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沖縄県の中高年の睡眠健康と食習慣
－大学生との比較において－

上江洲榮子')、奥間裕美2)、濱川愛理3)、名城一枝4)、嘉手苅英子4)、
国吉緑5)、田中秀樹6)、新屋信雄')、白川修一郎?）
ASurveyofSleepHealthandDietaryHabitsof
theUpperMiddle-AgedinOkinawaPrefecture

-ComparisonbetweentheUpperMiddle-AgedandtheUniversityStudentsgroupsＥｉｋｏＵＥＺＵＩ)，ＨｉｒｏｍｉＯＫＵＭＡ２)，ＥｒｉＨＡＭＡＫＡＷＡ３)，ＫａｚｕｅＮＡＳＨＩＲＯ４)，
ＥｉｋｏＫＡＤＥＫＡＲＵ４)，ＭｉｄｏｒｉＫＵＮＩＹＯＳＨＩ５)，ＨｉｄｅｋｉＴＡＮＡＫＡ６)，
ＮｏｂｕｏＳＨＩＮＹＡｌ),ＳｈｕｉｃｈｉｒｏＳＨＩＲＡＫＡＷＡ７）

ThepurposeofthecurrentsurveyistoexaminecharacteristicsoftheUpperMiddleAged（ＵＭＡ,ｗｉｔｈｔｈｅｉｒａｇｅｓｒａｎｇｉｎｇｆｒｏｍ４９ｔｏｔｈeearly50s）groupofpopulationliving
inOkinaｗａｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｉｒｓｌｅｅｐｈｅａｌｔｈａｎｄdietaryhabits、Thecitieswherethe

subjectsresidｅｃｏｖｅｒｅｄｔｈｅｍｏｓｔｏｆｕｒｂａｎａｒｅａｓｉｎａndnearthemainislandofOkinawa・

Aself-ratedquestionnairewasdistｒｉｂｕｔｅｄｔｏｌ６０ｏｆｔheparticipantsintheagegroup

describedaboveaskingtheirdietaryandsleephabits・ＴｈｅｒｅｗｅｒｅｌＯ１（i・a，thereturn
rateof63%）repliesThefinalparticipantswerｅｌｉｍｉｔｅｄｔｏ５６（l8malesand38females）
ofthosewhoareconsideredhealthyａｎｄｉｎｔｈｅＵＭＡ・Theexcludedparticipantsincluded
21ofthoseundermedicalordentaltreatment，ａｎｄadditional24belongingtotheother

agegroupsoroneswithincompleterepliesAnalysisofsleephealthwasbasedonthe

followingfivesleepriskfactors：（i）disturbancesduringsleep，（ii）parasomniaduring
sleep，（iii）apneaduringsleep，（iv）awakeningfromsleep,ａｎｄ（v）fallingintosleep;and
the1sleepriskindex，wascalculatedbysummingscoresofallfiveriskfactors・The

resultswereI1）Ｆｅｍａｌｅｓｓｈｏｗｅｄｈｉｇｈｅｒｓｃｏｒｅｉｎｔｈｅｒiskfactor（iv）comparedtomales，
withlatertimeofbeddingandearliertimeofawakeningresultinginshortersleephours・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，malesshowhigherscoresmriskfactorsof（i)，（ii)，（iii)，ａｎｄ（v)．
2）ＴｈｅＵＭＡｇｒｏｕｐｓｈｏｗｅｄｈｉｇｈｅｒｓｃｏｒｅｉｎtheriskfactor（iii）ｗｈｅｎｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈｅＵＳ
(UniversityStudents，theresultsusedfromtheothersurvｅｙｃａｒｒｉｅｄａｔａｒｏｕｎｄｔｈｅｓａｍｅ
ｔｉｍｅｏｆthecurrentstudy)．TheUSgroupshowedhigherscoresin（ii）ａｎｄ（iv）ｔｈａｎｔｈｅ

