の変更）の必要性が明らかとなったため、健
常若年者を対象として繰り返し予備的検討を実施
した。このため、最終的に採用した本報告書に記
載する実験内容に参加した健常若年者は10名と
なった。一方、健常高齢者については、コロナ禍
の影響により外部からのリクルートが非常に難し
い状況が続いたため、最終的に 1名のみの実施と
なった。
　本研究は立命館大学倫理委員会で承認され（承
認番号：BKC-人医-2018-032-5）、ヘルシンキ宣言
を遵守して行われた。また、参加者に対しては研
究担当者が文書および口頭にて研究内容に関する
説明を行い、書面にて同意を得てから実験課題を
行った。実施した課題は、以下に示すとおり、
ニューロフィードバック訓練課題を 4日間とその
訓練効果を評価するための歩行動作課題を 2日間
（ニューロフィードバック訓練前後に 1日ずつ）、
合計 6日間で構成された。
　以下に示すニューロフィードバック訓練に関し
ては、まず健常若年者を対象として予備実験を行
い、実験内容の最終確認および訓練効果の可能性
の確認を実施した。その後、健常高齢者を対象と
した本実験（ニューロフィードバック訓練および
歩行動作課題）を実施した。
　Ｂ ．ニューロフィードバック訓練課題（健常若
年者および健常高齢者）

　本研究におけるニューロフィードバック訓練シ
ステムでは、脳波電極を左右体性感覚野周辺（拡
張10-20法における C1，C2，CP1，CP2）に配置
したうえで、左右の足裏に機械振動刺激（22 

Hz）を提示する。参加者の前には本人の注意状
態を音としてフィードバックするためのスピー
カーが置かれている（図 1）。機械振動刺激の呈
示に関しては、脳波への電気的ノイズが発生しな

いようにするため、ブラシレス DCモーターを採
用し、モーターの回転運動を直動運動に変換する
機構を有した自作の刺激装置を利用した。この刺
激装置上の突起物が上下することで足裏へ任意の
周波数をもつリズミックな感覚刺激が呈示される
こととなる。
　このような機械振動刺激が呈示されている際に
観察される SSSEP を脳波計（ポリメイトプロ 

MP6100）により計測し、その応答変化をリアル
タイムに解析した。具体的には、 5 秒分の脳波
バッファデータに対して高速フーリエ変換を用い、
刺激周波数および刺激周波数近傍のスペクトラム
パワーに着目した。解析指標として、SSSEPの
信号雑音比（刺激周波数近傍のスペクトラムパ
ワーを基準とした，刺激周波数でのスペクトラム
パワー）を算出することで、参加者の注意状態（感
覚刺激に向けている注意の強さ）を定量化した。
ここで、この推定された注意状態に関するフィー
ドバックは、本研究の計画当初、視覚情報として
モニターに提示することを予定していた。しかし
ながら、モニターにフィードバック情報を提示す
ると、自身の注意状態を認識するためにモニター
へ強く注意が向いてしまい、足裏の感覚刺激に注
意が向けづらくなることが明らかとなった。この
ようなシステムでは訓練そのものが成立しないこ

図 1．ニューロフィードバック訓練環境
Fig.1．Experimental setup in the neurofeedback training task.
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とが危惧されたため、フィードバック情報の改善
を行った。具体的には、足裏の感覚刺激に注意を
向けながら、自身の注意状態も認識しやすくする
ため、注意リソースが大きく割かれない聴覚情報
を利用して参加者へフィードバックするシステム
とした。つまり、リアルタイムで定量化された
SSSEPの信号雑音比の値をスピーカー音量に変
換することで参加者へフィードバックした。した
がって、SSSEPの信号雑音比が高いほど、音量
が大きくなり、参加者は自身が適切に足裏へ注意
が向けられていることを認識できる設定とした。
注意状態は0.5秒に 1回解析・フィードバックさ
れるものとした。このようなフィードバックの下、
参加者には「両足裏の振動刺激に注意を向けなが
ら、スピーカー音量がなるべく大きくなるように
訓練してください。適切に注意が向けられたとき
にスピーカー音量が大きくなります」と教示した
うえで訓練を行った。
　本ニューロフィードバック訓練においては、振
動刺激が呈示されない休憩ブロック（ 5秒）と振
動刺激およびフィードバック音刺激が呈示される
タスクブロック（35秒）を交互に 6回繰り返す流
れを 1セッションとし、 1日につき10セッション、
合計 4日間実施した。本ニューロフィードバック
訓練によって、適切に身体（下肢）へ注意を向け
る機能が向上すれば、訓練初日に比べ、訓練最終
日において SSSEP応答が増幅する（信号雑音比
が大きくなる）ことが期待される。
　Ｃ ．歩行中における障害物跨ぎ課題（健常高齢
者のみ）

　前項に示したニューロフィードバック訓練が、
運動機能に及ぼす影響を評価するため、ニューロ

フィードバック訓練前後において歩行動作課題を
実施した（本評価課題は，ニューロフィードバッ
ク訓練を実施した日と別日に実施した）。本課題
は、参加者のスタート位置から前方1320 mmの
床に置かれた障害物（高さ210 mm，発泡スチロー
ル製）を跨ぎながら歩くものとした（図 2 a）。 1

試行は 4歩で構成され、右足から歩き始め、 3歩
目・ 4歩目で障害物を跨ぐことが指示された。45

試行を 1セッションとし、ニューロフィードバッ
ク訓練前および訓練後においてそれぞれ 2セッ
ション実施した。
　歩行中における下肢動作はモーションキャプ
チャシステム（OptiTrack PrimeX13）を用いて計
測した。左右のつま先にマーカーを取り付け、歩
行中の足先の軌道を評価対象とした。評価指標と
して、障害物を跨ぐ際に先行する足（右足）のつ
ま先と障害物前縁との高さ方向のマージン距離で
ある lead-toe-clearance、および障害物の高さから
足上げの最高到達地点までのマージン距離である
lead-toe-elevationを評価した。更に、後から障害
物を跨ぐ足（左足）に関しても同様の指標（trail-

toe-clearance および trail-toe-elevation）の評価を
行った5）。図 2 bは、本課題で計測された、参加
高齢者における典型的な足先軌道の例を示してい
る（side view）。本研究で提案するニューロフィー
ドバック訓練系によって注意機能が向上し、更に
その認知機能向上が歩行動作改善に寄与すれば、
よりリスクの低い歩行動作（障害物跨ぎ動作）と
して、toe-clearance および toe-elevation 増加の観
察が期待される。

図 2．障害物跨ぎ課題
Fig.2．Stepping task over an obstacle. 

（a）Experimental setup. The left and right toes were recorded using seven motion capture cameras. The display showed a signal to 
start each trial.（b）Typical toes’ trajectories in the elderly. Rigid and dotted lines indicate right and left toes’ trajectory, respectively.
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結　　　　果

Ａ．ニューロフィードバック訓練課題

　図 3にニューロフィードバック訓練初日および
最終日における平均スペクトラムパワーを示す。
まず健常若年者において、訓練初日から22 Hzで
のスペクトラムピークが観察されており、今回利
用した機械振動刺激装置によって適切に SSSEP

が誘発されていることが確認された（図 3 a点線）。
その後、訓練最終日においては SSSEP応答を示
すピークが、訓練初日よりも増大している様子が
観察された（図 3 a実線）。これらのスペクトラ
ムパワーから算出した信号雑音比は、初日1.54±
0.20 SD・最終日1.77±0.23 SDとなった。これら
の SSSEP信号雑音比に対して対応あり t検定を
実施した結果、訓練初日に比べ最終日では有意な
増加が認められた（P = 0.0021）。一方高齢者にお
いては、訓練初日において22 Hzにおけるピーク
はほとんど確認されず、SSSEPは誘発されなかっ
た（図 3 b点線）。これは十分に足裏へ注意が向
けられていないことを反映している。その後、訓
練最終日においては明確な SSSEPとしてのピー
クが確認されている（図 3 b実線）。具体的な信
号雑音比としては、初日1.19 SD・最終日1.40 SD

となり、増加傾向を示した。
Ｂ．歩行中における障害物跨ぎ課題

　図 4 に障害物跨ぎ課題における左右足先の
lead/trail-toe-clearanceおよび elevationの結果を示
す（ 1名の結果であるため，平均値のみ示してい

る）。まず、先に障害物を跨ぐ右足については、
ニューロフィードバック訓練前よりも訓練後にお
いて30 mm 程度高い toe-clearance および toe-ele-

vationが確認された（図 4 a）。一方、あとから障
害物を跨ぐ左足については、訓練前後においてほ
とんど変化は認められなかった（図 4 b）。

考　　　　察

　本研究では、身体性注意の機能向上を目的とし
たニューロフィードバック訓練系を構築した。更
にその訓練系の有用性を確認するため、健常若年
者および健常高齢者を対象とした脳活動計測、な
らびに健常高齢者を対象とした障害物跨ぎ課題に
おける下肢動作の評価を行った。結果、事前の期
待どおり、参加者はニューロフィードバック訓練
によって目的とした SSSEP応答の増幅に成功し
た。更には、ニューロフィードバック訓練後によ
り高い足上げ動作で障害物を跨ぐ挙動が高齢者に
おいて確認された。本節においては、提案システ
ムの有用性ならびに歩行動作への影響について考
察する。
　本研究においてニューロフィードバック訓練系

図 3．ニューロフィードバック訓練における健常若年者
（a）および健常高齢者（b）の SSSEP応答変化

Fig.3．SSSEP responses of the young（a）and elderly（b）partici-
pants. 

In the young participants, the response on day 4 significantly 
increased compared with that on day 1. *P < 0.01.

（a） （b）

＊

図 4．障害物跨ぎ課題における足上げ動作の変化
Fig.4．Change of toe’s behavior in the right（a）and left（b）feet. 
Only the right foot（i.e., lead-toe）was observed to increase in 
height.

（a）

（b）
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の開発が完了した。本研究で開発した訓練系に関
しては、今後実用化していくことを想定した場合
に、利用しやすい側面をいくつか有している。第
一に、注意状態を推定するために利用している
SSSEPの信号雑音比の高さである。脳波は微弱
な電気信号であるため、通常は相当数の繰り返し
計測が必要となるが、SSSEPは応答強度が強い
脳波であることから、そのような繰り返し計測や
高度で複雑な情報処理技術を用いなくても必要な
情報が抽出可能となった。先行研究における個人
の注意能力の推定では、繰り返し計測が基盤と
なっていたが4）、本研究においては、より短い時
間のバッファデータからリアルタイムに近い形で
注意状態（個々の注意能力）を適切に推定できた
といえる。これはニューロフィードバックのよう
なリアルタイムでの脳活動解析に向いている側面
であるといえる。第二に、SSSEPを誘発するた
めに利用しているアクチュエータの利点である。
振動刺激呈示装置デバイスとしては、振動板・ピ
エゾ素子・ソレノイドコイルなどいくつかの種類
が候補に挙げられるが、今回採用したブラシレス
DCモーターは直流電源を利用するため、脳波へ
の電気的なノイズを与えない。更に、ブラシレス
DCモーターは速度制御性に優れているため、一
定の回転に基づく一定の振動刺激周波数を安定的
に提示することにも適している。その結果、今回
示した結果のように、SSSEPとしての鋭いスペ
クトラムピークの観察に成功したといえる。今後
は更なる利用しやすさ向上のため、振動刺激装置
の小型化などに取り組む予定である。
　本研究で開発したニューロフィードバック訓練
系は、健常若年者および健常高齢者における脳活
動変調に有効である可能性が示された。若年者に
おいては10名中 8名において SSSEP応答の増加
が認められ、更に高齢者においては訓練初期には
ほとんど確認されなかった SSSEP応答が訓練終
盤に顕著に認められる変化をもたらす結果となっ
た。つまり、もともと身体性注意能力をある程度
もっている個人に限らず、高齢者のように認知機
能の低下が生じている個人に対しても有効な訓練
系であるといえる。先行研究では、ニューロ
フィードバック訓練効果には大きな個人差があり、

訓練成功率も50～60％程度に留まることが指摘さ
れているが2）、本研究においては（データ数は十
分ではないが）高い訓練成功率が確認されている。
このような高い訓練成功率の要因を同定していく
ことも今後重要となる。
　今回実施したニューロフィードバックの訓練は、
歩行動作の改善にも効果が波及する可能性を示し
ている。高齢者において、段差や障害物を安全に
乗り越えることは日常生活での怪我防止に重要な
対策であるが、今回の実験結果では、訓練後にお
いてより高い足上げ動作が実現された。このよう
な変化は歩行中の姿勢変化の安定性向上に有効な
戦略である5）。更に。最高到達地点（toe-elevation）
が上昇するだけでなく、障害物に差し掛かる時点
での足の高さ（toe-clearance）も上昇しているこ
とから、単に足を高く上げるという挙動が実現し
ているだけでなく、障害物の位置に合わせて足上
げの上昇角度を調整しているといえる。つまり、
このように身体に対して適切に注意を向けること
が、自身の身体状態（姿勢・足先の位置など）の
的確な知覚や認知につながり、外部環境とのイン
タラクションのなかで正しい運動制御の実現に寄
与することを示唆する。
　ただし、このような訓練前後における足上げ動
作の変化は、先に障害物を跨ぐ右足でのみ観察さ
れた。この要因として、歩行中の視線や注意を向
けている方向の影響が考えられる。歩行中は基本
的に前方への注意が強い状態であると推測できる
が、右足が障害物を跨ぐ際は体の前方に足が振り
出されている状態となる。したがって、右足の場
合、訓練した下肢への注意も向きやすくなり、結
果として足上げ量の増加にもつながったと考えら
れる。一方で、体が障害物を越えた後に跨ぐ左足
は、後方への注意が必要となる状況であるため、
高齢者にとって注意が向けにくいのかもしれない。
したがって、両足において十分なニューロフィー
ドバック訓練効果を得るためには、より継続した
訓練日数が必要になるといえる。ただし、訓練日
数の増加は訓練者への負担増加にもつながるため、
訓練効果量と訓練者への負担のトレードオフを考
慮しながら訓練量を最適化していく必要がある。
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総　　　　括

