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沖縄県の大学生の睡眠健康と食習慣（１）
-2000年の調査結果の全体像一
上江洲榮子'１、奥間裕美z'、名城一枝３１、金城忍3)、嘉手苅英子3)、垣花シゲイ)、
国吉緑4)、真栄城勉Ｉ)、平良一彦'１、田中秀樹鼠)、白川修一郎③
ASurveyofUniversityStudents1Sleep-healthandDietaryPatteIPnsinOkinawa

EikoUEZU1)，ＨｉｒｏｍｉＯＫＵＭＡ２)，ＫａｚｕｅＮＡＳＨＩＲＯ３>，ＳｈｍｏｂｕＫＩＮＪＯ３)，
ＥｉｋｏＫＡＤＥＫＡＲＵ３)，ＳｈｉｇｅＫＡＫＩＮＯＨＡＮＡ４)，MidoriKUNⅣOSHI4)，
ＴｓｕｔｏｍｕＭＡＥＳＨＩＲＯ１)，KazuhikoTAIRA1)，ＨｉｄｅｋｉＴＡＮＡＫＡ５)，
ＳｈｙｕｉｃｈｉｒｏＳＨＩＲＡＫＡＷＡ６）
ThisstudywasconductedtoassesssleephealthanddietarypattemsamongOkinawan
universityandcollegestudents，（twouniversitiesandtwocolleges)．Surveywhich
consistsofquestionnalresregardingsleepanddietarypatternsweredistributedtoobtain
riskfactors・Thefindingsarelistedbelow：１）Regardmgthecausalitybetweenthe
breakfastconsumptionandthesleep-healthriskindexamongsubjects,subjectswhodo
nothavebreakfastｗｅｒｅstatisticallysignificantandinverselyrelateddeteriorationof
healthysleeppatternsrelativetosubjectswhohavebreakfastregularly、２）OveralLmale
subjects（n=146）werepronetodemonstrateunhealthyandirregularsleepandeating
patterns，whichalertstheirhealthysleeprelativetofemalesubjects（n=194)．３）AU
subjectsweredividedintofourgroups（１）MalesubjectswhohavebeeninOkinaｗａ
ｄｕｒｉｎｇａｇｅ６ｔｏｌ８（includingeithertheirbirthplaceornot,ｎ=52),（２）Femalesubjects
whohavebeeninOkinａｗａｄｕｒｉｎｇａｇｅ６ｔｏｌ８（includingeithertheirbirthplaceornoL
n=146),(3)MalesubjectswhohavebeenoutofOkｉｎａｗａｄｕｒｉｎｇａｇｅ６ｔｏｌ８ｏｒｓｕｂｊｅｃｔｓ
ｗhoarenotoriginallyfromOkinawa(4)FemalesubjectswhohavebeenoutofOkinawa
duringage6tol8,orsubjectswhoarenotoriginallyfromOkinawaThesegroupswere
comparedandcontrastedtodeterminetheriskfactorslnparticular,Statisticalanalysis

illustratedthatgroup（４）（n=21）exhibitsthelowestriskforsleep-health4）Group（３）
(n=76）markedhigherscoremthesleep-healthriskindex・Thismaysuggestthatmale
subjectswhoareindependentfromtheirfamilyneedprimarilyhealtheducation-nutrition

l）UniversityoftheRyukyus,FacultyofEducation

2)TougouMedicalCenter
3)OkinawaPrefecturalCollegeofNursing
4)UmversityoftheRyukyus,SchoolofHealthSciences
5)HiroshimalnternationalUniversity
6)NationalCenterofNeurologyandPsychiatry,NationallnstituteofMentalHealth
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tolearnhealthydiet,healtheducationtogaintheirhealthawarenessandknowledge,to
improvetheirsleepingtimeandlifestyle．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：Okinawa沖縄、Universitystudents大学生、Sleep睡眠、Dietarypatterns
食習慣、Sleep-health睡眠健康、Ｍａｌｅ男性、Ｆｅｍａｌｅ女性

