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小児における身体活動レベル別の身体活動量

二重標識水法および加速度計法を用いた検討
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要約

【背景】身体活動の指標の1つに，総エネルギー消費量（TEE）を基礎代謝量で除した身体活動レベル（Physical　Activity

Leve1；PAL）が用いられる．小児のPALに応じた身体活動の特徴を明らかにすることは，　PALの低い小児の現状を理解

し，高いレベルに移行させていくための具体的な目標を検討する際に有用である．

【目的】小児の身体活動レベル別に活動内容および活動時間を明らかにすること．

【方法】小学5年生42名を対象に体格，TEEおよび身体活動の測定を行った．　TEEの測定には二重標識水法を用い，　PAL

を算出した．PALの群分けは，日本人の食事摂取基準2015年を参考に，レベル1（低い）PAL＜1．55，レベル2（ふつう）

1．55≦PAL＜1．75，レベル3（高い）PAL＞1．75と設定した．身体活動の測定にはLifecorder　PULS（以下LC；スズケン

社）を用いた．LC強度0，0．5を座位行動時間，　LC強度1－5を軽強度身体活動，　LC強度6－9を中高強度身体活動（MVPA）

とした．

【結果】PALの値で対象者を3群に分類したところ，レベル3が6名と少数であったため，レベル2と3を合わせてレベル

2以上（ふつう以上，PAL≧1．55）とした．男女間にPALの有意差が認められなかったため男女をまとめて分析した．

レベル1（n＝20）およびレベル2以上（n＝22）の間で有意な差が認められた項目は，体重（1：38．Okg，2以上：34．2kg），

歩数（1：11400歩，2以上：14057歩），MVPA（1122．3分／日，2以上：32．5分／日）であった．

【結論】PALの低い小児は，ふつう以上の小児に比べて1日当たりの歩数が約2600歩，　MVPAが約10分少なかった．　PAL

の低い小児に対して，特に中強度以上の身体活動に着目していく必要性が示唆された．
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　平成26年度学校保健統計調査（文部科学省）によると，

10歳児の10～12人に1人が肥満傾向児（肥満度20％以上）

であると報告されている．肥満の予防・改善を期待する

ならば，総エネルギー消費量（total　energy　expenditure：

TEE）を高める方策が望まれる．　TEEは体格の影響を大

きく受けるため，TEEを基礎代謝量で除した身体活動レ

ベル（physical　activity　level；PAL）が個人間の活動レ

ベルを比較する際に用いられる．

　日本人成人を対象として，PALを3階級（レベル1～3）

に分類し，各レベルの身体活動量を比較した報告1）が見

られる一方で，小児を対象としてPALのレベル別に身体

活動の特徴を分析した報告は見られない．小児のPALに

応じた身体活動の詳細なデータを明らかにすることは，

PALの低い小児の現状を理解し，　PALを高いレベルに移

行させていくための具体的な目標を検討する際に有用で

ある．

　本邦において，ブイールド測定のゴールドスタンダー

ドとされる二重標識水（DLW）法を用いて小児のTEEを

測定した報告は限られる．本研究は，DLW法で測定した

小児のPALごとに身体活動強度別の活動時間を比較検討

することを目的とした．

1．対象者

　千葉県農漁村部および兵庫県都市部の小学5年生51名

1）同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科2）京都文教短期大学　3）国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

4）京都学園大学健康医療学部　5）同志社大学スポーツ健康科学部6）山形大学地域教育文化学部　7）東海大学スポーッ医科学研究所
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を対象とした．対象者の肥満度は，平成26年度学校保健