ＵＭＡ３）ＴｈｅｒｅｗａｓａｎｈｏｕｒｄｅｌａｙｉｎｂｏｔｈａｗａｋｅningandbeddingtimewiththeUS
groｕｐｔｈａｎｔｈｅＵＭＡ４）Therewas30to50minutesreductionｏｆｔｈｅｄｕｒａｔｉｏｎｏｆｓｌｅｅｐ
ｗｉｔｈｂｏｔｈＵＭＡａｎｄＵＳｇｒｏｕｐｓｍＯｋｉｎａｗａｃｏｍｐａｒｅｄｔｏtheJapaneseaverageofthe

sameagegroups、５）Thesub-groupofthosewithoutbreakfastｉｎｔｈｅＵＭＡｗａｓ16.9％of
thetotal，andtheyshowedhighersleephealthriskindexthantherest．

'）琉球大学教育学部、２）統合医療センター、３’豊見城高等学校、４）沖縄県立看護大学、５）琉球大学医学部、

`）広島国際大学、７１国立精神神経センター

')FacultyofEducation,UniversityoftheRyukyus,z)TougouMedicalCenter,3)TomishiroSeniorHighSchooL
4）OkinawaPrefecturalCollegeofNurSing，５）SchoolofHealthSciences，UniversityoftheRyukyus，

⑪FacultyofHumanandSociaIEnvironment，Hiroshimalnternationa1University，‘、Nationallnstituteof

MentalHealth，NationalCenterofNeurologyandPsychiatry．
－２２７－
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出し短縮化したものを｢食習慣と睡眠健康に関す

日本人の社会生活は多様化し夜型の生活を送る

る調査票｣'１と調査票名を改め使用した。表紙に
は、「特別なことは考えずに過去１ヶ月ぐらいの

人の割合も増加傾向にある')。夜型の生活はしば

日常生活について回答して下さい｡｣等、アンケー

しば食事時間を主とした食習悩の変化や睡眠障害

ト記入の際の注意事項を付しておいた。

を惹き起こし、遅い夕食や夜の間食は肥満や昼間

アンケートは、食習慣に関する項目、起床・就

の愁訴の増加等2)の健康問題を惹き起こす。一方、

これまでの睡眠調査によって睡眠習慣や睡眠健康

床・睡眠時間など睡眠習慣に関する項目および睡
眠健康を判定するための睡眠健康危険度得点関連

は食習慣や生活習慣の他に加齢や性差、地域特性

項目から構成されていた。睡眠健康危険度得点関

などが存在することが示唆され、沖縄県において

連項目（14項目）は表１に示した。

も高齢者３４)や思春期２．５．６)における睡眠につい
てはかなり解明されてきた。しかし中高年期の睡
眠についての報告はまだ少ないのが現状である。

本研究においては、睡眠健康の加齢による悪化

２．調査方法

中高年は、沖縄県で出生し、小・中・高校時代
を過ごし、成人後は沖縄県の那覇市、糸満市、宜

が予想される50代の睡眠習慣の実態調査を行い、

野湾市、具志川市、浦添市、豊見城市、西原町ま

すでに報告されている？)他地域の中高年や、沖縄

たは久米島町に、調査日からさかのぼって少なく

県の大学生と比較検討し、沖縄県の中高年者の睡

とも20年間居住している者80名（男性33名、女性

眠習慣と睡眠健康の特徴を明らかにする。

47名）に対して調査票を郵送または手渡しによっ

長寿県として知られてきた沖縄において、５０代

て依頼した。依頼の際、調査票を封筒に２部入れ、

を境にして、より若い世代の健康状態がきわめて

可能であれば周りの同年代者にも協力してもらえ

悪いことが指摘されている8)。ライフサイクルの

る様、調査票と共に依頼書を同封した｡､返信用封

中の中高年期における睡眠に関するデータを蓄積

筒を入れ、郵送により回収した。配付した160部

するという生物学的意義と共に、地域における健

の調査票の回収率は63％であった。

康教育や中高年の健康を考えるための資料として
３．対象者

の意義付けもできる。

回収した調査票には、中高年以外の年代による
回答も含まれていたので、これらは集計から除い

Ⅱ方法

た。回答の得られた中高年者101名のうち、問題
となる疾患に罹患している者（21名、虫歯や高脂

１．調査内容

一連の睡眠調査3~？)で使用された「睡眠健康と

血症治療中の者を含む）を除外し、その他検定に

生活習慣に関する調査票（77項目から構成)」の

有効なデータを算出できた56名（男性18名、女性

調査票から食習慣と睡眠習慣、睡眠健康、生活習

38名）を対象とした。対象者はすべて49～50代前

慣に関する項目のうち必要最小限の35項目を抜き

半に属し、有職者であり、自営業者、民間企業従

表１．睡眠健康危険度得点関連項目
第１因子：睡眠維持障害関連

①中途歓醒②熟眠感③夜間頻尿④早朝覚醗
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
⑧むずむず脚・四肢運動異常