　本研究により、身体性注意を訓練することを目
的としたニューロフィードバックに基づくシステ
ムが構築された。このシステムにより、脳活動が
望ましい状態へと誘導され、その脳活動の変化に
伴って転倒リスクが軽減する歩行動作につながる
可能性も示された。このような効果は健常若年者
のみならず、相対的に認知機能が低い高齢者にお
いても有効である結果の一例が得られた。つまり、
今回提案した訓練系によって認知機能が向上する
ことは、運動パフォーマンスにも良い効果をもた
らすことを意味しており、訓練者の身体的健康維
持に寄与できるものであるといえる。今後は、訓
練効果を得るための訓練日数の最適化などを行う
ことで、訓練者への負担をより少なく、利用しや
すいシステムへ改善していくとともに、十分な
データの収集を実施していく。
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緒　　　　言

　近年、我が国では、運動不足や栄養過多による
肥満症と、それに伴う糖尿病の罹患率が上昇の一
途を辿っている。2019年国民健康・栄養調査によ
ると、肥満者の割合は特に男性で高く 3割を占め
ており、糖尿病が強く疑われる者の割合も 2割を
占めている。糖尿病合併症は患者の QOLを著し
く低下させるだけでなく、国民医療費の増大の一
因にもなっており、その予防法の確立は喫緊の課
題になっている。
　 2型糖尿病の発症には、肥満による軽度の慢性
炎症が深くかかわっている。肥満した脂肪細胞は
単球走化性因子 -1を分泌し、脂肪組織に浸潤し
た単球は炎症性 M 1型マクロファージに分化し
て、炎症性サイトカインを分泌する2）。その結果、
脂肪細胞のインスリン感受性が低下することによ
り、 2型糖尿病が発症する。したがって、マクロ
ファージの炎症性応答を抑制することは、 2型糖
尿病の発症予防に有効であると考えられている。

　一方、近年、インスリン抵抗性の代償作用によ
る高インスリン血症も、慢性炎症の発症と増悪に
深くかかわっていることがわかってきた。骨髄細
胞特異的インスリン受容体欠損マウスは、高脂肪
食による M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が軽減した5）。
肥満マウスでは interleukin-4（IL-4）による抗炎
症性 M 2型マクロファージの活性化が抑制され
る一方、骨髄細胞特異的インスリン受容体欠損マ
ウスではこの応答が引き起こされず、高脂肪食に
よる脂肪組織の M 2型マクロファージの減少、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が改善した3）。
すなわち、マクロファージのインスリンシグナル
伝達は、M 1型、M 2型の活性化に対して促進的、
抑制的にそれぞれ働いていることが示唆され、 2

型糖尿病の発症と進行の予防標的となり得る。
　運動は脂肪組織の脂肪分解や骨格筋の糖取り込
みを促進することから、糖尿病改善のための有効
な治療法の 1つとして用いられている。また、運
動には骨格筋のインスリンシグナル伝達を改善す
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る効果があることも示唆されている1）。しかし、
マクロファージのインスリン感受性に対する運動
の効果は不明である。本研究では、IL-4による
M 2型マクロファージの活性化に対するインスリ
ンの急性影響と運動の効果を解析することにより、
運動の抗炎症効果のメカニズムを明らかにするこ
とを目的とした。

方　　　　法

Ａ．実験動物

　10～14週齢雄性 C57BL/6Jマウスを用いた（n = 

3 ／／群）。飼育環境は、室温23～25℃、湿度50～
60％、明暗サイクル12時間（明期 7 :00～19:00，
暗期19:00～7:00）、自由摂餌とした。本研究は、
杏林大学動物実験委員会の承認を受けて実施した
（承認番号：187）。
Ｂ．マクロファージ採取

　マウスの腹腔内に4.05％チオグリコレート培地
を 2 ml投与した。 4日後、マウスを頚椎脱臼で
安楽死させた後、腹腔滲出細胞を無菌的に採取し
た。細胞を CO2インキュベータ内で 1時間培養し
た後、浮遊細胞を除き、接着細胞を腹腔滲出マク
ロファージとして実験に用いた。
Ｃ．リアルタイムPCR法

　マクロファージから抽出した RNA（ 1  μg）を
逆転写して cDNAを調製した後、7500 Real Time 

PCR System（Themo Fisher Scientific社製）を用い
て、Premix Ex Taq（Probe qPCR）（Takara Bio社製）
中で PCRを行った。プライマーとプローブを以
下に示す。
　Mgl2, forward 5’-GGA GTC TCC AAA GTT TGC 

TCT AA-3’, reverse 5’-GAG GCC CAG GGA GAA 

CAG-3’, probe #10（Roche Life Science社製）
　Rn18s, forward 5’-GGA GAA AAT CTG GCA CCA 

CAC CTT-3’, reverse 5’-CCT TAA TGT CAC GCA 

CGA TTT CCC-3’, probe #55（Roche Life Science社
製）
Ｄ．ウェスタンブロット法

　マクロファージから抽出した全細胞または核タ
ンパク質（10 μg）をサンプルバッファー中で熱
変性させた後、ポリアクリルアミドゲル電気泳動
で分離した。ポリフッ化ビニリデン膜に転写した

後、 5％ウシ血清アルブミンでブロッキングした。
1次抗体（phospho-STAT6，STAT6，YY1［Abcam

社製］，phospho-Akt，Akt［Cell Signaling Technol-

ogy社製］）は1000倍希釈して反応させた。HRP

標識 2次抗体（Jackson Immuno Research社製）は
20000倍希釈して反応させた。Western BLoT Che-

miluminescence HRP Substate（Takara Bio社製）と
反応させた後、化学発光シグナルを LuminoGraph 

I（ATTO社製）を用いて検出し、標的タンパク
質のバンドを ImageJ（National Institutes of Health

提供）で解析した。
Ｅ．自発運動

　 4 週齢雄性 C57BL/6Jマウスを対照（sedentary 

control; SC）群および自発運動（voluntary exer-

cise; VE）群に分けて10週間飼育した（n = 5～6 ／／
群）。SC群は通常ケージで飼育し、VE群は回転
カゴ（直径14 cm，幅 6 cm）付きケージ（Melquest

社製）で飼育した。回転カゴへのアクセスは24時
間可能とした。マクロファージの採取は運動停止
24時間後に既述の方法で行った。
Ｆ．免疫蛍光細胞染色法

　マクロファージを 4％パラホルムアルデヒドで
固定し、メタノールで可溶化した後、 1％ウシ血
清アルブミンでブロッキングした。 1 次抗体
（STAT6［Abcam社製］）は100倍希釈して反応さ
せた。Alexa Fluor 568標識 2次抗体（Abcam社製）
は1000倍希釈して反応させた。核は Nuclear Green 

DCS1（Abcam社製）で染色した。転写因子 sig-

nal transducer and activator of transcription 6（STAT6）
および核の局在は、Nikon BioStation IM（Nikon

社製）を用いて FL2（橙）および FL1（緑）検出
器を通してそれぞれ蛍光観察した。
Ｇ．統計解析

　データは平均値±標準誤差で示した。統計解析
には一元配置分散分析を用いた。事後解析には
Holm法を用いた。有意水準は P < 0.05とした。

結　　　　果

Ａ．IL-4によるM 2 型マクロファージの活性化

マーカー遺伝子発現に対するインスリンの急

性影響とそのメカニズム

　始めに、IL-4によるM 2型マクロファージの活
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性化に対するインスリンの急性影響を明らかにす
るため、腹腔滲出マクロファージをインスリン
（10 nM）で 3 h 刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を
添加して更に 9 h刺激し、その活性化マーカー遺
伝子の 1つである Mgl2の mRNAレベルをリアル
タイム PCR法で分析した。その結果、IL-4によ

る Mgl2の mRNA発現誘導は、予想に反してイン
スリンによって有意に増強されることがわかった
（図 1）。この増強作用は、IL-4と同時に STAT6阻
害剤 SA1517499（500 nM）を添加するとほぼ消
失したが（図 1 A）、Akt 阻害剤 perifosine（ 5  

μM）を添加しても影響を受けなかった（図 1 B）。
　そこで、IL-4による STAT6の活性化に対するイ
ンスリンの急性影響を明らかにするため、腹腔滲
出マクロファージをインスリン（10 nM）で 3 h

刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を添加して更に 1  

h刺激し、STAT6のリン酸化レベルおよび核内集
積をウェスタンブロット法で分析した。その結果、
インスリンによって、IL-4による全細胞内の
STAT6のリン酸化誘導はほとんど影響を受けな
かったが（図 2 A）、核内の STAT6の集積は有意
に増強されることが判明した（図 2 B）。
Ｂ．インスリンによるM2型マクロファージ活

性化の増強に対する運動の効果

　次に、インスリンによる M2型マクロファージ
活性化の増強に対する運動の効果を明らかにする
ため、SC群および VE群から採取した腹腔滲出
マクロファージをインスリン（10 nM）でそれぞ
れ 3 h 刺激した後、IL-4（10 ng/ml）を添加して
更に 6 h刺激し、Mgl2の mRNAレベルをリアル

図 1．IL-4による M2型マクロファージの活性化に対するインスリンの急性影響と
STAT6および Aktの阻害剤の効果

Fig.1．Acute effects of insulin on M2-type macrophage activation by IL-4 and effects of STAT6 
and Akt inhibitors.

Peritoneal exudate macrophages were treated with 10 nM insulin for 3 h, and then further treated 
with 10 ng/ml IL-4 for 9 h in the presence or absence of an inhibitor of STAT6（500 nM 
SA1517499）（A）or Akt（5 μM perifosine）（B）. The mRNA level of Mgl2 was analyzed using 
real-time PCR. Mean ± SE（n = 3）. **P < 0.01 by one-way ANOVA and Holm’s test. IL-4; 
interleukin-4, STAT6; signal transducer and activator of transcription 6.
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図 2．IL-4によるマクロファージの STAT6の活性化に対
するインスリンの急性影響

Fig.2．Acute effects of insulin on macrophage STAT6 activa-
tion by IL-4.

Peritoneal exudate macrophages were treated with 10 nM insulin 
for 3 h, and then further treated with 10 ng/ml IL-4 for 1 h. 
Phosphorylation level （A） and nuclear content （B） of STAT6 
were analyzed using western blotting. Mean ± SE （n = 3）. 
*P < 0.05 by one-way ANOVA and Holm’s test. IL-4; interleu-
kin-4, STAT6; signal transducer and activator of transcription 
6, YY1; Yin Yang 1.
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タイム PCR法で分析した。その結果、IL-4によ
る Mgl2の mRNA発現誘導に対するインスリンの
増強作用は、SC群よりも VE群において著明に
認められた（図 3）。
　そこで、インスリンによる STAT6核内移行の
増強に対する運動の効果を明らかにするため、両
群から採取した腹腔滲出マクロファージをインス

リン（10 nM）でそれぞれ 3 h刺激した後、IL-4（10 

ng/ml）を添加して更に30 minまたは90 min刺激し、
STAT 6の核内集積をウェスタンブロット法で分
析した。しかし、IL-4による STAT6 の核内移行
に対するインスリンの増強作用は、両群ともに同
程度認められた（図 4 A）。更に、IL-4による
STAT 6の核内移行の程度は、SC群よりも VE群
のほうがむしろ抑制される傾向があり（図 4 A）、
この抑制傾向は免疫蛍光細胞染色法でも認められ
た（図 4 B）。
Ｃ．マクロファージのインスリン感受性に対す

る運動の効果

　最後に、マクロファージのインスリンシグナル
伝達に対する運動の効果を明らかにするため、
SC群および VE群から採取した腹腔滲出マクロ
ファージをインスリン（10 nM）でそれぞれ10 

min刺激した後、Aktのリン酸化レベルをウェス
タンブロット法で分析した。その結果、インスリ
ンによる Aktのリン酸化亢進は、両群ともに同程
度引き起こされていることがわかった（図 5）。
　先行研究による報告から 3-5）、M 2 型マクロ
ファージの活性化はインスリン急性刺激によって
減弱され、運動はマクロファージのインスリン感
受性を低下させることによって、肥満による慢性

図 3．インスリンによるM2型マクロファージ活性化の増
強に対する運動の効果

Fig.3．Effects of exercise on the insulin-induced augmentation 
of M2-type macrophage activation by IL-4.

Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary 
control（SC）and voluntary exercise（VE）mice were treated with 
10 nM insulin for 3 h, and then further treated with 10 ng/ml 
IL-4 for 6 h. The mRNA level of Mgl2 was analyzed using real-
time PCR. Mean ± SE（n = 5）. *P < 0.05 by one-way ANOVA 
and Holm’s test. IL-4; interleukin-4.
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図 4．インスリンによる STAT6核内移行の増強に対する運動の効果
Fig.4．Effects of exercise on the insulin-induced augmentation of STAT6 nuclear trans-

location by IL-4.
（A）Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary control（SC）and volun-
tary exercise（VE）mice were treated with 10 nM insulin for 3 h, and then further treated 
with 10 ng/ml IL-4 for 30 min or 90 min. Nuclear content of STAT6 was analyzed using 
western blotting. Mean ± SE（n = 5）. （B）Peritoneal exudate macrophages isolated from 
the SC and VE mice were treated with 10 ng/ml IL-4 for 3 h. Nuclear accumulation of 
STAT6 was visualized using fluorescence immunomicroscopy. IL-4; interleukin-4, 
STAT6; signal transducer and activator of transcription 6, YY1; Yin Yang 1.
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炎症を改善させる結果を予想していた。そのため、
当初の研究計画では、高インスリン血症および慢
性炎症モデルとして肥満マウスを用いた自発走運
動負荷試験を行う予定であった。しかし、予想に
反して、M 2型マクロファージの活性化はインス
リン急性刺激によってむしろ増強され（図 1，2）、
運動がこの増強効果を更に促進させる結果が得ら
れたため（図 4）、本研究では肥満マウスを用い
た自発走運動負荷試験を行わなかった。

考　　　　察

　本研究では、IL-4によるM 2型マクロファージ
の活性化は、インスリン急性刺激によって増強さ
れることが明らかになった。しかし、インスリン
抵抗性の代償作用による高インスリン血症は、
M 2型マクロファージの活性化を阻害することで、
肥満による慢性炎症を増悪させていることが近年
明らかになっている。例えば、インスリンシグナ
ル伝達を担う Cbl-associated proteinのノックアウ
トマウスの骨髄を野生型マウスに移植すると、高
脂肪食による脂肪組織重量の増加は引き起こされ
たが、M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤とイ
ンスリン抵抗性の症状が改善した4）。骨髄細胞特
異的インスリン受容体欠損マウスでも、高脂肪食
による M 1型マクロファージの脂肪組織浸潤、
慢性炎症およびインスリン抵抗性が軽減した5）。
最近の報告でも、肥満マウスでは IL-4による
M 2型マクロファージの活性化が抑制されたが、

骨髄細胞特異的インスリン受容体欠損マウスでは
この応答が引き起こされず、高脂肪食による脂肪
組織の M 2型マクロファージの減少、慢性炎症
およびインスリン抵抗性が改善していた3）。した
がって、M 2型マクロファージの活性化に対する
インスリンの作用は、in vivo実験における高イン
スリン血症のような慢性刺激条件下では、阻害的
に働くことで炎症作用を及ぼす一方、in vitro実
験におけるインスリン刺激のような急性刺激条件
下では、促進的に働くことで抗炎症作用を及ぼす
ことが示唆された。この相反するインスリン作用
が実際に刺激の方法、様式、期間の違いによるの
かを明確にするためには、正常マウスを用いた
in vivo実験におけるインスリン投与の急性影響を
検討する必要がある。
　IL-4シグナルは、STAT6および Aktを介する大
きく 2つの異なる経路によって伝達されている3）。
IL-4によるM 2型マクロファージ活性化に対する
インスリンの増強作用は、Aktを阻害しても影響
がなかったが、STAT6 を阻害するとほぼ消失し
たことから、インスリンは IL-4による STAT6の
活性化を促進することで M 2型マクロファージ
活性化を増強していることが示唆された。このと
き、IL-4による STAT6 の核内移行がインスリン
によって増強されていたことから、インスリンは
核内の STAT6の集積を促進することでその転写
活性の増強に寄与していると考えられる。しかし、
STAT6 の核内移行の引き金となるリン酸化誘導
はインスリンによる影響を受けていなかったこと
から、インスリンは STAT6の核内輸送機構に直
接影響を及ぼしていると推定される。STAT6 の
核内輸送機構に対してインスリンシグナル伝達が
どのような経路で作用しているかについては、今
後の検討課題として残されている。
　マウスに自発運動を10週間負荷すると、IL-4に
よる M 2型マクロファージ活性化に対するイン
スリンの増強作用が促進された。したがって、運
動の抗炎症効果には、インスリン急性刺激による
M 2型マクロファージ活性化の増強に対する促進
効果が寄与している可能性が見いだされた。しか
し、IL-4による STAT6 の核内移行に対するイン
スリンの増強作用は運動による影響を受けなかっ

図5．マクロファージのインスリンシグナル伝達に対する
運動の効果
Fig.5．Effects of exercise on macrophage insulin signaling.

Peritoneal exudate macrophages isolated from the sedentary 
control（SC）and voluntary exercise（VE）mice were treated with 
10 nM insulin for 10 min. Phosphorylation level of Akt was 
analyzed using western blotting. Mean ± SE（n = 6）. **P < 0.01 
by one-way ANOVA and Holm’s test.
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たことから、インスリンは IL-4による STAT6の
核内移行を増強するが、運動は STAT6の DNA結
合活性など転写活性そのものを促進すると推察さ
れる。STAT6の DNA結合活性が運動によって実
際に上昇しているか否かについては引き続き検討
を進める。また、IL-4による STAT6 の核内移行
は運動によって抑制される傾向が認められたため、
STAT6 以外の転写因子の活性も分析する必要が
ある。
　一方、インスリンによる Aktのリン酸化亢進は
運動による影響を受けなかったことから、マクロ
ファージのインスリン感受性に対する運動の改善
効果には、Aktではなく protein kinase Cなど他の
シグナル分子が関与していると考えられる。既述
のとおり、高インスリン血症モデルである肥満マ
ウスでは、マクロファージのインスリン受容体は
M 2型の活性化を阻害することで、肥満による慢
性炎症を増悪させていることが示唆されている3）。
本研究で得られた知見と同様に、肥満マウスのマ
クロファージのインスリン感受性が運動によって
改善されて高まると仮定すると、運動は慢性炎症
およびインスリン抵抗性を増悪させることに繋が
る。そのため、肥満による慢性炎症に対する運動
の有益な効果には、マクロファージのインスリン
感受性を介したメカニズムは関与していないと考
えられる。しかし、本研究の結果から、少なくと
も正常体重条件下における運動は、脂肪分解の促
進による肥満予防に加えて、M 2型マクロファー
ジ活性化に対するインスリンの増強作用を促進さ
せることによって抗炎症効果を及ぼしている可能
性が示唆される。

総　　　　括

　本研究は、運動の抗炎症効果のメカニズムを明

らかにするため、IL-4によるM 2型マクロファー
ジの活性化に対するインスリンの急性影響と運動
の効果を解析した。その結果、 2型糖尿病の予防
と改善において重要な役割を果たしている M 2

型マクロファージ活性化に対して、インスリンが
増強作用を及ぼすとともに、この増強作用が運動
によって促進されることを明らかにした。以上よ
り、少なくとも正常マウスにおいては、運動はマ
クロファージのインスリン感受性を高めることで、
M 2型マクロファージの活性化を促進することに
よって抗炎症効果を及ぼすことが示唆された。
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緒　　　　言

　持久運動トレーニングは動脈硬化性疾患の発症
を予防する。一方、持久運動トレーニングは転写
共役因子 peroxisome proliferator-activated receptor γ 

coactivator-1α（PGC-1α）の発現を骨格筋中で増
加させ、血中へのマイオカイン（骨格筋から分泌
される生理活性物質の総称）分泌を介して、他臓
器機能を調節する可能性が示唆されている。これ
までに我々は、持久運動トレーニングの動脈硬化
予防機序として、骨格筋中の PGC-1α発現増加と、
PGC-1α 依存的なマイオカインである Irisin や
β-aminoisobutyric acid（BAIBA）が血管内皮細胞
の vascular cell adhesion molecule-1（VCAM-1）と
monocyte chemoattractant protein-1（MCP-1）（動脈
硬化初期病変の発生に関与）の発現抑制が関与す
る可能性を報告した4）。しかし、他のマイオカイ
ンが動脈硬化の進展を抑制する可能性も残る。そ
こで本研究では、課題「A．Irisinや BAIBA以外
にも PGC-1α依存的に分泌量が増加するマイオカ

インが存在し、それらも動脈硬化進展抑制に貢献
しているか否か」を明らかにすることを目的とし
た。加えて、分岐鎖アミノ酸の一種であるバリン
は、BAIBA合成の出発原料であることから、課
題「B．バリン摂取と運動の併用が、血中 BAIBA

濃度の増加を介して動脈硬化進展を抑制するか否
か」を明らかにすることとした。

方　　　　法

　本研究では、課題 Aを明らかにするために、
DNAマイクロアレイの結果と先行研究1）の情報
から PGC-1α依存的なマイオカインとなり得る候
補因子（以下，候補因子）を見いだし、血管内皮
細胞（human umbilical vein endothelial cells; HUVEC）
と単球由来細胞株（THP-1細胞）を用いた簡易評
価系により候補因子を絞り込む。また、課題 B

を明らかにするために、動脈硬化易発症モデルマ
ウス“ApoE-KOマウス”への BAIBA投与と、バ
リン摂取と運動の併用が血中 BAIBA濃度に与え
る影響を明らかにする。なお本研究は静岡県立大

* 静岡県立大学大学院食品栄養環境科学研究院栄養化学研究室  Laboratory of Nutritional Biochemistry, Graduate School of Nutritional and Environmental 
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** 常葉大学社会環境学部 Faculty of Social and Environmental Studies, Tokoha University, Shizuoka, Japan.

動脈硬化を予防するマイオカイン探索と、バリン投与と
運動の併用による動脈硬化予防効果の増強
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学動物実験委員会の承認を得て実施した（承認番
号：165123，195230，205275）。
Ａ．Irisin や BAIBA 以外にも PGC-1α依存的に

分泌量が増加するマイオカインが存在し、そ

れらも動脈硬化進展抑制に貢献しているか？

　 1  ．動脈硬化進展を抑制する候補因子の in 

vitro簡易評価系確立
　動脈硬化の初期病変では、血管内皮細胞におけ
る炎症が、細胞接着因子 VCAM-1やケモカイン
MCP-1の発現増加を引き起こすことで、単球の接
着や遊走を促進する。そこで、本検討項目では候
補因子の動脈硬化抑制作用を簡便に評価する実験
系の構築を目的とした。tumor necrosis factor α 

（TNFα）で炎症誘導をした HUVECと THP-1細胞
を共培養し、HUVECに接着する THP-1細胞数の
変化を指標にした候補因子の評価系構築を目指し
た。
　 2．候補因子の探索
　DNAマイクロアレイを用いて、骨格筋特異的
PGC-1α過剰発現マウス5）（“筋 PGC-1αマウス”）
骨格筋中での遺伝子発現量が野生型マウスの1.5

倍以上に増加したもののなかから、分泌タンパク
質をコードしている遺伝子を選定した。絞り込ん
だ遺伝子と、in silico解析によって推定された既
報1）のマイオカイン候補とを照らし合わせて、候
補因子を見いだすこととした。骨格筋中における
候補因子の遺伝子発現量を定量的リアルタイム
PCR（qRT-PCR）法で調べ、更に候補因子を絞り
込んだ。
　 3．動脈硬化進展抑制作用の in vitro評価
　前項で見いだした候補因子を培養血管内皮細胞
により評価する。HUVECに TNFα（10 ng/ml）と
候補因子を同時に添加し、TNFα誘導的に増加す
る VCAM-1や MCP-1の遺伝子発現量を測定した。
実験に用いた候補因子は、候補因子遺伝子を
HEK293T細胞に過剰発現させ一定時間培養後の
培養液、あるいは大腸菌で合成した組換えタンパ
ク質（ 0～30 ng/ml）を用いた。
Ｂ．バリン摂取と運動の併用が、血中BAIBA濃

度の増加を介して動脈硬化進展を抑制するか？

　 1  ．血中 BAIBA濃度上昇が動脈硬化進展に与
える影響

　 6週齢の “ApoE-KOマウス” に、蒸留水あるい
は BAIBA含有水（170 mg/kgBW）を14週間飲水
投与し、心臓大動脈弁における動脈硬化巣面積、
血中脂質プロファイル、免疫組織化学染色による
動脈硬化巣中タンパク質発現量を測定した。また、
血中 BAIBA濃度を LC-MSを用いて測定するこ
とにより、動脈硬化進展の抑制に必要な血中
BAIBA濃度を明らかにすることを目指した。
　 2  ．バリン摂取と運動の併用が動脈硬化進展に
与える影響

　バリン摂取と運動の併用が血中 BAIBA濃度を
増加させるか否かを調べるために、7週齢の雄性
C57BL/6Jマウスに蒸留水もしくは、バリン含有
水（0.5 g/kgBW）を摂取させながら、回転ケージ
で 2週間運動トレーニングを実施させた。麻酔下
で眼窩より採血し、血中 BAIBA濃度を測定した。

結　　　　果

Ａ．Irisin や BAIBA 以外にも PGC-1α依存的に

分泌量が増加するマイオカインが存在し、そ

れらも動脈硬化進展抑制に貢献しているか？

　 1  ．動脈硬化進展を抑制する候補因子の in 

vitro簡易評価系確立
　TNFαで炎症誘導をした HUVECに THP-1細胞
を添加して培養したところ、TNFαにより THP-1

細胞の接着数はおよそ15倍に増加した。一方で、
既に血管内皮細胞での VCAM-1発現抑制作用が
報告されている3,4）BAIBAを添加しても、接着し
た THP-1細胞数の変化は確認できなかったことか
ら、評価系の構築には至らなかった。
　 2．候補因子の探索
　マイクロアレイデータと in silico解析によって
推定された既報1）のマイオカイン候補とを照らし
合わせたところ、16種類の候補因子が見いだされ
た。そのうち、実際に“筋 PGC-1αマウス”の骨
格筋で遺伝子発現量が有意に増加した候補因子10

種類を最終的な候補因子とした。
　 3．動脈硬化進展抑制作用の in vitro評価
　A～ Eの 5 種類の候補因子（候補因子の名称
は伏せて報告する）について HEK293T細胞に過
剰発現させた細胞上清での評価（候補因子A～ C）、
あるいは組換えタンパク質を用いた評価（候補因
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子 D，E）が実施できた。その結果、HEK293T細
胞に候補因子を過剰発現させた培養上清では、上
清 Cの添加により対照群に比して有意に VCAM-1

の mRNA発現量が低下した（図 1）。また、組換
えタンパク質 Dの添加により VCAM-1の mRNA

発現量が有意に低下した（図 2）。
Ｂ．バリン摂取と運動の併用が、血中BAIBA濃

度の増加を介して動脈硬化進展を抑制するか？

　 1  ．血中 BAIBA濃度上昇が動脈硬化進展に与
える影響

　“ApoE-KOマウス”に BAIBAを投与すること
で動脈硬化巣面積はおよそ30％有意に減少した
（図 3）一方で、血中脂質プロファイルに有意な
変化は確認できなかった。動脈硬化巣中の

MCP-1とMac-2（マクロファージマーカー）のタ
ンパク質発現量は“ApoE-KOマウス”に比して
有意に減少した（図 4）。血中 BAIBA 濃度は
“ApoE-KOマウス”で検出限界以下だった一方で、
BAIBA を投与した“ApoE-KO マウス”では3.4 

µMまで増加した。
　 2  ．バリン摂取と運動の併用が動脈硬化進展に
与える影響

　野生型マウスにバリンを投与しながら運動ト
レーニングを実施させたが、運動トレーニング群
と、運動トレーニング・バリン投与併用群のいず
れにおいても血中 BAIBA濃度は検出限界以下で
あり、バリン投与と運動トレーニングの併用によ
る血中 BAIBA濃度の変化は確認できなかった。

図 1．候補因子を HEK293T細胞に過剰発現させた培養
上清 A～Cが HUVECの TNFα誘導性 VCAM-1、MCP-1 
mRNA発現量に与えた影響

Fig.1．The effect of cultured medium collected from A, B, C 
overexpressed HEK293T cells on TNFα-induced VCAM-1 
and MCP-1 gene expression in HUVEC. 