統計調査（文部科学省）を参考に性別・年齢別の身長別

標準体重をもとに算出した．なお，本研究は北海道大学

大学院教育学研究科（H18－04）および同志社大学

（1034）の研究倫理委員会の承認を得た上で実施した，

2，エネルギー消費量の測定

　エネルギー消費量の測定には，二重標識水（DLW）法

を用いた．基礎代謝量を推定し2），食事誘発性体熱産生

をTEEの10％と仮定した上で，　TEEを基礎代謝量で除し

てPALを算出した、　DLW投与前，投与4時間後，24時間

後，96時間後，168時間後の尿サンプルを分析に用いた，

3，身体活動量の測定

　DLW測定期間中の身体活動量の測定にはLifecorder

PLUS（スズケン社製以下LC）を使用した．　LCはO，

0．5，および1－9の計11段階の強度を4秒間隔で記録可能で

ある．］LC装着の有無を検討するために，20分以上の無信

号（LC強度0）が続いた場合を非装着とした3）．装着時

間が8時間未満のデータは除外し，少なくとも4日以上

（平日3日以上，週末1日以上）のデータを有する者を分析

対象とした．足立ほか4）の小児を対象とした歩・走行ス

ピードとLC強度の回帰式，さらに中江ほか5）の小児の通

常歩行，PTS（preferred　transition　speed）時の走行ス

ピードと，その時のMETs（metabolic　equivalents）を

基に，各動作時のMETsおよびLC強度を推定すると，通

常歩行時が3．2METsで1．C強度6．2，　PTS時が5．1METsで

LC強度8．1となる．一般的に，3METs以上がmoderate－

vigorous　physical　activity（MVPA）と分類されること

から，小児のMVPAはLC6－9とした．さらに，座位行動

時間（sedentary　behavior：SED）をLC強度0－0．5（≦1．5

METs）6）とし，　SEDとMVPAの間の強度の活動を，軽強

度身体活動（light－intensity　physical　activity：LPA）と

し，LC強度1－5（＞1．5　to＜3　METs）として分類した．

4．PALの群分け

　日本人の食事摂取基準2015年版（厚生労働省）の10～

11歳の分類を参考に，レベル1（低い）をPAL＜1．55，レ

ベル2（ふつう）を1．55≦PAL＜1．75，レベル3（高い）を

PAL＞1．75と分類した．

5，統計処理

　PALの各群における変数間の比較には正規1生が確認さ

れた場合はt検定，確認されなかった場合はMann－Whitney

のU検定を適用した．また，PALの各群における性差を

検討するために，カイニ乗検定を使用した．統計的有意

水準は5％未満とした．

1．対象者の基礎データ

　週末の身体活動量データが採用基準を満たしていな

かった9名を除外し，分析可能であった42名（男子26名）

を対象とした．PALの平均値および標準偏差は，男子で

1．58±0．16，女子で1．52±0．20であり，PALの平均値に有

意な男女差は認められなかった（p＝0．32）．

　また，PALのレベル3（高い）に該当する者が6名と少

数であったため，レベル2と3を合わせてレベル2以上（ふ

つう以上，PAI、≧1．55）として分析を行った．　PALのレ

ベル1およびレベル2以上の小児における基礎統計量は表

1に示した．レベル1とレベル2以上の群において体重の

みレベル1が有意に高い値を示した．レベル1およびレベ

ル2以上の群における男子の人数および割合は，それぞれ

10名（50％），16名（73％）であり，カイニ乗検定の結

果，群間の男女割合に有意な差は認められなかった（p＝

0．204）．

2．身体活動量の比較

　PALのレベル1およびレベル2以上の小児における身体

活動強度別の活動時間を比較した結果は図1に示した．レ

ベル1（PAL平均1．41）およびレベル2以上（PAL平均

1．69）の間で有意な差が認められた項目は，歩数および

1日当たりのMVPAであった，

［4］－isL｛li

　本研究は，小児のPALごとに身体活動強度別の活動時

間を比較検討した．その結果，PALの低い小児は，ふつ

う以上の小児に比べて歩数およびMVPAが有意に低く，

歩数が約2600歩，MVPAが約10分少なかった．大島ほか

7）は，小学6年生21名を対象とした検討からPALと生活活

動時間との間に負の相関（r＝－0．439），走行活動時間との

間に正の相関（r＝O．615）関係が認められたと報告してい

る．また，中江ほか8）は，小児のPALと不活動な時間（r＝

・ 0．506），歩行程度までの活動強度の時間（r＝0．450），お

よび速歩から走行以上の活動強度の時間（r＝0．545）の関

連を示し，特に高強度の身体活動時間を増やすことが重
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口表1　PALの低い小児とふつう以上の小児における基礎統計量

レベル1（低い）

　PAL〈1．55

　　r〕＝20

レベル2（ふつう）以上

　　PAL≧1・55　　　検定結果
　　　n＝22

身長（cm）

体重（kg）

肥満度

活動量計装着
時間（h／day）

BMR

TEE

142．4

　38．0

　5．8

　13．5

1266．2

1781．7

　（6．0）

　（6．1）

（18．2）

　（1．3）

（114．5）

（186．5）

140．1　　（6．4）

　34．2　　　（5．9）

　－1．0　　（12．6）

　13．6　　　（1．9）

1209．3　（122．0）

2050．2　（286．2）

0．238

0．022＊

0．247

0．940

0．127

0．002＊

BMR：basal　metabolic　rate，　TEE：total　energy　expenditure

数値は平均値（標準偏差），＊：p〈．05

体重および肥満度はMann－WhitneyのU検定，その他はt検定を適用
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　　　　　　ロ図1　PALの低い小児とふつう以上の小児における身体活動量の比較