第３因子：睡眠時無呼吸関連

⑨いびき⑩睡眠時無呼吸

第４因子

起床困難関連

第５因子：入眠障害関連

⑪起床困難⑫床離れ
⑬寝酒・睡眠薬⑭入眠潜時

－２２８－
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業員、公務員、小・中学校や大学の教職員、看謹
師等が含まれていた。看讃師の中には、昼間のみ
の勤務者とシフトワーカーが含まれていた。１次
産業を専業とする者、建設業の現場従事者、専業
主婦等は含まれていなかった。比較のための大学
生のデータは、同時期に実施された「沖縄県の大
学生の睡眠健康と食習慣」調査'0)の中から、出生
地を問わず、沖縄内で小・中学校時代を過ごした

者198名（男性52名、女性146名）を抽出して使用
した。

４．調査期間

中高年および大学生の調査は、2000年７月下旬
と９月～11月上旬にかけて実施した。調査期間の
沖縄県（那覇市）の平均気温と平均湿度を表２
に示した。

睡眠時間・睡眠健康危険度得点）はｔ検定を行い、
その他の項目についてはクロス集計し出現頻度を

算出した後、z2検定を行った。
Ⅲ、結果
１．中高年者の睡眠健康

中高年者の睡眠健康危険度得点を表３に示した。

睡眠健康危険度得点の平均値は全体で2.72、性別
では男性315、女性238で男性の方が高い値を示
したが有意差は認められなかった。因子別の比較
でも、ほとんどの因子において男性の方が高い値
を示したが、第４因子（起床困難関連）の危険度
得点は女性において高値であった。