Ｉ緒言

Ⅱ方法

健康の保持・増進という￣次予防の観点から生

（１）対象者

活習,償を見直す動きが活発化しつつあるが食習慣

沖縄県内の4大学・短大に通う10～20代の大学生

や運動習慣の改善が進む一方、睡眠習慣について

379名のうち、調査結果より、問題となる疾患に罹

は人々の関心も薄く、身近な問題であるにもかか

患している者を除外し、その他検定に有効なデー

わらず軽視されがちであった。しかし不規則な睡

タを算出可能な回答をした、大学生340名（男性

眠習慣や貧弱な睡眠は、成人においては日中の覚

146名、女性194名）について検討した。

醒機能の低下によって居眠り運転や職業上の事故
の増加につながり、発達期の青少年においては、

（２）調査内容

記憶や学習能力低下、集中力、感情コントロール

今回のアンケート調査は、授業中の合間を利用

機能等の高次脳機能を低下させると言われており

して行うため、一連の睡眠調査:.２．３１で使用され

教育現場で問題になっている。

た｢睡眠健康と生活習慣に関する調査票（77項目か
ら構成）」をそのまま使用すると項目が多すぎて十
分な回答を得られないことが考えられた。そこで、

また、食習慣の不規則化や日中の活動量の減少
は生活習慣病などのリスクを高める原因となりう
ることが明らかにされ、健康的で快適な生活を送

調査票から食習慣と睡眠習慣、生活習慣に関する

るために睡眠習慣と食習慣は大切な要素の一つと

項目のうち必要最小限の35項目を抜き出し短縮化

して認識されつつある。

したものを｢食習慣と睡眠健康に関する調査票」と

これまでの睡眠調査によって睡眠習慣や睡眠健

調査票名を改め使用した。表紙には、「特別なこと

康は食習慣や生活習慣以外に加齢や性差、地域特
異,性などにより違いが見られることが示唆されて

回答して下さい。」等のアンケート記入の際の注意

いる１１。沖縄県においても高齢者2.3列}や思春期５．

事項を記しておいた。

は考えずに過去１ケ月ぐらいの日常生活について

６．７．３１における睡眠習慣についてはかなり解明さ

これらの35項目の中の14項目を、白川IC'、田中ら

れてきた。しかし20代の睡眠習慣についての報告
はまだ少ないのが現状である。

因子に分類した。他に睡眠習慣と食習慣に関する

＿方、国民栄養の現状:》によれば朝食欠食者の

割合が20代に最も多く、沖縄県の県民栄養調査に
おいても同様な傾向が報告されている'１．
大学生においては社会的拘束が少ないことから

川に準拠し、表'に示すように、第’因子から第５
もの21項目を設定した。

各質問項目の睡眠の質に問題があると考えられ
る反応を高得点とし、問題が全くないと考えられ
る場合は0点として睡眠健康危険度得点を算出し

生活習慣が不規則になり、睡眠習慣も最も乱れて
いる時期であることが想定される。本研究におい

た。本調査法の睡眠健康危険度得点より判別され

ては、基本的生活習慣である睡眠習慣と食事の摂
取状況を中心とした食習慣の実態調査を行い、沖
縄県の大学生の睡眠健康について検討した｡

チメータ（活動量計）を24時間連続装着して調べ

た睡眠健康良好群から抽出された被験者は、アク
た睡眠効率も良好であり、調査法による結果と客
観的計測データがよく一致することは先行研究に
おいて示された小'２１。
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表１.睡眠健康危険度得点の因子と関連項目
因子