VCAM-1 and MCP-1 gene expression in HUVEC was 
measured after treatment with A, B, C in the presence of TNFα. 
Expression of these mRNA was measured by RT-qPCR（n = 6）. 
Values are means ± standard error（SE）. Means without a 
common letter differ significantly（P < 0.05）.
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図 2．組換えタンパク質 D、Eが HUVECの TNFα誘導
性 VCAM-1、MCP-1 mRNA発現量に与える影響

Fig.2．The effect of recombinant protein D and E on 
TNFα-induced VCAM-1 and MCP-1 gene expression in 
HUVEC. 

VCAM-1 and MCP-1 gene expression in HUVEC was 
measured after treatment with recombinant protein D（A）and 
protein E（B）in the presence of TNFα. Expression of these 
mRNA was measured by RT-qPCR（n = 6）. Values are means 
± SE. *P < 0.05 vs TNFα. 
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図 3．BAIBA投与による動脈硬化巣面積の変化
Fig.3．Atherosclerotic plaque area of the mice.

（A）Representative photomicrograph of hematoxylin-eosin-
stained aortic valve of the heart. The dashed line indicates the 
atherosclerotic plaque area. Blackline indicated 500 μm.（B）
The quantitative value of atherosclerotic plaque area. n = 7-8. 
Mean ± SE. * P < 0.05.
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図 4．BAIBA投与による動脈硬化巣中タンパク質発現量
の変化

Fig.4．Immunohistochemical analyses of plaque.
（A）Representative photomicrograph of immunofluorescence-
stained atherosclerotic plaque. The white lines indicate plaque. 
（B）% positive area of the plaque. n = 7-8. Mean ± SE. * P < 
0.05.
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考　　　　察

Ａ．Irisin や BAIBA 以外にも PGC-1α依存的に

分泌量が増加するマイオカインが存在し、そ

れらも動脈硬化進展抑制に貢献しているか？

　候補因子 Cや Dは血管内皮細胞における TNFα

誘導的な VCAM-1の遺伝子発現を抑制しており、
候補因子 C、Dが動脈硬化進展を抑制する可能性
がある。先行研究においても、これら候補因子の
血中濃度は、心血管疾患患者において変化するこ
とが報告されている。今後は、今回評価ができな
かった候補因子の評価をすること、実際に候補因
子が骨格筋から分泌されることの確認、in vivo試
験による抗動脈硬化作用の評価を実施する必要が
ある。
Ｂ．バリン摂取と運動の併用が、血中BAIBA濃

度の増加を介して動脈硬化進展を抑制するか？

　“ApoE-KOマウス”への BAIBA投与は動脈硬
化の進展を抑制した。先行研究では、BAIBAの
in vitroにおける抗動脈硬化作用の報告がされて
いるのみであり3,4）、本研究によりマイオカインと
考えられている BAIBA2）の抗動脈硬化作用を示
した。一方で、バリン摂取と運動の併用は血漿
BAIBA濃度の増加をもたらさなかった。今回用
いた LC-MSの測定系では、BAIBAの検出限界が
およそ 1 μMであったため、血中 BAIBA濃度の
変化がそれ以下の濃度で引き起こされている可能
性もある。したがって、今後はより高感度な
BAIBAの測定系についても検討を行い評価する。

総　　　　括

　今回は動脈硬化進展を抑制する新規マイオカイ
ンの探索と、BAIBAの抗動脈硬化作用に関する
2つの課題について検討した。持久運動トレーニ
ングによる動脈硬化抑制機序の一端として、
BAIBAやその他のマイオカインが関与する可能
性がある。更なる検討を重ねることで持久運動ト
レーニングの動脈硬化抑制機序を明らかにするこ
とや、動脈硬化進展を抑制する運動模倣薬の開発
などにつなげていきたい。
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緒　　　　言

　身体活動量の低下（運動不足）は、肥満や生活
習慣病のリスクを高めるだけでなく、うつ病や認
知症、アルツハイマー病（Alzheimer’s disease; 

AD）の発症リスクを高めることが知られている2）。
一方、定期的な運動習慣は、脳機能を高め、精神
疾患である認知症やうつ病の予防や治療に有効で
ある。すなわち、定期的な運動は学習や記憶を担
う海馬領域で脳由来神経栄養因子（brain-derived 

neurotrophic factor; BDNF）の発現、シナプス可塑
性、神経細胞の新生を促進させ、その結果、認知
機能向上や認知症予防に寄与する7-9）。このように、
運動介入による認知機能向上の効果を報告した動
物実験の結果は数多く報告されている一方、身体
不活動が認知機能にもたらす影響について検討し
た動物実験はほとんど行われておらず、実験動物
を用いて身体不活動のさまざまな影響を調べるた
めの研究方法もいまだに確立されていない。
　近年、運動により骨格筋から分泌され、骨格筋
自体や脳機能に有益な影響を及ぼすマイオカイン

（myokine）に注目した研究が進んでいる。マイオ
カインの 1 つである irisin は、骨格筋の peroxi-

some proliferator-activated receptor-γ co-activator-1α

（PGC-1α）刺激によって細胞膜に局在する fibro-

nectin type Ⅲ domain containing 5（FNDC5）が一
部切断されることで生成され、運動によって血中
濃度が増加する。この増加した irisinは、循環血
を介して脂肪組織に運ばれて白色脂肪組織を褐色
脂肪組織化することで全身のエネルギー代謝を亢
進させる3）。また最近の報告では、irisinが認知機
能の調節にも重要な役割を果たすことが示されて
いる。すなわち、ADモデルマウスにおいて認め
られた記憶能力の低下が、FNDC5／／ irisinの末梢へ
の投与、または脳内での FNDC5／／ irisinの過剰発
現により回復した5,6）。更に、運動の認知機能の改
善効果にも運動で誘導される irisinが関与する可
能性が示唆されている6,10）。これらの結果を踏ま
えて本研究では、マウスを不活動状態で飼育する
ことにより筋活動を制限させることが骨格筋から
の irisin分泌を妨げ、このことが認知機能低下の
要因となるか否かについて検討した。加えて、定

* 日本医科大学薬理学分野　　Department of Pharmacology, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School, Tokyo, Japan.
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期的な持久的運動介入が骨格筋からの irisin分泌
を高め、骨格筋および脳の FNDC5増加を介して
認知機能低下の予防効果をもたらすか否かについ
て検討した。

方　　　　法

Ａ．実験動物

　本研究は、日本医科大学動物実験指針に基づき、
日本医科大学実験動物倫理委員会の承認を得て行
われた（承認番号：第30-028号）。実験には 8週
齢の C57BL／／6J系雄マウスを用い、すべてのマウ
スを 1週間の予備飼育後、本実験を行った。実験
期間、食餌と飲料水は24時間自由摂取させた。
Ｂ．不活動飼育と運動トレーニング条件

　予備飼育後、すべてのマウスをマウス用トレッ
ドミル（トレッドミル速度10～15 m／／分， 5日間）
に馴化させた後、無作為に①コントロール
（Control; Cont，n= 8）、②不活動飼育（Physical 

inactivity; PI，n= 7）、 ③ 不 活 動 飼 育 ＋ 運 動
（PI+Exercise; PI+Ex，n= 7）、④不活動飼育＋運
動＋ irisin 中和抗体（PI+Ex+Anti-irisin antibody; 

PI+Ex+Ab，n= 8）の 4 群に分けた。①は、通常
のマウス用ケージで、 1ケージ当たり 4匹ずつ飼
育した。一方、マウスの日常生活スペースを狭め
てマウスの身体活動量を低下させるために、②～
④は我々の研究室で考案した不活動ケージで、 1

ケージ当たり 6匹ずつ飼育した。このケージ内で

の 1匹のマウス当たりの飼育スペースは、通常の
マウス用ケージを 6等分した広さと同じであった
（図 1 A）。③と④は、週 3回、トレッドミル速度
15 m ／／分で30分間トレッドミル走運動を行わせた。
対照的に①と②は、トレッドミル速度 0 m ／／分で
走運動を行わせず、安静状態で15分間トレッドミ
ル上に置いた。なお、④には、生体内で irisinの
働きを阻害するために、行動試験の 2週間前から
週 1日、irisin中和抗体を尾静脈投与した（10 μg

／／マウス）。①～③にはコントロール IgGを投与し
た。更に海馬神経新生を評価するため、すべての
マウスに細胞周期の S期において新たに合成さ
れた DNA に取り込まれる bromodeoxyuridine

（BrdU）を 3日間腹腔内投与（50 mg／／kg）した（図
1 B）。
Ｃ．行動試験

　上記の条件で 8週間飼育した時点で、下記の行
動試験および運動能力試験を行った。
　 1．Y字型迷路試験（Y-maze test）
　マウスを Y字型迷路装置内に置き、10分間迷
路内を自由に探索させた。マウスが測定時間内に
連続して異なる 3本のアームに進入した組み合わ
せの数（交賛行動数）を記録し、下記の式より交
賛行動率（％）を算出し、この値を作業記憶能力
として評価した。
　 交賛行動率（％） =交賛行動数÷ （総アーム進
入回数－ 2） ×100

図 1．不活動飼育プロトコール
Fig.1．Experiment protocol for physical inactivity condition in mice.

（A） Housing conditions and （B） experiment design.

Male C57BL/6J
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　 2．オープンフィールド試験（open-field test）
　マウスを四角形の試験ボックス（40 cm ×40 

cm）に入れて10分間自由に行動させ、ボックス
の中央部分に滞在した時間の割合を測定して不安
状態を評価した。
　 3．ショ糖選択性試験（sucrose preference test）
　マウスに 1％ショ糖水と水を入れた給水瓶を同
時に与えた。ショ糖水を飲む量の割合を測定し趣
向性の欠落状態を調べてうつ様症状を評価した。
　 4  ．持久的運動能力（endurance performance 

test）
　マウス用トレッドミルを用いて持久的運動能力
を評価した。トレッドミル速度 7 m ／／分でウォー
ミングアップを 2分間行い、続けて10 m／／分から
5分間隔でトレッドミル速度を 3 m ／／分ずつ増加
させてマウスが疲労困憊に至り、走れなくなるま
での走行距離を測定した。
Ｄ．ELISA 法

　解剖時に心採血より採取した血液を1000× g、
30分間遠心分離することにより、血漿を採取した。
血漿の irisin の測定には、Mouse Irisin ／／FNDC5 

ELISA Kit（NBP3-08118）を用いて行った。吸光
度値は、マイクロプレートリーダー（Thermo 

Scientific）を用いて450 nmの波長で測定した。
Ｅ．ウエスタンブロット法

　ポリアクリルアミドゲル7.5もしくは 4～20％
（SDS-PAGE）（Bio-Rad）を用いて、100 Vで70分
間電気泳動を行った。転写は PVDFメンブレン

を用いて100 mAで60分間行った。一次抗体は、
PGC-1α（1:1000, rabbit, Abcam）、FNDC5（1:1000, 

rabbit, Proteintech）、BDNF（1:500, rabbit, Santa 

Cruz）抗体を使用し、 4 ºCで振とうしながら一
晩反応させた。二次抗体は、抗 rabbit IgG抗体を
使用し、室温で90分間反応させた。発光試薬
ImmunoStar LD（Wako）を用い、撮影はスキャナー
式ウエスタンブロットイメージャー C-Digit

（LI-COR）で、バンドの定量は Image Studio 

Digits ver 4.0で行った。
Ｆ．免疫組織化学染色

　麻酔下でマウスの全身を脱血した後、脳を採取
した。採取した脳を 4％パラホルムアルデヒドで
24時間固定し、海馬歯状回を含む脳切片（40 

μm）を作製し BrdUによる分裂細胞標識法を用い
て免疫染色学的に神経新生を評価した。
Ｇ．統計解析

　得られたすべてのデータは平均値 ± 標準誤差
（means ± SEM）で示した。統計は、GraphPad 

Prism 8を用いて実施し、一元配置分散分析（One-

way ANOVA）のあと、post-hocテスト（Tukey）
を行った。統計有意差水準は P < 0.05未満とした。

結　　　　果

Ａ．身体不活動および運動による体重、筋肉・

脂肪量、血中 irisin 濃度の変化

　 8週間、1日当たりの摂餌量（データ掲示なし）
と解剖時の体重（図 2 A）、ヒラメ筋、腓腹筋重

図 2． 8週間の不活動および運動による体重、筋肉・脂肪量、血中 irisin濃度の変化
Fig.2．Changes in body weight, muscle, fat weight and plasma irisin concentration after physical inactivity and 

exercise training for 8-weeks.
（A）Body weight, （B）muscle （soleus, EDL, gastrocnemius） weight/body weight and （C）epididymal weight/body 

weight at sacrifice, （D）plasma irisin levels. Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; 
PI+Ex+Anti-irisin antibody, EDL; Extensor digitorum longus. Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01（n = 
7-8 per group）.
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図 3．不活動および運動が認知機能、不安・うつ様症状および運動能力に及ぼす影響
Fig.3．Effect of physical inactivity and exercise training on cognitive function, anxiety/depression-like 

behavior and endurance performance.
（A）Y-maze test, （B）open-field test, （C）sucrose preference test, （D）endurance performance test. 
Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; PI+Ex+Anti-irisin antibody. 
Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 （n = 7-8 per group）.
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P = 0.07

図 4．不活動および運動が腓腹筋および海馬の PGC-1α、FNDC5、BDNFタンパ
ク質発現量、海馬神経新生に及ぼす影響

Fig.4．Effect of physical inactivity and exercise training on PGC-1α, FNDC5 protein 
expression in gastrocnemius and BDNF protein expression, neurogenesis in hippocampus.