次に平日の就床・起床時刻、睡眠時間について
表４に示した。就床時刻は男性２３：２８、女性
２３：５３、起床時刻は男性６：１０、女性６：16で、

５．分析方法

アンケート調査の分析には統計解析用ソフト

SPSSを用いた。数量化可能な項目（就床・起床．

女性の就床・起床時刻がやや遅延していた。睡眠
時間は男性６時間35分、女性６時間14分で女性の
方が約20分短かった。

表２．２０００年７月-11月の沖縄県（那覇市）の平均気温と平均湿度'１）
７月

８月

９月

10月

11月

平均気温（℃）

28.0

27.9

26.3

26.2

23.4

平均湿度（％）

7９

7６

8０

7７

7４

表３．中高年者の睡眠健康危険度得点の性別比較
総得点

第１因子

第２因子

第３因子

第４因子

第５因子

男性（ｎ＝18）

３１５

0.68

0.26

0.71

0.76

0.74

女性（ｎ＝38）

２３８

0.44

0.15

0.37

ｑ9６

0.47

ｔ検定

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ：有意差なし

表４．平日における中高年者の睡眠習慣の性別比較（平均値±S、.）
就床時刻起床時刻睡眠時間
男性（ｎ＝18）

23:28±（O:55）６:10±（0:49）６:35±（1:11）

女性（ｎ＝38）

23:53±（1:10）６:16±（0:40）６:14±（0:51）

ｔ検定

ＮＳＮＳＮＳ

ＮＳ：有意差なし

－２２９－
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睡眠習憤（就床時刻、起床時刻、睡眠時間）の

取者よりも高い値を示した。

規則性についての比較を表５に示した。男女共に

朝食欠食理由別の睡眠健康危険度得点について

就床・起床時刻、睡眠時間の全ての項目において
｢規則的」と回答した者の割合が高値を示した。

表７に示した。「食欲がない」と回答した者の睡
眠健康危険度得点が「時間がない」と回答した者

就床時刻と睡眠時間が規則的と答えた者の割合は

よりも高い値を示した。

男性において高く、起床時刻が規則的であると答

図１に示した女性の欠食理由は、朝食欠食者３
名中、２名は「時間がない」であり、他の１名は

えた者の割合は女性において高かった。

朝食摂取状況について図１に示した。朝食欠食

未記入であった。男性の欠食者６名中、３名は

者の割合は男性33.3％、女性7.9％で、男性の方

｢食欲がない｣、２名は「時間がない」であり、1

が朝食欠食者の割合が高く統計的にも有意差が認

名は「作ってくれない」であった。従って、表７

められた（P<0.05,ｘ2検定)。

の欠食理由「食欲がない」者はすべて男性である。

次に中高年者全体の朝食摂取者と欠食者の睡眠

健康危険度得点を比較し表６に示した。欠食者の
睡眠健康危険度得点が摂取者よりも高値であった。

因子別でも、欠食者の方が全ての因子において摂

２．沖縄県内出身の大学生と中高年者の睡眠健康
大学生の中から小・中学校を県内で過ごした者
を抽出し、中高年者と世代間比較を行った。睡眠

表５．中高年者の睡眠習慣の規則性
睡眠時間

起床時刻

就床時刻
不規則

規則的

不規則

規則的

不規則

規則的

男性（ｎ＝18）

2２２

77.8

17.6

82.4

22.2

77.8

女性（ｎ＝38）

34.2

65.8

５３

94.7

33.3

66.7

ｘ２検定

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ：有意差なし

女性
(ｎ＝38）
男性
(ｎ＝18）
0％

80％

60％

40％

20％

100％
Ｐ<0.05

鬮摂取者

□欠食者

図１．中高年者の朝食摂取状況
表６．中高年者の朝食摂取状況と睡眠健康危険度得点
総得点

第１因子

第２因子

第３因子

第４因子

第５因子

摂取者（ｎ＝47）

2.50

0.52

017

0.43

ｑ8６

0.51

欠食者（ｎ＝９）

3.70

0.63

0.23

0.95

1.10

0.80

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

几

２

検定

ＮＳ：有意差なし

－２３０－
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健康危険度得点と構成因子別の得点について世代

睡眠習慣の規則性について世代間比較し表９に

間比較し、表８に示した。睡眠健康危険度得点に

示した。「規則的」と回答した者の割合が就床・

ついては大学生と中高年者の間に有意な差は認め

起床時刻、睡眠時間の３項目全てについて中高年

られなかった.

者のほうが大学生よりも多く、統計的にも有意差

構成因子別では、第２因子（睡眠随伴症状関連)、

第４因子（起床困難関連）の各因子は大学生が有

が認められた（Ｐ＜0.01)。

平日の就床･起床時刻と睡眠時間について世代

意に高い値を示し、第３因子（睡眠時無呼吸関連）

間比較し表１０に示した。就床時刻は中高年者２３：

は中高年者が有意に高い値を示した（Ｐ＜0.01)。

44、大学生Ｏ：４７、起床時刻は中高年者６：１４、

表７．中高年者の朝食欠食理由と睡眠健康危険度得点
欠食理由

総得点

第１因子

第２因子

第３因子

第４因子

第５因子

食欲がない（ｎ＝３）

4.71

0.79

0.42

1.12

1.33

1.00

時間がない（ｎ＝４）

3.33

０５２

0.19

1００

1.00

０．６３

ｔ検定

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ

ＮＳ：有意差なし

表８．中高年と大学生の睡眠健康危険度得点
総得点

第１因子

第２因子

第３因子

第４因子

第５因子

中高年者（ｎ＝56）

2.72

0.54

0.18

0.53

0.91

０５６

大学生（ｎ＝198）

２７８

0.44

0.35

0.27

1.21

0.52

ｔ検定

ＮＳ

ＮＳ

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

ＮＳ

…Ｐ＜０.ＯＬＮＳ：有意差なし

表９．中高年と大学生の睡眠習慣の規則性
就床時刻

起床時刻

睡眠時間

不規則

規則的

不規則

規則的

不規則

規則的

中高年者（ｎ＝56）

28.8

71.2

8.6

91.4

29.8

70.2
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表10．中高年者と大学生の平日における睡眠習慣
就床時刻起床時刻睡眠時間
中高年者（ｎ＝56）