項目

第１因子睡眠維持障害関連

①中途覚醒②熟眠感③夜間頻尿④早朝覚醒

第２因子睡眠随伴症状関連

⑤寝ぼけ⑥金縛り⑦恐怖性入眠時幻覚
③むずむず脚・四肢運動異常

３４５

子子子
因因因

第第第

睡眠時無呼吸関連

⑨いびき⑩睡眠時無呼吸

起庄困唾凹蓮

⑪起床困難⑫床醗れ

入眠障害関連

⑬睡眠薬⑭入眠潜時

（３）調査方法

（５）分析方法

授業中の合間などを利用しアンケートを配布・
回収した。なお配布の際、調査内容を十分に説明

SPSSを用いた。

アンケート調査の分析には統計解析用ソフト

し、協力可能な学生に記入を依頼した。回収率は

数量化可能な項目（就床・起床・睡眠時間・睡

95％であった。

眠健康危険度得点)は、分散分析、ｔ検定を用いて
検定した。その他の項目についてはクロス集計し

（４）調査期間

出現頻度を算出した後、Ｘ』検定を行った。

2000年７月下旬と９月～11月上旬にかけて調査
Ⅲ結果

を実施した。調査期間の沖縄県（那覇市）におけ
る平均気温と平均湿度については資料lに示した。

（１）大学生全体と性別による比較

大学生の睡眠健康危険度得点の平均値は全体で
、雨、

280であった。性別にみると男性2.98、女性2.62で

あり男性が統計的にも有意に高い値を示した（表

沖縄県（郡■市）の2000年７～11月の平均気温と平均湿度
フ月
８月
９月
8月１D月１１
1０月
1１月
2ａＯ
平均且沮（℃麺、２７．９２５３２６２２３．４
27.9
26.3
平均筑温（℃）
26.2
23.4

2)。

７９
76
8０
７７
7コ
平均湿度（％】7９７４
平均湿度（％）

因子別に比較すると、睡眠時無呼吸関連の第３因

〈釘故庁沖■気放台：沖円地方のﾓﾛﾛﾖ資料統計、

子、入眠障害関連の第５因子において男性が有意に

}前iDWvww・okInawajma・goJp代okoUindox．h１ｍ）

高い値を示し、睡眠維持障害関連の第１因子、睡
眠随伴症状関連の第２因子、起床困難関連の第４因
表２.睡眠健康危険度得点一性別における比較一
男性

女性

B－－－－－￣

因子

t検定

Ｓｓ＊ｓ幹

ＮＮ＊Ｎ＊

平均値

１１３１６－２

総得点

４３２２４－６

入眠障害関連

０００１０－２

起床困離関連

５０５２６－８

睡眠時無呼吸関連

Ｎ=1９４

４３３２６－９

睡眠随伴症状関連

Ｎ=1４６
０００１０－２

睡眠維持障害関連

一一一一一一

＊＊

2.80

*＊Ｐ＜0.01,＊*＊Ｐ＜0.001,ＮS有意差なし
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表３.就床・起床・睡眠時間一性別における比較一
女性