（A）PGC-1α, FNDC5 protein expression in gastrocnemius, （B）PGC-1α, FNDC5 and 
BDNF protein expression in hippocampus, （C）number of BrdU-positive cells in the 
dentate gyrus. Cont; Control, PI; Physical inactivity, PI+Ex; PI+Exercise, PI+Ex+Ab; 
PI+Ex+Anti-irisin antibody. Values are means ± SEM. *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 
（n = 7-8 per group）.
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量は 4群間で有意な差はみられなかった。一方、
長指伸筋（Extensor digitorum longus; EDL）重量は、
PI+Ex 群が PI 群に比べ有意な高値を示し（図
2 B）、副睾丸（Epididymal）脂肪量は、PI群が他
の 3 群に対して有意な高値を示した（図 2 C）。
血中の irisin濃度は Cont群と比較して PI群で低
値傾向を示し、PI群と比較して PI+Ex群で有意
に高値を示した（図 2 D）。
Ｂ．身体不活動と運動が認知機能、不安・うつ

様症状、運動能力に及ぼす影響

　作業記憶能力を評価する Y字型迷路試験にお
いて交賛行動率は Cont群に比べ PI群が有意な低
値を示し、定期的な運動（PI+Ex群）による予防
効果が認められた。しかし、この効果は irisin中
和抗体投与（PI+Ex+Ab群）により消失した（図
3 A）。不安症状を調べるオープンフィールド試
験でフィールドの中央部分に滞在した時間の割合
は Cont 群に比べ PI 群で有意な低値を示し、
PI+Ex群が PI群と比較して高値傾向を示した（図
3 B）。うつ様症状を評価するショ糖選択性試験
では、Cont群に比べ PI群で有意な低値を示し、
定期的な運動を行った PI+Ex群は PI群に対して
有意な高値を示した。しかし、PI群と PI+Ex+Ab

群の間では有意差はみられなかった（図 3 C）。
次に持久的運動能力を評価したところ、Cont群
と PI群、両群と比較して PI+Ex群で有意な高値
を示し、PI+Ex+Ab群が PI群と比較して有意な高
値を示した（図 3 D）。
Ｃ．身体不活動と運動による骨格筋 PGC-1α、

FNDC5の発現量変化

　骨格筋（腓腹筋）の PGC-1αタンパク質発現量
は Cont群と比べ PI群で有意に低下し、PI+Ex群
では PI群、PI+Ex+Ab群と比べ有意な増加が認め
られた。また、FNDC5タンパク質発現量は、PI

群と比較して PI+Ex群のみ有意な増加が認めら
れた（図 4 A）。
Ｄ．身体不活動と運動による海馬 PGC-1α、

FNDC5、BDNF 発現量および神経新生の変

化

　海馬の PGC-1αタンパク質発現量は Cont群と
比べ PI 群で有意に低下し、PI+Ex 群が PI 群、
PI+Ex+Ab群と比較して有意に増加した。PI+Ex

群の FNDC5タンパク質発現量は PI群と比較して
増加傾向を示した。一方、定期的な運動による海
馬の PGC-1αと BDNFタンパク質発現量の増加は
irisin中和抗体投与により消失した（図 4 B）。更に、
海馬の神経新生を表す BrdU 陽性細胞数は、
PI+Ex群で PI群と比較して有意に増加し、この
増加は irisin中和抗体投与により抑制された（図
4 C）。

考　　　　察

　当研究室にて運動量測定デバイスである “nano 

tag” をマウスに埋め込んで 1日の身体活動量を測
定した結果から、本研究で用いた不活動ケージで
の飼育は標準マウス用ケージでの飼育と比較して、
マウスの身体活動量を約50％低下させる（特に暗
期に）ことを確認している（データ未公表）。し
たがって、本研究での 8週間の不活動飼育による
副睾丸脂肪量の増加は、身体活動量の低下が消費
エネルギーの低下をもたらし、余剰エネルギーが
脂肪として蓄積された結果と考えられる。そして、
この脂肪の増加は定期的な運動により抑制された。
先行研究では、持久的運動トレーニングが血中
irisin濃度を増加させ、エネルギー代謝を亢進さ
せることが報告されているが3,4）、本研究では運動
による脂肪量の低下が irisin中和抗体投与の有無
にかかわらず起こったことから、今回の運動によ
る脂肪量の低下は運動によるエネルギー消費量の
増加によるものであり、血中 irisinの関与はなかっ
たと考えられた。
　血中 irisin濃度は不活動飼育により低下して定
期的な運動により増加し、その増減は腓腹筋の
FNDC5量の変化と一致していた。この結果は、
血中 irisinが細胞、特に骨格筋の細胞膜上に露出
している FNDC5の切断に由来する考えと適合し
ており1,3,6）、生体内の irisin産生は骨格筋の使用量
に依存して変動することを示していた。しかし、
血中 irisinの主要な供給源は肝臓であるとする報
告もあり5）、運動時の血中 irisinの起源について
は更なる研究が必要である。
　Y字型迷路試験で調べた作業記憶能力は、不活
動飼育で低下し、定期的な運動はこの低下を防い
だが、運動の効果は irisin中和抗体の投与で消失
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した。この変動パターンは血中 irisin濃度、海馬
の BrdU陽性細胞数と BDNF量の変動パターンと
一致した。更に、ADモデルマウスに運動を行わ
せることにより認知機能低下が改善し、この運動
の改善効果が irisin中和抗体の投与により消失す
ることを示した先行研究結果とも一致した6）。末
梢組織から分泌された irisinは血液脳関門を通過
して脳に達し、認知機能の改善に重要な役割を果
たすことが報告されている5,6）。したがって、不活
動は血中 irisin濃度を低下させ、海馬の BDNFや
神経新生の低下をもたらして認知機能の低下を引
き起こしたこと、反対に運動は血中 irisin濃度を
増加させ、海馬の BDNFや神経新生の増加をも
たらして、結果的に認知機能の低下を防いだこと
が予想された。
　一方、不安・うつ様症状に関しても不活動によ
る改悪、定期的な運動による予防効果がみられた
が、irisin中和抗体の投与による運動効果の顕著
な消失は認められず、運動による予防効果への血
中 irisinの関与は証明できなかった。不安・うつ
様症状の発症は継続的なストレスにより引き起こ
されるため、今回のショ糖選択性試験やオープン
フィールド試験の結果には不活動飼育に由来する
ストレスの影響が含まれる可能性がある。した
がって、今回の不安・うつ様症状に対する定期的
な運動の予防効果は、運動が irisinに関係しない
ストレスの影響を抑制した結果によるもので、運
動による不安・うつ様症状の予防効果には irisin

は関与しない可能性が示唆された。

総　　　　括

　本研究では、マウスを用いて不活動飼育による
筋活動の制限が、作業記憶能力の低下、不安・う
つ様症状の発症をもたらした。一方、定期的な運
動はこれらの症状を予防する効果をもたらした。
特に運動の認知機能低下の予防効果に、運動によ
る血中 irisin濃度の増加、骨格筋、脳で上昇する

FNDC5が重要な役割を担うことが示唆された。
本実験の結果は、精神の健康を維持するための身
体活動および運動習慣の重要性を社会的に啓蒙し
ていくうえでの重要な研究成果となる。
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緒　　　　言

　健康に影響を与える要因として Social Capital

（以下，SC）が注目されている。SCとは「人々
の協調行動を活発にすることによって、社会の効
率性を高めることのできる、信頼・規範・ネット
ワーク、といった社会組織の特徴」と定義されて
いる10）。SCは個人レベルだけでなく、集団レベ
ルで考慮することの重要性も指摘され8）、データ
の階層性を考慮した分析が推奨されている。実際
に、個人および集団レベルの SCはさまざまなア
ウトカムと関連することが報告されている7）。SC

の下位分類として公式・非公式のネットワークや
社会組織または役割や規則などを含む社会的活動
は「構造的 SC」、社会組織に対する信頼や互酬性
は「認知的 SC」と呼ばれている。これまでに SC

は児童思春期の子どもの問題行動やメンタルヘル

スと関連することが明らかになっている9）。しか
しながら、妥当性が検証された尺度を使用した研
究が少ないことや子どもが日中のほとんどを過ご
す学校の SCが考慮されていないなどの問題点が
指摘されている。また、発達段階によってメンタ
ルヘルスと関連する SCが異なることは示唆され
ているものの、社会的行動には性差があるにもか
かわらず、SCとメンタルヘルスの関連における
性別による違いはほとんど検証されていない。
　本研究は、学校 SCを含む Social Capital Ques-

tionnaire for Adolescent Students（SCQ-AS）日本版5） 

を使用し、個人および学校レベルの認知的 SCと
構造的 SCが小中学生の抑うつに対して与える継
時的な影響を明らかにすることを目的とした。更
に、性別および校種（小学生・中学生）において
SCと抑うつの関連に違いがあるかどうかも検証
した。
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方　　　　法

Ａ．対象

　本研究では、東北地方の弘前市で行っている学
校コホート調査の2019年 9 月（T1）と2020年 7

月（T2）のデータを使用した。本学校コホート
調査は、弘前市教育委員会と連携して行っている
調査であり、中学卒業後以降の追跡が困難であっ
たため、T2時点で中学校を卒業している生徒は
除外した。T1時点で同一市内の小学校 4年生か
ら中学校 2年生の児童生徒6583名が調査に参加し、
そのうち T1および T2の回答に不備のなかった小
学生3298名（男子1626名，女子1672名）、中学生
2456名（男子1221名，女子1235名）を分析対象と
した（有効回答数5754名：有効回答率87.4％）。
本調査は、弘前大学医療倫理委員会（IRB#2015-

055）の承認を得て実施された。
Ｂ．質問紙

　 1．SC（ソーシャル・キャピタル）
　認知的 SC として、標準化された尺度である
SCQ-AS日本版5）を使用した。質問は12項目で、
3件法で回答を求める。下位因子は「学校の信頼
と結束力」「学校と近隣地域の安全感」「近隣地域
の信頼と結束力」からなる。本研究では、総得点
（得点範囲：12～36点）を使用した。また、構造
的 SCとして、独自に 2項目を作成した（「クラ
ブ活動の参加頻度」「近所の行事やボランティア
活動の参加頻度」）。クラブ活動と近所の行事やボ
ランティア活動の参加頻度をそれぞれ 4件法で回
答を求めた（ 1：全く参加していない， 2：月に
1～2回参加する，3：週に 1～2回参加する，4：
週 3日以上参加する； 1：いいえ（ 0回）， 2：
少し（年 1～3回）， 3：ときどき（年 4～ 6回），
4：よく（年 7回以上））。得点が高いほど、参加
する頻度が高いことを意味する。認知的 SCおよ
び構造的 SCは T1に実施した。
　 2．抑うつ
　PHQ-A（Patient Health Questionnaire-9 for 

Adolescents）の日本版1）を使用し、T2に実施した。
本尺度は PHQ-9を改訂して作られた、思春期の
子どもを対象とした抑うつ症状の重症度尺度であ
る。質問は 9項目で、 4件法で回答を求めた（得

点範囲： 0～27点）。得点が高いほど、抑うつ症
状が高いことを意味する。
Ｃ．統計解析

　すべての変数の記述統計量を表 1に示した。抑
うつに対する SCの個人レベルと学校レベルの効
果を調べるために、マルチレベルモデル分析を
行った。マルチレベルモデル分析は、観測された
変数の分散を階層ごとの分散成分に分けることで、
個人レベルと学校レベルの効果を同時に検討でき
る手法である。切片にランダム効果を導入し、抑
うつが学校間で異なると仮定した。学校レベルの
SC得点については、児童生徒が報告した認知的
および構造的 SCの得点それぞれを T1時点で所
属していた学校平均を算出して使用した。個人レ
ベルの SCは学校平均を、学校レベルの SCは全
体平均を用いて中心化した。Model 1では、（男＝
0，女＝ 1）、校種（小学生＝ 0，中学生＝ 1）
を投入し、Model 2において、認知的および構造
的 SCを主効果として投入した。次に、Model 3

では、性別と校種による SCと抑うつの関連の違
いを検証するために、性別および校種と個人およ
び学校レベルの SCの交互作用項を作成し、投入
した。Model 4では、学校レベルの変数（認知的
SCと構造的 SC）を追加した。最後に、有意であっ
た交互作用項については、単純傾斜分析を行い、
性別および校種（小学生・中学生）の別で、SC

と抑うつの関連の違いを検討した。なお、本研究
では P値が .05未満の場合、統計的に有意とした。
統計解析にはMplus version8.6を使用した。

結　　　　果

　小学生3298名、中学生2456名と小学校35校、中
学校17校の記述統計はそれぞれ表 1に示した。性
別は小中学校ともほぼ均等に分布していた。
　抑うつを目的変数としたマルチレベルモデル分
析の結果を表 2 に示した。モデル適合度を示す
DICが各モデルで減少したため、モデル 4を最終
モデルとした（個人レベル：R2 = .20，P < .001，
学校レベル：R2 = .69，P < .001）。個人レベルでは、
すべての主効果が有意な関連を示したが、行事や
ボランティアの参加頻度のみ有意な正の関連を示
した。また、性別および校種で、SCQ-ASとの交
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表 1．各変数の記述統計量
 Table 1．Descripitive statistics.

Elementary school Junior high school

Student-level: Student characteristics n = 3298 n = 2456

M（SD） Min Max M（SD） Min Max

Sex（Female） 50.40% 0 1 50.00% 0 1

PHQ-A  3.71（4.22） 0 27  4.30（4.57） 0 27

SCQ-AS 31.11（4.03） 13 36 31.22（3.94） 14 36

Extracurricular activities  2.43（1.40） 1 4  3.54（0.98） 1 4

Participation in events and volunteer work  2.36（0.96） 1 4  2.02（0.85） 1 4

School-level: School characteristics n = 35 n = 17

M（SD） Min Max M（SD） Min Max

PHQ-A  3.61（0.98） 1.4 5.65 4.55（1.49） 2.83 9.67

SCQ-AS 31.52（1.21） 29.36 34.53 31.42（0.88） 29.94 33.00

Extracurricular activities  2.48（0.32） 1.93 3.06 3.57（0.16） 3.18 3.86

Participation in events and volunteer work  2.46（0.28） 2.05 3.27 2.16（0.32） 1.82 2.81

PHQ-A; Patient Health Questionnaire-9 for Adolescents, SCQ-AS; Social Capital Questionnaire for Adolescent Students.

