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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
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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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