男性

■￣￣－－￣￣

一一一一一-0

Ｎ=1４６

Ｎ=1９４

平均値±S､,．

平均値±S,､．

８：３３± (１：４７）

睡眠時間

６：２４± (１：０９）

平均睡眠時間

土十一十一

起床時刻

０７６

１：３４± (１：２５）

６９３
３１２

就床時刻

t検定

(Ｏ：５９）

＊＊＊

(Ｏ：５８）

＊＊＊

(１：０２）

ＮＳ

6.4

ＮＳ

1時34分を１：３４と表示し、（）内は標準煽差を示す。

**＊Ｐ＜0.001,ＮS有意差なし

表４.朝食摂取状況一性別における比較一
男性

女性

一一一一一一一

■￣￣￣￣￣￣

Ｎ＝1４６

Ｎ=1９４

人数％

人数％

摂取者

6３４３．４

1５３７８．８

欠食者

８３５６．６

４１２１．２

ｘ頒定
＊

＊Ｐ＜０．０５

表５.睡眠健康危険度得点一朝食摂取者と欠食者における比較一
摂取者

欠食者

Ｎ=216

Ｎ=1２４

■￣￣￣￣￣￣

因子

一一一一一一□

t検定

睡眠維持障害関連０．３９０．５１＊＊
睡眠随伴症状関連０．２９０．３５ＮＳ

睡眠時無呼吸関連０．２３０．３６＊＊
起床困難凹蓮１．１４１．３４＊*＊

入眠障害関連０．５１０．６０ＮＳ
総得点２．４８３．３０＊*＊
*＊Ｐ＜0.01,＊＊＊Ｐ＜0.001
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表６.睡眠9E庫危険度得点一朝食欠食理由における比較一
時間がない

食欲がない

因子

t検定

睡眠維持障害関連０．５３0.49ＮＳ
睡眠随伴症状関連０．３５０．３３ＮＳ
睡眠時無呼吸関連０．３１０．３２ＮＳ
起床困難関連１．２６１．３９ＮＳ

入眠障害関連０．８００．６０ＮＳ
総得点３．３８３．２０ＮＳ
NS有意差なし

表７.睡眠習慣一性別における比較一
女性

男性

一一一－－￣￣

一一一一一一一

Ｎ=1９４

Ｎ＝1４６

人数％ｘ栽定

人数％

不規則９８６７．１９１４６．９
就床時刻＊*＊
規則的４８３２．９１０３５３．１

－-----－－－－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣--－－－－－-－￣－－－－－－￣￣--－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－---－－－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－

不規11リ１００６８．３Ｂ７４５．１
起床時刻＊*＊
規則的４６３１．７１０７５４．９

－￣￣￣－－－－－－－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－--－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－-－－戸一

不規１１リ１０６７２．６１１５５９．３
睡眠時間＊*＊
瀞狽ﾘ的４０２７．４７９４０．７
*＊＊Ｐ＜0.001

表８.日中の眠気一性別における比較一
男性女性
Ｎ=1４６Ｎ=1９４

4.1

５

3.5

ときどき眠い

１３２

90.3

９

６．２

非常に眠い

１

全く眠くない

85.5
10.4

x殺定
Ｓｓｓ
ＮＮＮ

人数％
８６０
６２

人数％

NS有意義なし

起床時刻が遅延しており、統計的にも有意差が認

子では性差は認められなかった。

次に平日の就床・起床時刻、睡眠時間について

表3に示した。睡眠時間の平均は男女共に6.4時間で
性差はみられなかった。就床時刻の平均は男性1時
34分、女`性0時36分、起床時刻は男`性8時33分、女
,性7時19分であった。男性の方が女性よりも就床.

められた(p<0.001)。

朝食摂取状況について表4に示す。女性は朝食摂
取者の割合が高く、男性では朝食欠食者の割合が
高かった。統計的にも男女間に有意差が認められ
た（P<0.05)。次に朝食摂取者と欠食者の睡眠健康

－２６７－
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統計的にも有意な差が認められた(p<0.001)。日中

危険度得点を比較した（表5）ところ、欠食者の睡

眠健康危険度得点が高く有意な差が認められた

の眠気のある者の割合の性差においては有意差は

(p<0.01)。因子別では睡眠維持障害関連の第１因子、
睡眠時無呼吸関連の第３因子(p<001)、起床困難関
連の第４因子(p<0.001)において欠食者が有意に高い