表 2．PHQ-Aを目的変数としたマルチレベル分析の推定値
Table 2．Multilevel linear model coefficients for PHQ-A.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

β（SE） β（SE） β（SE） β（SE）

Individual-level

　Sex 0.01（0.01）  0.03（0.01）***  0.25（0.09）***  0.20（0.02）*
　Educational stage 0.08（0.02）**  0.09（0.02）***  0.63（0.12）***  0.71（0.11）***

　SCQ-AS –0.40（0.01）*** –0.32（0.02）*** –0.32（0.02）***

　Extracurricular activities –0.05（0.01）*** –0.06（0.02）*** –0.05（0.02）***

　Participation in events and volunteer work  0.03（0.01）***  0.05（0.02）***  0.05（0.02）*
Interaction term（individual-level）
　Sex × SCQ-AS –0.26（0.09）*** –0.21（0.09）*
　Sex × Extracurricular activities  0.06（0.03）  0.06（0.03）
　Sex × Participation in events and volunteer work –0.03（0.03） –0.02（0.03）
　Educational stage × SCQ-AS –0.51（0.11）*** –0.50（0.10）***

　Educational stage × Extracurricular activities –0.03（0.04） –0.02（0.04）
　Educational stage × Participation in events and  volunteer work –0.03（0.03） –0.02（0.03）
School-level

　SCQ-AS –0.72（0.11）***

　Extracurricular activities –0.42（0.20）
　Participation in events and volunteer work –0.27（0.16）
Model information criteria

　DIC 33873.95 32806.8 32774.26 32771.02

* P < .05,  ** P < .01,  *** P < .001.
PHQ-A; Patient Health Questtionaire-9 for Adolescents, SCQ-AS; Social Capital Questionnaire for Adolescent Students, DIC; Deviance 
information criterion. 
In Model 4, all individual- and school-level variables were entered. Interaction items were also entered to determine the interactive 
effects between sex, educational stage, and cognitive and structural social capital.
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互作用のみ有意な関連が示された。学校レベルで
は、SCQ-ASのみ有意な負の関連が示された。
　有意だった交互作用項について単純傾斜分析を
行った結果、小学生（B = -.36，P < .001）より
も中学生（B = -.50，P < .001）のほうが抑うつ
との関連が強いという結果が示された（図 1）。
また、男子（B = -.36，P < .001）よりも女子（B 

= -.42，P < .001）のほうが抑うつとの関連が強
いという結果が示された（図 2）。

考　　　　察

　本研究は 1市内の全公立小中学生を対象に、個
人レベルおよび学校レベルの SCが後の抑うつに
与える影響について縦断的に検証した。
　女子および中学生である場合に、抑うつが高く
なる結果が示された。男子よりも女子のほうが抑
うつは高いことや思春期に抑うつが上昇する傾向
にあることは数多くの先行研究で示されており、
それらと同様の結果が示されたといえる。
　認知的 SCに関しては、個人および学校レベル
で SCが高いと、後の抑うつが低くなる結果を示
した。Brièreら2）は、教師と生徒の関係や安全感
などが含まれる学校環境と思春期の抑うつとの関
連を縦断的に検証し、個人および学校レベルで学
校環境が良好だと、児童生徒の後の抑うつが低く
なることを報告した。本研究からはこの知見を裏

付ける結果が示されたといえる。つまり、個人の
SCの認識に留まらず、SCが高い学校に在籍して
いる児童生徒は、SCが低い学校と比較して抑う
つが低くなることを意味している。従来の児童生
徒へのメンタルヘルスの問題に関する介入は、個
別の心理アプローチが行われることが多かったが、
近年の研究では、中学生以上に比べて小学生以下
ではその効果は低くなる可能性が指摘されてい
る4）。また、学校における集団的なアプローチも
一貫した有効性は認められないとの報告もある。
Brièreら2）の研究では、中学校 1年生以上を対象
に行われているため、小学生においても SCが後
の抑うつを予測するかは明らかになっていないが、
本研究では小学生においても個人および学校レベ
ルの SCが後の抑うつを予測したことを明らかに
した。このことは、個別の心理アプローチの効果
が低くなる小学生を対象に、認知的 SCを考慮し
た集団的アプローチを検討する意義を示唆してい
るものと考えられる。
　構造的 SCに関しては個人レベルにおいて、ク
ラブ活動の頻度が有意な負の関連を示している一
方で、近所の行事やボランティアの参加頻度は有
意な正の関連を示した。これは、クラブ活動に参
加している頻度が高いほど、後の抑うつが低くな
り、近所の行事やボランティアに参加する頻度が
高いほど、後の抑うつが高くなることを意味して

図 1．抑うつに対する認知的 SCと校種の交互作
用効果

Fig.1．Interaction between cognitive social capital and 
the educational stage on depression.

Plots of the impacts of the interaction between SCQ-AS 
and educational stage on depression.
PHQ-A; Patient Health Questionnaire-9 for Adoles-
cents, SCQ-AS; Social Capital Questionnaire for 
Adolescent Students.
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図 2．抑うつに対する認知的 SCと性別の交互作
用効果

Fig.2．Interaction between cognitive social capital and 
sex on depression.

Plots of the impacts of the interaction between SCQ-AS 
and sex on depression.
PHQ-A; Patient Health Questionnaire-9 for Adoles-
cents, SCQ-AS; Social Capital Questionnaire for 
Adolescent Students.
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いる。これは、SCのダークサイドと呼ばれる側
面が影響した可能性が考えられる。SCのダーク
サイドとは、SCの効果がネガティブに働くこと
である。例えば、家族以外の異なる年齢層の人々
と定期的にかかわっている女性は、定期的なかか
わりが少ない女性よりも抑うつを報告する確率が
高いことが報告されている3）。また、アメリカの
代表的な思春期のサンプルを対象とした研究では、
家庭の収入、親のメンタルヘルスなどを調整して
解析した結果、課外活動は行動障害や摂食障害と
は関連が示されているが、気分障害では関連は認
められなかった6）。本研究では前述したような要
因は統制することができていないため、子どもの
家庭環境等の要因が交絡していた可能性も否定で
きない。更に、本研究では近所の行事やボラン
ティアの参加の頻度の回答を求めているため、ど
のようなイベントやコミュニティに参加していた
かは不明である。今後は参加頻度だけでなく参加
したコミュニティの種類も考慮したうえで、構造
的 SCとメンタルヘルスの関連については更なる
検証が必要である。
　更に、我々は SCと抑うつの関連が性別あるい
は校種によって異なるかどうかも検証した。その
結果、性別では男子よりも女子のほうが個人レベ
ルの認知的 SCと抑うつの関連が強いことが示さ
れた。女性は男性よりも仲間関係に対する文脈の
影響に敏感であることが報告されている7）。本研
究の結果は、このような男女の社会性や社会的な
関係の違いが表れたと考えられる。校種では、中
学生は小学生よりも個人レベルの認知的 SCと抑
うつとの関連が強いことがわかった。子どもは成
長するに従って仲間関係を重視するようになり、
小中学生ではソーシャルネットワークがメンタル
ヘルスに与える影響が異なることが示唆されてい
る。このような仲間関係の発達に伴い、SCの相
対的価値が高まっていく可能性が考えられる。メ
ンタルヘルスの問題に対する年齢に合わせた効果
的な予防を行うために、各発達段階におけるメン
タルヘルスの関連の違いについて今後も検証して
いく必要があるだろう。
　本研究の強みは、参加率の高い大規模なコミュ
ニティサンプルから収集した、サンプルバイアス

の少ないデータを用いて、小中学生における SC

と抑うつの縦断的な関係を明らかにしたことであ
る。また、これまで SCの研究でなされてこなか 

った信頼性と妥当性が確立された質問紙によって
調査を行ったことで、同じ尺度を使った他地域の
調査と比較可能な結果を示したことも本研究の強
みといえる。
　一方で、本研究にはいくつかの限界点がある。
まず始めに、本研究は縦断的な関係を検証したに
もかかわらず、以前の抑うつ症状を考慮できてい
なかったため、元々のメンタルヘルスの状態が交
絡している可能性がある。また、小中学生の抑う
つは家庭環境や家族関係と関連することが数多く
の先行研究で示されているが、本研究で使用した
SCQ-ASは、質問紙の作成の段階で家族に関する
SCが除外されたため、本研究では家庭環境がメ
ンタルヘルスに与える影響を検証できていない。
更には、当初の研究計画では QOLを取得する予
定だったが、コロナ禍における調査であったため、
研究計画の変更を余儀なくされ、QOLの質問紙
の実施ができず、本研究ではソーシャル・キャピ
タルと QOLの関連について検証することができ
なかった。本研究で得られた結果をもとに、今後
は小中学生におけるソーシャル・キャピタルと
QOLとの関連についても検証していく必要があ
る。

総　　　　括

　個人レベルおよび学校レベルの高い認知的 SC

は小中学生の低い抑うつを予測することを明らか
にした。また、構造的 SCは参加する活動や団体
によって、抑うつに与える影響が異なることが示
唆された。更に、男女および小中学生で、認知的
SCと抑うつとの関連に違いがあることを明らか
にした。これらのことから、SCは小中学生のメ
ンタルヘルスの問題の予防あるいは悪化を防ぐこ
とを示唆した。
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緒　　　　言

　都市道路は、交通や移動のための空間であると
同時に、健康促進の場でもあるという視点から考
え、路上スポーツと自転車利用を促進する健康ま
ちづくりを巡り、以下の 3つのサブテーマについ
て研究を展開した。
Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　ジョギングは、心身の健康に役立ち、低コスト、
会場の制約がないなどのメリットがあり、広く普
及している。自治体や団体等によってジョギング
の推薦ルートが提案されている例がみられるが、
そのルート選択によって高い満足度を得られるか
は疑問である。ランニングやジョギングについて
の既存研究は少なく、最近の研究2）では、インタ
ビュー調査によるデータ収集はみられるが、サン
プル数は限られている。本研究は、ジョギングを
するランナーの好みを考慮したジョギングルート
の探索を目的とする。まず、ビッグデータに基づ
いてランナーの場所の好みを特定する。次に、

ジョギングルート計画のための手法を提案する。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　レンタサイクルは、環境や健康に優しい、渋滞
を緩和させる、モビリティを向上できるなどのメ
リットがあると考えられ、海外でも多くの導入事
例がみられる。しかし、ステーション間の自転車
の供給が必ずしも需要に対応できていない点など
が問題視されている。本研究では、シカゴとニュ 

ーヨークにおける2018年のレンタサイクルのビッ
グデータを用いて、その需要パターンの都市別の
時間的空間的特徴を明らかにし、都市間の比較を
行い、ステーション間の自転車輸送戦略を議論す
ることを目的とする。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　自転車は、持続可能で健康的な交通手段として、
世界各地で普及が推進されている。自転車道の幅
を広げると、自動車との衝突リスクの上昇と自動
車用スペースの減少が懸念される。したがって、
自転車交通推進には、多様な交通機関が道路空間
を利用する設計が必要であると考えられる。本研

健康まちづくりを目指す道路空間の総合的利用と 
交通システムの構築
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究では、自転車と自動車を分離して道路空間を利
用するシステムを提案し、仮想グリッド状の道路
ネットワークシナリオにおいて、道路インフラ建
設の代替手段となり得るかどうかの基礎的な検証
を行うことを目的とする。

方　　　　法

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　まず、ランナーに関するデータ処理によって、
ランニング人数のヒートマップの画像から人気
ルートを判読し、決定木分析によって、ランナー
のルート選択の重要な要因を分析する。その結果
から、選択される道路リンクの魅力を支配する評
価項目を決め、ルート選択の 3つのパターンにつ
いて魅力値を最大化するルートを求める。
　 1．ランナーデータの処理
　ジョギングのランナー向けアプリ STRAVAに
記録されたユーザーのランニングヒートマップが
公開されている。そのヒートマップをラスター画
像として、地理情報システムソフトウェア
ArcGISの Iso Cluster Unsupervised Classificationツー
ルにより、ジョガー密度を分析し、密度別の道路

分類を行う。レベルは 3分類とし、レベル 2およ
び 3を人気ルートとする（図 1）。ラスターデー
タから道路セグメントへのベクターデータ変換を
行い、以降の分析を行う。
　 2．決定木分析
　対象地域は東京都区部のうち、荒川、台東、文
京、墨田、足立、葛飾の 6区とし、ランナーの選
好との相関分析を行うために、公園・河川への近
接性、土地利用分類、興味のあるポイント（point 

of interest; POI）などの多様な要素をもつ場所を
選好するとし、ランニングルートを選ぶ際に重要
な要因を推定する。選好決定プロセスの推定は、
カイ二乗自動相互作用検出法による決定木分析を
用いる。要因分析の結果から、道路リンクに魅力
度を与える項目を決定する。
　 3．ルート選択
　既往研究1）のルート選択の方法を参考にし、
vehicle routing problem（VRP）分析を用いて、所
定の制限のなかで、ジョガーの嗜好を最大化する
ルートを求める。所定の制限とは、ルートの形態、
経路の構成、総移動時間である。ルートの形態は、
出発地点に戻ることが一般的であると考え、往復、
ループ、ロリポップという 3つの形態のコースを

図 1．画像処理後のジョギングルートの人気レベルマップ
Fig.1．Popularity level map of jogging routes after image processing.