　　　　　　　＊＊：p＜．01，n．s．：no　significant　differences，　SEDはMam－WhitneyのU検定を適用

SED：sedentary　behavior，　LPA：light・intensity　physica1　activity，　MVPA：moderate－vigorous　physical　activity
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要であると報告している．本研究ではPALのレベル別に

SEDおよびLPAに有意な差は認められなかったものの，

MVPAはPALがふつう以上の集団において高かった、こ

の結果は，先行研究で報告されているPALが特に高強度

の活動時間との関連が強いという結果を支持するもので

あった．

　成人を対象とした研究ではMVPAは1日覚醒時間のわ

ずか5％程度であり，大半の時間がLPA（35～40％）や

SED（55～60％）に費やされており9），座位行動はMVPA

ではなく，LPAとトレードオフの関係にあることが明ら

かにされている10）．そのため，成人においては，1日の

大半を占める座位行動に費やす時間を減らして，低強度

の身体活動時間をいかに増やすかが重要な視点となって

いる．一方，本研究の結果や先行研究の報告から考える

と，子どものエネルギー消費量を増加させるためには，

低強度よりも中強度以上の身体活動に注目する視点を持

ち，成人とは異なったアプローチをしていく必要がある

のかもしれない．

　本研究は横断研究であり，対象者が小学5年生と限定的

な集団であったという限界はあるものの，小児の日常生

活におけるエネルギー消費量を二重標識水法で精確に測

定し，身体活動レベルの低い集団の特徴を活動量計を用

いて客観的な指標で明らかにした点に新規性がある．今

後は，中強度以上の身体活動が，小児肥満の予防・改善

に特に効果的かといった観点でのさらなる研究が必要で

ある．
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Children’S　Amount　of　Phorsicα1　Activity　Accoreling　to

Their　Physicα1　A．ctivity　Level：　A　Study　Using　the　Doubly

　　　　　　Lαろele（iヤVater．ルletho（1αn（l　An　Accelerometer

Keisuke　Komura1・2），　Satoshi　Nakae3），　KazufUmi　Hirakawa4），

　　　Na・yuki　Ebin・5），　Ka・uhi・・Su・uki6），　Ha・u・0・awa7），

　　　Yosuke　Yamada3），　Misaka　Kimura4）and　Kqjiro　Ishii5）

1）Graduate　School　of　Health　and　Sports　Science，　Doshisha　University

2）Kyoto　Bunkyo　Junior　College

3）National　Institutes　of　Biomedical　Innovation，　Health　and　Nutrition

4）Faculty　of　Health　and　Medical　Sciences，　Kyoto　Gakuen　University

5）Faculty　of　Health　and　Sports　Science，　Doshisha　University

6）Faculty　of　Education，　Art　and　Science，　Yamagata　University

7）Research　Institute　of　Sports　Medical　Science，　Tokai　University

Background：To　understand　children　with　low　physical　activity　levels（PAI．s）and　bring　them　to

higher　PAI．s，　physical　activity　characteristics　should　be　clari丘ed　according　to　children’s　PAI」s．

Objective：Tb　clarify　activity　characteristics　and　duration　according　to　children’s　PALs．

Methods：The　study　subjects　were　42　fifth－grade　elementary　school　students．　The　doubly　labeled

water　method　was　used　to　measure　total　energy　expenditure，　and　PALs　were　calculated．　PALs　were

grouped　into　level　1（low；PAL＜1．55），　level　2（average；1．55≦PAL＜1．75），　and　level　3（high；PAL＞

1．75）．Lifecorder（LC；Suzuken　Co．　Ltd．）was　used　to　measure　physical　activity．　An　LC　intensity

between　O　and　O．5　represents　sedentary　time；1to　5，　light　physical　activity；and　6　to　9，　moderate　to

vigorous　physical　activity（MVPA）．

Results：As　only　6　students　belonged　to　level　3，　levels　2　and　leve13were　combined　as　level　20r

higher（higher　than　average，　PAL≧1．55）．　Significant　differences　in　weight（38．O　vs　342　kg），　step

count　11400　vs　14057　steps／day）and　MVPA（22．3vs　32．5　minutes／day）were　found　between　level　1（n

＝20）and　leve120r　higher（n＝22）．

Conclusion：　The　children　with　low　PALs　had　about　2600　less　steps／day　and　10　minutes　less　MVPA

than　those　with　average　or　higher　PALs．　This　suggested　the　need　to　engage　children　with　low　PALs

in　moderate　or　higher　physical　activities．

Key　words　children，　energy　expenditure，　physical　activity　intensity，　physical　activity　monitor
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