認められなかった（表8)。女性は、睡眠習慣は規
則的であるにもかかわらず、日中に非常に眠いと

答える者の割合いが若干高かった。

値を示した。
（２）大学生の出身地別の睡眠健康

朝食欠食理由別の睡眠健康危険度得点について
表6に示す。朝食欠食の理由で「食欲がない」と回

出生地を問わず、大学生を小・中学・高校時代

答した者と「時間がない」と回答した者の睡眠健

を県内で過ごした学生と、県外で過ごした学生に

康危険度得点を比較したところ、「食欲がない」と

分けて出身地別の比較を行った。なお、県内で過

回答した者の睡眠健康危険度得点が3.38,「時間が

ごした者を「県内生｣、県外で過ごした者を「県外

表９.睡眠健康危険度得点一県内生と県外生の比較一

因子

0.44

Ｎ=9７

総得点

t検定
Ｎ＊ＮＮＮ－Ｎ

入眠障害関連

額銅釦釦一勢

起床困睡関連

００１０－２

睡眠時無呼吸関連

５７１２－８

３２２５－７

００１０－２

睡眠随伴症状関連

一一一一一一ｑ

ｓ＊ｓｓｓ－Ｓ

睡眠維持障害関連

生一卵

内－１

0.44

県一昨

県外生

*＊Ｐ＜0.01,ＮS有意差なし

表10.就床・起床・睡眠時間一県内生と県外生における比較一
県内生

県外生

N=1９８

Ｎ=9７

平均値±S、．

平均値十ｓ、

の一一一一■－

一一一一一－１

t検定

就床時刻

Ｏ：４７± (１：04）

１：２３± (１：３１）

＊＊＊

起床時刻

７：２６± (１：０８）

８：４４± (１：５３）

＊＊＊

睡眠時間

６：１７± (Ｏ：５８）

６：２５± (１：１５）

ＮＳ

0時47分をＯ：４７と表示し、（）内は頓準個差を示す。
**＊Ｐ＜0.001,ＮS有意差なし

ない」と回答した者が320であった。「食欲がない」
と回答した者の睡眠健康危険度得点が若干高かっ
たが統計的な有意差は認められなかった。睡眠に
関連する生活習'慣（就床時刻、起床時刻、睡眠時
間）の規則性について比較をしたところ（表7)、
男性のほうが不規則と回答した者の割合が高く、

生」とした｡有効回答の中で、明確に「県外生｣、
｢県内生」と区別できたものを集計した。
出身地別の睡眠健康危険度得点とその櫛成因子
の得点について表9に示した。睡眠健康危険度得点
は県内生2.78、県外生294で県外生の方が若干高い
値を示したが統計的な有意差は認められなかった。

－２６８－

上江洲・奥間・名城・金城・嘉手苅・垣花・国吉・真栄城・平良・田中・白川：沖縄県の大学生の睡眠健康と食習'償（１）

構成因子別にみると、睡眠随伴症状関連の第２因子

10に示した。睡眠時間は県内生6時間17分、県外生

は県内生が有意に高い値を示した（Ｐ<0.01)。その

6時間25分でほとんど差がみられなかった。就床時

他の４因子（睡眠維持障害関連因子、睡眠時無呼
吸関連因子、起床困難関連因子、入眠障害関連因
子）は県外生の方が高い値を示したが、統計的な

刻は県内生0時47分、県外生1時23分、起床時刻は

有意差は認められなかった。

り、統計的な有意差も認められた（Ｐ<0.001)。

県内生7時26分、県外生8時44分で県外生の方が県
内生よりも就床・起床時刻が1時間近く遅延してお

次に朝食摂取状況について表11に示す。県内生

平日の就床・起床時刻及び睡眠時間について表
表11.朝食摂取状況一県内生と県外生における比較一

県内生

県外生

N=1９８

Ｎ=9７

人数％

人数％

摂取者

1５１７６．４

3１３１．６

欠食者

４７２３．６

６６６８．４

■－－－－－－

一一一一一●●－

ｘ栽定
＊＊＊

＊＊＊Ｐ＜0.001

表12.睡眠習慣一県内生と県外生における比較一
県内生

県外生

Ｎ=1９８

Ｎ=9７

一一一一一一一

一一一一一一一

人数％ｘ鞍定

人数％

不規則１０３５１．８６５６６．７

就床時刻＊＊
規則的９５４８．２３２３３．３

－-－－－－－－－－￣￣￣￣￣－－－－－－－－－－－－－￣－－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