Strava heat map（raster image）of runner usage in Tokyo is used to classify the roads with low to 
high（level 1 to 3）popularity levels using the Iso Cluster Unsupervised Classification tool in 
ArcGIS. The road length is calculated after matching the raster image to vector geography data. 
Six wards selected for further analysis are labeled with black solid lines.
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取り上げる（図 2）。経路の構成は、出発地・目
的地（OD）、複数の連続リンク、複数の POI、帰
着地から構成される。OD点は町丁目の中心とし、
帰着地は緑地とする。最大移動時間は 3  kmで18

分、 5  kmで30分とし、制限時間内に選択可能な
公園を含むすべてのルートを生成する。
　ルート選択のパターンについては、POI優先パ
ターン、道路幅員優先パターン、混合優先パター
ンという 3つの優先パターンを設定する。ステッ
プ 2で決定した評価項目とパターンの双方から、
道路リンクの魅力度を決定したうえで、魅力度を
最大化するルートを求める。選出されたルートに
ある道路に、ジョギング人口を重みとして与える。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　Motivateが自転車シェアリングシステムを運営
するニューヨーク市とシカゴ市の 2都市を対象と
する。これら 2都市には、システムの運営方針や
技術、データのアクセス可能性、フォーマットは
共通性がある。
　 1  ．自転車移動ステーションペアのネットワーク
　利用頻度が相対的に高い起終点ペアと、自転車
トリップのネットワークからクラスターを抽出し、
ステーション間の繋がりの強さを評価する。
　 2．時系列分析
　既往研究3）の貸出と返却のデータを 0～7時、
7～10時、10～13時、13～16時、16～20時、20～
24時、といった 6つのタイムウィンドウに分割す
る。そのうえで、dynamic time warpingという時
系列データの類似性を分析するツールを用いて、
需要の変動パターンのクラスタリングを行う。そ
して、各クラスターのステーションを地図上に表
し、都市間で比較する。
　 3．施設や天気との関係
　既往研究4）の各タイムウィンドウのデータを用
いて、ステーションの400 m以内の周辺土地利用
状況や POI 施設との関係を Spearman correlation

で分析するとともに、月間気温や降水量、日照量
といったデータから、利用状況と天気の関連を
Canonical correlationで分析する。
　 4．運送戦略の提案
　実際のデータのピーク時の貸出台数を満たすよ

うに、ルートの順番の前のポートから後ろのルー
トへ自転車を移動することを想定し、移動コスト
（距離）を最小にするように、各ポートの自転車
を運送する右回りのルートの最適解を、ヒューリ
スティック・アルゴリズムで計算する。ピーク時
のデータは、 1年間の平均値とし、計算時間の制
約を考えて、都市の中心部における30箇所のポー
トを対象として計算を行う。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　 1．仮想グリッド状の道路ネットワーク
　地区道路を 3つの階層（道路 A，B，C）に分
けて、各階層の道路空間を自動車、自転車、歩行
者という 3種類の主体の間に配分するシナリオを
設ける。 1  km2のコミュニティをモジュールとし
て、自転車と自動車が同じ道路を利用するケース、
同じ階級の道路において自転車と自動車を別々に
利用するケースなど、 8つのコミュニティのシナ
リオを設ける。
　 2．道路と交差点の通過時間の計算
　各種類の道路セグメント、各種類の道路の交差
部分からなる交差点を対象として、ミクロ交通流
シミュレーターを用いてシミュレーションモデル
を構築する。これを用いて、自転車と自動車が道
路セグメントや交差点を通過するための所要時間
を求める。
　 3．道路システムの総合評価
　交通効率の計算のために、シミュレーターから
得た所要時間をネットワークデータに入力したう
えで、コミュニティの各部分から出発し、一定の
時間（ 5分，30分）以内にアクセスできる地理的
範囲の平均値を指標として、道路システムの総合
評価を行う。自転車環境は、道路と交差点の level 

of traffic stress（LTS）で計測し、歩行者環境は歩
道の長さと幅によって計測する。

結　　　　果

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　 1．ジョギングのルート選好の要因
　対象地域での分析の結果、決定木は77.8％の
ケースを予測することができた。ルート選好の要
因とされるのは、道路幅、緑地、川、コーヒー
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ショップ、スタジアム、スナックバー、コンビニ
エンスストア、交番の 8つである。この選好要因
に基づき、道路のジョギング適性ポイント計算表
を作成し、道路にジョギング適性値を与えた。
　 2． 3つのパターンにおける人気ルート選定
　ジョギング人気ルートを選択するために、 3つ
の優先パターンに別々に VRPで選出された道路
のうち、適性値上位の道路を選択した。 3パター
ンで共通に選択されたのは、住宅地と公園を結ぶ
ものであった。 3パターンのすべての道路をマー
ジした結果、適正値上位のルートは、主に公園や
川辺に分布していることがわかる（図 2）。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　 1  ．自転車移動ステーションペアのネットワーク
　ニューヨークでの人気ルートは主に 3つの中心
をもち、すべてのルートが全市にわたって繋がる
傾向があることがわかった。これに対して、シカ
ゴのルートは 1つの中心をもち、周辺クラスター
はニューヨークより大きく、地域的な特徴を有す
ることがわかった。
　 2．時系列分析
　シカゴでは 4つのパターンがあり、そのうち 2

つは「朝：出発＜到達、午後：出発＞到達」、残
りの 2つは「朝：出発＞到達、午後：出発＜到達」
という傾向をもつパターンである。前者は都市の
中心部や地下鉄沿線に集中する一方、後者はその
外周に分布する傾向がある。一方、ニューヨーク
では「朝：出発＜到達、午後：出発＞到達」のパ
ターンは明確な中心をもたず、ロウアー・マン
ハッタンやマンハッタン島中心部、ブルックリ
ン・ダウンタウンにあることがわかった。また、
「朝：出発＞到達、午後：出発＜到達」のパター
ンは 3つのクラスターがあり、都市の外周部にあ
ることがわかる（図 3）。
　 3．施設や天気との関係
　シカゴでは、土地利用分類や POIのなかで、
工業用地だけがピーク時の台数と関連している一
方、ニューヨークでは、買い物や食事や文化や宿
泊などの POIと関連している。気候の影響につ
いては、ニューヨークでは、夜のピーク時から早
朝までの利用は天気に影響されやすいのに対して、
シカゴでは朝のピーク時や仕事中の時間帯に天気
の影響を受けやすい傾向がある。
　 4．運送戦略の提案
　ニューヨークのピーク時のデータを例として、

図 2．3つの優先パターンによるジョガーのための道路選択
Fig.2．Selected roads for jogger in three priority patterns.

Vehicle routing problem（VRP）analysis is applied to find the routes to maximize the 
jogger’s preference in three patterns: POI priority, road width priority, and mixed 
priority. The picture shows the results of the patterns and the combination of them.
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図 4．シナリオとシナリオ別の平均到達範囲の比較
Fig.4．Comparison of average reachable area in scenarios.

Left: road network scenario settings in 1 km2 community. Right: reachable areas for bicycles and cars in 300 sec and 
1800 sec, different colors show results with different intersection treatments and bicycle volumes.

図 3．ニューヨークとシカゴにおけるレンタサイクルの返却／貸出回数のクラスターとその分布図
Fig.3．Check-in/out count clusters of rental bicycles and their distributions in New York and Chicago.

Up: New York; down: Chicago; left: check-in/out count clusters of rental bicycles; right: spatial distribution of the ports. 
In each panel of port clusters, the x-axis shows hours in a day, positive values in the y-axis show check-in counts, nega-
tive show check-out counts. The thick lines show the average check-in/out in each cluster.
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移動コストを最小にする方向でルートの順番と輸
送台数を提案した。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　交通効率の面では、自転車にとっては短距離
（ 5分）、長距離（30分）ともに大きな効率の低下
はない。自動車に対しては短距離では顕著なマイ
ナス効果があるが、長距離ではマイナス効果は少
ない。
　また、高階層道路の自転車レーンの減少とそれ
に伴う自動車レーンの増幅は自動車の長い距離の
移動における利便性を向上させる（図 4）。
　自動車は主に長い距離、自転車は主に短い距離
の移動という特徴があるので、分離のシナリオは
この 2種類の利用者ともに良い結果を生むが、自
動車と分離することによって、自転車専用の道路
は LTSが改善されるが、通行できる道路が少な
くなるという点もある。
　シナリオ比較の結果として、最低位・中位階層
道路の両方を分離することで、評価項目でバラン
スのとれた結果が得られる傾向があることがわ
かった。

考　　　　察

Ａ．空間的選好データに基づく都市内ランニン

グコースの設計

　決定木分析を使って得られたルートの人気度は、
道路幅や POIや緑地の有無の影響を受けること
がわかった。これらの結果はジョギングルートの
設計において周辺施設の考慮の必要性を示唆して
いる。
　次に、人気ルート選好の要因から、 3つの形態
のコースの 3つの優先パターンによる VRP分析
に基づき、ジョギングに適した道路を選出した。
この方法は、ジョギングルートの候補の絞り込み
や、ジョギングを考慮した道路空間をデザインす
る際の参考となる。興味深いのは、選択された道
路は道路幅や POIの数に優位性があるものに限
らないことである。ルートの型は、往復型やルー
プ型のようにネットワーク全体の接続性が重要で
あり、接続のための道路もサービスレベルに影響
を与えたものと考えられる。
　選出された道路に対して、改造の費用便益分析

を予定していたが、これについては見合わせるこ
ととした。方法面では、費用便益をどれほどの範
囲カバーするのか、他の交通機関の利用者への考
慮が欠如しており、安全性快適性や健康寿命評価
の定式化などの問題が明らかとなった。データの
アクセス面では、ルート建設の費用を考慮すると、
現存の舗装の状況などのデータの入手には難しい
点がある。費用便益分析実施のためには、予算や
計画を考慮し、候補の路線案の数を絞る必要があ
ると判断された。
Ｂ．自転車シェアリングシステムの需要パター

ン分析とステーション間の最適な運送戦略

　シカゴとニューヨークのレンタサイクルのス
テーション間の自転車の貸出と返却台数のビッグ
データから、自転車利用の空間的・時間的な特徴
は、利用目的、都市構造、施設立地および天気と
の関係があり、 2都市間で異なることが明らかに
なった。また、ステーション間の自転車移動ルー
トと台数の輸送戦略の案を提案した。レンタサイ
クル導入やステーションの立地、その間の自転車
輸送戦略の議論には、多様な都市の特徴を考慮す
る必要性を示唆している。
　比較分析によって 2つのシステムのメリット・
デメリットを見つけるという意図があったが、分
析結果をみると、各都市のシステムの利用状況は
独自の特徴があり、利用目的、都市構造、施設立
地および天気との関係があるため、単純な比較に
よる良し悪しの判断は困難であった。
　また、自転車シェアリングの評価指標の作成に
ついては、各ステーションの自転車の貸出は交通
機関利用者のニーズを満たせるかという観点から
評価することを試みたが、各ステーションの貸出
と返却のデータからの判断は困難であること、都
市の ODデータや他の交通手段利用者のデータと
の対応分析には、データ入手上の問題があること
などから、実施を見合わせた。環境面での評価と
して、すべてのレンタサイクルの利用は乗用車か
ら変換したと仮定することにより、ガソリン消費
量と CO2排出量減少分を走行距離から試算するこ
とは可能である。
Ｃ．自転車と自動車の道路の分離システムの提案

　自転車と自動車を区分した道路空間利用は、自
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動車は主に長い距離、自転車は主に短い距離の移
動を前提としたとき、自転車環境を向上できる道
路空間利用の選択肢の 1つであることが明らかと
なった。最低位・中位階層道路に分離し、道路に
歩行者のための環境も整備し、高い階層の道路に
車を重視することによって、多様な利用者を満足
させる道路空間を構築することが可能であること
を示唆している。

総　　　　括

　テーマ Aでは、ビッグデータに基づいてラン
ナーの嗜好を調査し、道幅、POI、緑地、河川な
どを考慮しながら、候補となるルートを分析した。
政策立案者に対して、都市におけるランニング
コースの開発や、魅力的な環境で快適に走るため
の道路デザインの改善などの建築環境デザインに
有用な情報を提供することができる。
　テーマ Bでは、シカゴとニューヨークのレン
タサイクルのステーション間の自転車の貸出と返
却台数のビッグデータから、自転車利用の空間
的・時間的な特徴を分析した。レンタサイクルの
導入や、ステーションの立地、ステーション間の
自転車輸送戦略の提案に有用な情報を提供するこ
とができる。
　テーマ Cでは、自転車と自動車を区分した道
路空間システムを提案した。自転車環境を向上で

きる道路空間利用の選択肢の 1つであり、最低位
および中位階層道路に分離し、道路に歩行者のた
めの環境も整備し、高い階層の道路に車を重視す
ることによって、多様な利用者を満足させる道路
空間を構築するための有用な情報を提供すること
ができる。
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緒　　　　言

　我が国のうつ病の生涯有病率は7.5％といわれ
欧米と比べ中高年の罹患が多いことが特徴であ
る3）。うつ病は罹患者の自殺や心疾患、認知症の
発症などにも強く影響しており、高齢者のうつ病
予防は重要である6）。うつ病予防には身体活動が
効果的であることがシステマティックレビューで
示されている9-10）。
　身体活動にはリズムがあり、異なる時間帯に運
動を実施した場合よりも同じ時間に実施したほう
がパフォーマンス向上に効果的であること2）、活
動の時間帯のピークが遅いほど、認知症の発症が
多いことなどが報告されている12）。しかし日常生
活の身体活動リズムを客観測定し、身体活動リズ
ムとうつ病との関連を検討した大規模疫学研究は
乏しい。
　本研究の目的は、コホート研究の参加者の男女
1501人を対象に、日常生活の身体活動リズムをア
クチグラフィーで客観的に測定し、身体活動リズ
ムとうつ症状との関連を明らかにすることである。

方　　　　法

Ａ．対象者と研究デザイン

　2016年から2018年に前向きコホート研究（平城
京スタディ）のベースライン調査に参加した1501

人を対象とした横断分析を行った。本研究のプロ
トコルは奈良県立医科大学の医の倫理委員会で承
認されている（承認番号：1143）。
Ｂ．測定方法

　 1．身体活動量・身体活動リズム
　アクチグラフィー（GT3X，Actigraph社，米国）
を用いて身体活動量および身体活動変動の測定を
行った。対象者の非利き腕に腕時計型のアクチグ
ラフィーを 1週間装着した。
　対象者の身体活動変動から、個々の身体活動リ
ズム指標を算出した。解析にはシグモイド変換コ
サイナーモデル5）を用いた。身体活動リズム指標
は Amplitude（振幅）、Mesor（平均）、Robustness（リ
ズムの頑健性）、Acrophase（頂点位相）を算出した。
Amplitudeは身体活動リズムの振幅であり、あて
はめた曲線の最大値と最小値の差から算出する。
Mesorは身体活動の周期性変動の算術平均値であ

*　奈良県立医科大学疫学・予防医学講座　Department of Epidemiology, Nara Medical University School of Medicine, Nara, Japan.