不規１１リ１０５５３．０６７６８．７
起床時刻＊*＊
規則的９３４７．０３０３１．３

－￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－￣－￣￣￣￣￣－－－－－－－-－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－￣－－－－－Ｐ■－－－-－－－－￣￣

不規11リ１２８６４．５７４７６．０

睡眠時間ＮＳ
規則的７０３５．５２３２４．０

*＊Ｐ＜0.01,＊*＊Ｐ＜0.001,ＮS有意差なし

表13.県外生と県内生の睡眠健康の比較一性差一
県内生

女性

男性女性男性

一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

因子

Ｎ=5２Ｎ=1４６Ｎ=7６

Ｎ=2１

平均値±S、．平均値±S、．平均値±S､､．

平均値±S,、

顕塑切印調一閃

０００００一札
士士士士十二十一

０００札０－２

６１８１１二６
３３２３３二５

０００００－１

９３０７３－１

３３５５７’５

麩麩麩坐窪一』『
０００札０－３

１７１６６－８

４３４５５宮１
０００００－１

土十一士士士一十一

０００１０－２

３３５２６’３
４３２２４－７

鋼餌理鎚花一“

幅鞄鑪旧師一躯

土十一士士士一十一

ｑ００ｆｑ－２

囲困関連連一

蓮迫連

一》》》》癖

－２６９－

一元配已
分散分析

F値（P値）
0.400（0.752）
2.266（0.080）

1.117（0.342）
0.653（0.581）
2.887（0.035）
1.391（0.245）
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の7割以上が朝食を摂取していたのに対し、県外生

点の関連性に焦点をあわせて検討したところ、朝

の朝食摂取者は約３割で、朝食を欠食している者

食欠食者の睡眠健康危険度得点が非常に高く有意

の割合が高かった。統計的にも有意差が認められ

な差が認められた（表5)。沖縄県の県民健康・栄

た（Ｐ<0.001)。

養の現状9;によると20代の男性約4割、女性約3割が

睡眠健康に関連する睡眠習慣（就床時刻、起床

1週間の内の半分以上（3日以上）朝食を欠食して

時刻、睡眠時間）の規則性について比較したとこ

いると言われており、今回の調査では男性の半数

ろ、表１２に示すように、県外生の方が「不規則」

以上、女性の約2割が朝食欠食者であった（表4)。

と回答した者の割合が就床時刻、起床時刻、睡眠

朝食欠食理由で｢食欲がない｣と回答している学生

時間の3つの項目全て県内生よりも高く、就床時刻

の睡眠健康危険度得点が｢時間がない｣と回答した

(p＜0.01)、起床時刻（p＜0.001）に関しては統計

学生よりも若干高い値を示していた（表6)。構成

的にも有意差が認められた。

因子別では睡眠維持障害、睡眠随伴症状および入

さらに、県内生と県外生を男女別に比較してみ

眠障害関連の因子は「食欲がない」と回答した学

ると（表13)、県外出身男子学生の睡眠健康危険度

生がやや高い値を示し、生活の夜型や睡眠不足な

得点の値が最も高い3.05であり、県外出身女子学生

ど生活の不規則化が影響する起床困難関連因子で
は「時間がない」と回答した学生の方が高い値を

は2.56と最も低い値を示した。

示していた。このことは、「時間がない」と回答し

Ⅳ考察

た者は就床時刻の遅延などから朝食を摂取したく
てもできないでいるのに対し、「食欲がない」と回

大学生の睡眠健康危険度得点を、性別で比較検

答した者は睡眠の質の悪化によって、朝の食欲自

討してみたところ、男`性は女性より有意に高い値

体が減退していることが推測される。睡眠の質の

を示し、男子大学生の睡眠健康が有意に悪かった

悪化が朝食の食欲減退をひき起こしている調査結

(表２）。因子別に比較すると、睡眠時無呼吸関連

果‘'と、食事時間の変化は睡眠に影響をおよぼすと

因子と入眠障害関連因子において男性が有意に高

いう動物実験の結果'４１についてはすでに報告した。

い値を示した（表2)。高齢者において、睡眠時無

後者は、起床・就床時間や食事時間を規則的にす

呼吸関連因子は女性より男`性が高いことを報告し

ることによって睡眠の質を改善できる可能性を示

ており２．３１、今回、大学生においても同様であるこ

唆している。

とが示された。男性の平均就床時刻は女`性より１時

現在、朝食摂取の重要性を強調する報告13)があ

間遅いので（表3)、就床後直ちに入眠し、就床か

り、一方では、朝食摂取は身体にとって有害だと

ら入眠までの潜時は短いとも予測できた。しかし、

する考え方がある１s'。また、小・中・高校生におい

結果的に入眠障害関連因子において男性が有意に

ては、昼間の眠気やだるさの訴えと朝食摂取の有

高い値を示したことは、起床・就床時刻の不規則

無とは必ずしも関連せずＭ１、今回の調査と類似の質

さ（表7）に起因する生体リズムの乱れによる入眠

問項目によって調査した高齢者においても、睡眠

困難ではないか考えられ、睡眠健康における、規

健康危険度得点と欠食の頻度や食事時間の不規則

則的生活習慣の重要性が示唆された。

性との関係は見出せなかった3'・睡眠健康という観

本研究において、危険度総得点から見た場合、
女子大学生に比較して男子学生の睡眠健康の悪さ

点から、大学生における今回の調査結果は、朝食
摂取の重要性を示唆している。

が指摘できた。このことは、因子別分析の結果

さらに、大学生を小、中、高校時代を沖縄県内

(表2と7）から、生活習慣の不規則に由来するもの

で過ごしたか否かによって、県外生と県内生にわ

であることが推測され、生物学的な性差について

け、睡眠習慣について比較したところ、県外生の

は言及することは出来ない。

方が県内生よりも就床・起床時刻が遅延しており、

食習慣と睡眠健康との関連においては、朝食欠

睡眠健康危険度も高かった。県外生と県内生を、

食は大学生の学業成績に影響するとも報告'３１され

男女別に比較検討したところ、県外出身女子学生

ているので、朝食の摂取状況と睡眠健康危険度得

の睡眠健康危険度得点の低さと県外出身男子学生

－２７０－

上江洲・奥間・名城・金城,嘉手苅・垣花・国吉・真栄城・平良・田中・白川：沖縄県の大学生の睡眠健康と食習慣（１）
のその値の高さとが注目された。

県外出身男子学生の睡眠健康危険度が高い理由

1990年の調査によって宮城ら１６)は、沖縄県の女
子高校生は長崎・宮崎県の高校生に比べ朝食欠食

率が高く、昼食のための家からの弁当持参者が少
なかったと報告している。当時の沖縄県の調査対
象者（N=438）の中で朝食を全く食べない者が11％

もおり、そのうちの40％の者は朝の目覚めが悪か
った。

としては、資料1に示すように７月から11月まで調
査期間の平均気温が摂氏20度以上であり、平均湿
度は80％に近いという気候への不適応や住環境の
課題等も考えられる。しかし、同様な条件下で生
活する県外出身女子学生の睡眠健康危険度得点が
低く、就床時刻の規則性と関連すると考えられる
入眠障害関連因子も最も低い値であったことから、