高齢者のうつ病予防のための身体活動リズムの探索

 山　上　優　紀＊ 大　林　賢　史＊ 佐　伯　圭　吾＊

EXPLORING PHYSICAL ACTIVITY RHYTHMS FOR THE 
PREVENTION OF DEPRESSION IN OLDER ADULTS

Yuki Yamagami, Kenji Obayashi, and Keigo Saeki

Key words:  depressive symptom, physical activity, physical activity rhythm, 
cohort study, circadian rhythm.

第 36回（第 35回）若手研究者のための健康科学研究助成成果報告書
2019年度（2018年度）pp.124～128（2022.4）



（124） （125）

る。Robustnessは身体活動リズムのモデルの適合
性の指標であり、値が高いほど規則正しいリズム
であることを示す。Acrophaseは一日の身体活動
リズムのピークのタイミングを示す。
　 2．うつ症状
　老年期うつ尺度質問票（Geriatric Depression 

Scale, 以後 GDS）を用いてスコアを算出した。 6

点以上をうつ症状ありと定義した8）。
　 3．その他の変数
　BMI、年齢、性別、喫煙、降圧剤内服、糖尿病
治療薬内服の有無を測定した。BMIは調査会場
で測定した体重と身長より算出した。その他の変
数は自記式アンケートにより調査した。
Ｃ．分析方法

　性別で層化分析を行った。正規分布する変数は
平均（標準偏差，以後 SD）もしくは人数（％）
で示した。身体活動リズム指標は性別の中央値で
2つのカテゴリーに分類した。Amplitude、Mesor

および Robustness は High/Low 群、Acrophase は
Early/Delay群に分割した。High/Low群は Low群、
Early/Delay群は Early群を基準カテゴリーとした。
　Amplitude（振幅）は身体活動リズムの振幅で
あり、活動量（counts/min）で示される。値が高
いときは就寝中などの身体活動が少ないときと比
較し身体活動を実施している時間帯の活動量が多
いことを示している。なお Amplitudeが低い時間
帯は一般的に活動を行わない夜間の時間帯である。
そのため Amplitudeは夜間に対して日中の時間帯
の増加量を表している。
　Mesor（平均）は身体活動の周期性変動の算術
平均値であり、活動量（counts/min）で示される。
値が高いと 1日平均の身体活動量が多いことを示
している。
　Robustness（リズムの頑健性）は身体活動リズ
ムのモデルの適合性の指標である pseudo-F value

で示される。値が高いほど測定日の 2日間がよく
似た規則正しいリズムで活動をしていることを示
す。
　Acrophase（頂点位相）は一日の身体活動リズ
ムのピークのタイミングであり、時間で示される。
Acrophaseが早いほど最も身体活動を行う時間帯
が早いことを示している。

　対象者の基本特性を 2群間で t検定もしくはカ
イ二乗検定を用いて比較した（表 1）。身体活動
リズム指標とうつ症状の関連を明らかにするため
に、身体活動リズム指標を独立変数、GDSを従
属変数とした単変量ロジステッィク回帰分析と年
齢・性別・教育歴（13年以上／／未満）・飲酒（週 3

回以上を飲酒習慣ありとする）・喫煙習慣あり・
睡眠障害の有無（Pittsburgh Sleep Quality Indexで
5.5以上を睡眠障害ありとする）で調整した多重
ロジステッィク回帰分析を実施した（表 2）。先
行研究でうつ病の有病率、発症率、罹患リスクに
性差があることが示されているため、層化分析を
性別で行った7）。

結　　　　果

Ａ．対象者の基本特性

　対象者は男性568人、女性933人であった。平均
年齢は男性71.9歳（SD：5.9歳）、女性70.8歳（SD：
6.0歳）、平均 BMI（kg／／m2）は男性23.8（SD：2.7）、
女性22.4（SD：3.0）、喫煙者は男性63人（11.1％）、
女性10人（1.1％）、飲酒習慣ありは男性325人
（57.2％）、女性115人（12.3％）、降圧剤の内服あ
りは男性265人（46.7％）、女性339人（36.3％）、
糖尿病薬の内服ありは男性78人（13.7％）、女性
53人（5.7％）、睡眠障害ありは男性312人（54.9％）、
女性629人（67.4％）であった。男女間で有意な
差がみられたのは、年齢、BMI、教育歴、喫煙習
慣あり、飲酒習慣あり、降圧剤内服、糖尿病薬内
服、睡眠障害であった（表 1）。
Ｂ．うつ指標

　男性全体のうつ症状ありは79人（13.9％）、女
性全体のうつ症状ありは154人（16.5％）で有病
率に性差はみられなかった（表 1）。
Ｃ．身体活動量と身体活動リズム指標

　男性の身体活動量の平均値（SD）は、2167回／／
分（589回／／分）であった。身体活動リズム指標の
中央値［四分位範囲］は、Amplitude は2.3回／／分
［2.0-2.6］、Mesorは1.6回／／分［1.5-1.7］、 Robustness

は557［321-835］、Acrophaseは14:08［13:28-14:45］
であった。
　女性の身体活動量の平均値（SD）は、2842回／／
分（642回／／分）であった。身体活動リズム指標の
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中央値［四分位範囲］は、Amplitude は2.6回／／分
［2.4-2.9］、Mesor は 1.7［1.6-1.8］、Robustness は
875［554-1302］、Acrophaseは14:16［13:41-14:49］
であった。
　性別の比較では、男性と比較し女性で有意に身
体活動量が多く、Amplitude、Mesor、Robustness

が高く、Acrophaseが前進していた（表 1）。
Ｄ . うつ症状と身体活動リズム指標の関連

　 1．Amplitude

　男性のうつ症状ありは Low群で42人（14.8％）、
High群で37人（13.0％）であった。単変量モデル、
多変量調整モデルともに Low群と High群の比較
で有意な関連はみられなかった。
　女性のうつ症状ありは Low群で95人（20.4％）、
High群で59人（12.6％）であった。単変量モデル
では Low群と比較し High群で有意にうつ症状の
割合が少なかった（OR（オッズ比）: 0.57，95%CI:  

0.39-0.76, P = 0.002）。多変量調整モデルにおいて
もこの関係は保たれた（OR: 0.58,  95%CI: 0.40-

0.84, P < 0.004）（表 2）。
　 2．Mesor

　男性のうつ症状ありは Low群で37人（13.0％）、

High群で42人（14.8％）であった。単変量モデル、
多変量調整モデルともに Low群と High群の比較
で有意な関連はみられなかった。
　女性のうつ症状ありは Low群で84人（18.0％）、
High群で70人（15.0％）であった。単変量モデル、
多変量調整モデルともに Low群と High群の比較
で有意な関連はみられなかった（表 2）。
　 3．Robustness

　男性のうつ症状ありは Low群で30人（10.6％）、
High群で49人（17.2％）であった。単変量モデル
では Low群と比較し High群で有意にうつ症状の
割合が多かった（OR: 1.77, 95%CI: 1.09-2.90, P = 

0.022）。多変量調整モデルにおいてもこの関係は
保たれた（OR: 2.30, 95%CI: 1.38-3.91, P = 0.002）
（表 2）。
　女性のうつ症状ありは Low群で89人（19.1％）、
High群で65人（13.9％）であった。単変量モデル
では Low群と比較し High群で有意にうつ症状の
割合が少なかった（OR: 0.69, 95%CI: 0.48-0.97, P 

= 0.034）。多変量調整モデルにおいてはこの関係
は消失した（OR: 0.77, 95%CI: 0.54-.1.10, P = 0.146）
（表 2）。

表 1．身体活動リズムの性別の特性
Table 1．Characteristics of physical activity rhythm by gender.

Variables Male Female P

No. of participants 568 933

Physical activity parameters

　Daytime physical activity, mean（SD）, counts/min 2167 （589） 2842 （642） < 0.001

　Amplitude of physical activity, median ［IQR］, counts/min*  2.3［2.0, 2.6］  2.6［2.4, 2.9］ < 0.001

　Mesor of physical activity, median ［IQR］, counts/min*  1.6［1.5, 1.7］  1.7［1.6, 1.8］ < 0.001

　Robustness of physical activity, median ［IQR］*  557［321, 835］  875［554, 1302］ < 0.001

　Acrophase of physical activity, median ［IQR］, hour*  14:08［13:28, 14:45］  14:16［13:41, 14:49］ 0.008

Basic and clinical parameters

　Age, mean（SD）, years 71.9 （5.9） 70.8 （6.0） < 0.001

　BMI, mean（SD）, kg/m2 23.8 （2.7） 22.4 （3.0） < 0.001

　Education, number（%） 259 （45.6） 322 （34.5） < 0.001

　Current smoking, number（%）  63 （11.1）  10 （1.1） < 0.001

　Habitual alcohol consumption, number（%） 325 （57.2） 115 （12.3） < 0.001

　Hypertension medication, number（%） 265 （46.7） 339 （36.3） < 0.001

　Diabetes medication, number（%）  78 （13.7）  53 （5.7） < 0.001

　Sleep disturbance,（%） 312 （54.9） 629 （67.4） < 0.001

　GDS score ≥ 6, number（%）  79 （13.9） 154 （16.5） 0.178

SD; standard deviation, IQR; interquartile range, BMI; body mass index, GDS; Geriatric Depression Scale.
The P-values were estimated using t-test or chi-square test. *log-transformed.
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　 4．Acrophase

　男性のうつ症状ありは Early群で36人（12.7％）、
Delay群で43人（15.1％）であった。女性のうつ
症状ありは Early群で84人（18.0％）、Delay群で
70人（15.0％）であった。男女ともに単変量モデル、
多変量調整モデルともに Early群と Delay群の比
較で有意な関連はみられなかった（表 2）。

考　　　　察

　本研究は身体活動リズムとうつ症状の関連を調
査した。男性では Robustnessが低い群と比較し、
高い群はうつ症状が多かった。一方で女性では
Amplitude、Robustness が低い群と比較し、高い
群はうつ症状が少なかった。本研究では身体活動
リズムの Amplitudeと Robustnessがうつ症状と有
意な関連があることを明らかにした。
　本研究の分析は対象者を性別で層化し実施した。
結果として、男女ともに身体活動リズム指標とう

つ症状に有意な関連がみられたが、男女で異なる
傾向がみられた。Amplitude（振幅）は身体活動
リズムの振幅であり、値が高いほど活動量が多く
振幅が大きい。Robustness（リズムの頑健性）は
値が高いほど規則正しいリズムを示す。男性では
身体活動が規則正しい人ほどうつ症状が多く、女
性では身体活動量の振幅が大きい人ほどうつ症状
が有意に少なかった。
　身体活動とうつ症状の関連を調査した研究は数
多くあり、いくつかのシステマティックレビュー
で運動介入の抗うつ効果3,4）が示されている。身
体活動リズムとうつ症状の関連を調査した研究は
乏しいが 2つの疫学研究において身体活動リズム
とうつの関連が報告されている。女性を対象とし
た横断研究では本研究と同様の傾向を示したが、
男性を対象とした縦断研究では身体活動リズムの
頑健性が低いことがその後のうつ発症と関係して
おり本研究とは逆の傾向を示した4,11）。このよう

表 2．身体活動リズムとうつ症状の関係に関するロジスティック回帰分析
Table 2．Univariable and age-adjusted logistic regression model for depression symptom in relation to physical activity rhythm.

Male（ n = 568 ） Female（ n = 933）

Low amplitude High amplitude Low amplitude High amplitude

OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P

Amplitude

　Unadjusted model Ref 0.86 0.53, 1.39 0.545 Ref 0.57 0.39, 0.76 0.002

　Adjusted model Ref 0.99 0.60, 1.63 0.958 Ref 0.58 0.40, 0.84 0.004

Low mesor High mesor Low mesor High mesor

OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P

Mesor

　Unadjusted model Ref 1.16 0.72, 1.87 0.545 Ref 0.80 0.57, 1.13 0.212

　Adjusted model Ref 1.38 0.84, 2.29 0.204 Ref 0.81 0.57, 1.15 0.237

Low robustness High robustness Low robustness High robustness

OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P

Robustness

　Unadjusted model Ref 1.77 1.09, 2.90 0.022 Ref 0.69 0.48, 0.97 0.034

　Adjusted model Ref 2.30 1.38, 3.91 0.002 Ref 0.77 0.54, 1.10 0.146

Early acrophase Delay acrophase Early acrophase Delay acrophase

OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P OR 95% CI P

Acrophase

　Unadjusted model Ref 1.23 0.76, 1.99 0.397 Ref 0.80 0.57, 1.13 0.212

　Adjusted model Ref 1.12 0.68, 1.86 0.658 Ref 0.74 0.52, 1.06 0.098

OR; odds ratio, CI; confidence interval. Adjusted for age, BMI, current smoker, drinking habit, education, sleep disturbance.
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に先行研究と異なる結果を示した理由は不明であ
り、どのような身体活動リズムが男女に適切であ
るか今後ほかの対象者や地域や人種において研究
を積み重ねていく必要がある。
　身体活動リズムとうつ病の関連の正確なメカニ
ズムは現在のところ明らかではないが、要因の 1

つに体内リズムのずれが考えられる。身体活動リ
ズムの規則正しい（Robustnessが高い）ことがう
つの少なさに関係があるという結果が疫学研究で
示されている4）。身体活動リズムの乱れが概日活
動リズムの乱れとなり、うつ症状の発症につな
がっているのかもしれない1）。
　本研究の限界として、横断研究であるため因果
関係に言及することができない。今後追跡調査に
よる縦断分析が必要である。

総　　　　括

　本研究結果から、高齢者の身体活動リズムとう
つ症状の間に男女ともに有意な関連があることを
明らかにした。男性では Robustness（リズムの頑
健性）が高い、つまり身体活動が規則正しい人ほ
どうつ症状が多く、女性では Amplitude（振幅）
が高い、つまり身体活動量の振幅が大きい人ほど
うつ症状が有意に少なかった。
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