幼児の睡眠習慣や朝食摂取状況については、沖

県外出身男子学生の朝食欠食率と睡眠健康危険度

縄においても早い時期の研究によって示された。

の高さは、食習慣や睡眠習慣は環境や自身の意志
により変り易いものであり、親元を離れてひとり

1978年の調査によると、午後10時以降に寝る子供

は1980年の調査による全国平的が9％であるのに対
して!`)沖縄においては12％であった191.20年経過し、

暮らしを始める男子大学生に対する生活習慣形成
への支援の必要性を示唆するものと考えるべきで

当時の調査対象者は今回の調査対象者と同世代に

あろう。睡眠健康危険度と、大学生にしばしば見

なっている。

受けられる深夜のアルバイトとの関連についての

宮城らが調査を行った、1990年代に高校生であ

分析も課題として残されている。

った調査対象者は2000年には大学生と同世代にな

睡眠健康危険度総得点だけでなく、危険度を構

っている。そこで、今回の調査において県内生の

成する5因子中4つの因子において、県外出身男子

方が県外生よりも朝食欠食率が高く、不規則な食

学生が高い値を示しているのに対し、寝ぼけ、金

生活に起因する睡眠健康危険度も高いという仮説

縛り、恐怖性入眠時幻覚、むずむず脚・四肢運動

をたてていた。

異常を含む睡眠随伴症状関連の第２因子のみ、県内

実態調査の結果から、県外出身女子学生におい

出身男子学生が極めて高い値を示している（表9と

ては睡眠健康危険度が最も低く、1980年代の幼児

13)。睡眠中の“金縛り”は16歳頃の若者に多く､}、

期における調査および1990年代の女子高校生の調

成人では看護職者２０》や看護学生211にも多い現象で

査結果の比較により、幼児期から高校生時代まで

ある。睡眠随伴症状関連の危険度得点が県内出身

の良い生活習慣が大学生になっても保たれている

男子大学生において高い理由の説明のためには、

ことが推測され、若年期における生活習慣形成の

調査対象者を増やし、追加の調査研究と分析が必

重要性が示唆された。

要である。

その一方、県外生の朝食欠食率が圧倒的に高く、
男子学生においては睡眠健康の状態も悪かった

Ｖまとめ

(表9と13)。大学生になると生活の規制が緩和され

るため、高校生までの生活習慣が維持しにくくな

本研究では、沖縄県の3大学と１短大に在学する

ることが推測される。一人暮らしの大学生の方が

１０代後半～20代の大学生の睡眠健康と食習慣につ

自宅通いの大学生に比べ就床・起床時刻が遅延傾

いて実態調査（有効回答男性146名、女性194名）

向にあるとも報告胴)されており、中学生の睡眠健

を行い以下の結果を得た。

康は学期中と夏休み中では、夏休み中の方が悪化

(1)朝食摂取状況と睡眠健康危険度得点を比較し

することもすでに報告した#)。県外生の大部分が一

たところ、大学生の朝食欠食者の睡眠健康危

人暮らしであることを考えると、その生活の仕方

険度得点が朝食摂取者に比べて有意に高く睡
眠健康の悪化がうかがえた。

はさらに個々人の意志に委ねられることになる。

今回の調査結果は、食習慣と睡眠習慣は崩れやす

(2)全体的に女子に比べて男子大学生の睡眠習慣

く、大学生において生活の自由度が広がった時に

や食習慣の不規則性が強く、睡眠健康危険度

は、女子よりも男子においてそれらの崩れが現れ

得点も高い傾向にあった。

やすいことを示唆している｡

(3)大学生を小、中学、高校時代を沖縄県内で過

－２７１－
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ごした学生（県内生）と、沖縄県外で過ごし

６）ＡｒａｋａｗａＭ,ＴａｉｒａＫ､TanakaH，YamakawaK,Toguchi

た学生（県外生）に分けて出身地別の比較を

H,KadekaruH,YamamotoY,UezuEShirakawaS.:A

行った。有効回答の中で、明確に「県外生｣、

surveyofjuniorhighschooIsludenlsⅢsleephabitand

「県内生」と区別できたものを集計し、県外出

lifes【ｙＩｅｉｎＯｋｉｎａｗａ．PsychialryandCIinicaI

身男子学生（76名)、県外出身女子学生（21名)、
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