23:44±（1:05）６:14±（0:04）６:23±（O:57）

大学生（ｎ＝198）

0:47±（1:04）７:26±（1:08）６:17±（0:58）

ｔ検定

＊＊＊

＊中本

…Ｐ＜0.01,ＮＳ：有意差なし
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図２．中高年者と大学生の朝食摂取状況
大学生７：２６であった。大学生の就床・起床時刻
が中高年者よりも１時間近く遅延しており、統計
的な有意差も認められた（Ｐ＜0.01)。睡眠時間
は中高年者６時間23分、大学生６時間17分で世代
間に差はみられなかった。

朝食摂取状況について図２に示した。朝食欠食
者の割合は大学生23.6％、中高年者16.9％であっ

起床時刻は規則的である（表５）ことも起床困難
へとつながっているのであろう。

朝食欠食者の割合（図１）は男性33.3％、女性
7.9％で、男性の方が朝食欠食者の割合が高く統

計的にも有意差が認められた（Ｐ＜0.05)。次に
中高年者全体の朝食摂取者と欠食者の睡眠健康危
険度得点を比較したところ、欠食者の睡眠健康危

合が高かったが統計的な有意差は認められなかっ

険度得点が摂取者よりも高値であった。因子別で
も、欠食者の方が５因子全てにおいて摂取者より

た。

も高い値を示した（表６)。

Ⅳ、考察

は、全ての因子において「食欲がない」と回答し

た。大学生の方が中高年者よりも朝食欠食者の割

朝食欠食理由別の睡眠健康危険度得点について
た者の睡眠健康危険度得点が「時間がない」と回

睡眠の性差、加齢による変化、地域差について
は多くの研究がなされており、特に50歳以降睡眠
健康が急激に悪化するという報告がある７)。今回
の対象者の年齢は49～50代前半の中高年者であり

答した者よりも高い値を示した（表７)。睡眠随
判症状関連因子において差が大きく特徴的であっ

睡眠健康が悪化し始める年代にあると考えられた。
本調査における、睡眠健康危険度得点を男女別

平均値としての危険度得点は、女性より低く、平
均就床時刻と平均起床時刻は女性より早く、睡眠

に比較してみると、有意差は認められなかったも

時間も長く、就床時刻と睡眠時間が規則的である

た（表７)。

このように、中高年男性の起床困難関連項目の

のの男性3.15、女性2.38で男性の方が高い値を示

にもかかわらず、朝食欠食者は男性に多く、その

した（表３)。因子別の比較でも、ほとんどの因

理由として「食欲がない」をあげる者が多かった。

子において男性の方が高い値を示したが、起床困

したがって、この年代の男性においては、「食欲

難関連の危険度得点は女性において高かった。専

がない」ことの背景にあるストレスの強さ、休養

業主婦は含まれていなかったため、職業と家庭に

不足感や睡眠健康の悪化が欠食につながっている

おける役割から、女性の就床時刻は遅延している

とも推測された。

ものの、家族や自身の学校や職場の始業時間を考

表６に示した欠食者（合計９名）は、「安定剤

慮して起床しなければならず、睡眠時間は男性６

や睡眠薬を飲む」ことはなく、「睡眠薬の代わり

時間35分、女性６時間14分と女性の方が20分ほど

に寝酒を飲む」ことも全くないか、ほとんどなかっ

短いことと関連していると考えられる（表４)。

た。また、全員が夕食は１７～20時の間に、毎日摂

起床困難という観点から見た場合６時間14分は充

取していた。

分な睡眠時間ではないと言うことが出来る。また、

身体的疾患は、睡眠に影響する可能性があるた

女性は就床時刻や睡眠時間が不規則でありながら、

め、問題となる疾患があると回答した者は集計か
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ら除かれている。さらに今回は、虫歯や高脂血漿

る結果となった。

治療中の者も集計から除外し、身体的には健康と

次に東京・名古屋・大阪圏ｱ)の40代と50代の睡

みなされる集団であった。長寿県として知られて

きた沖縄において、５０代より若い世代の男性の健

眠健康危険度得点の平均値と今回の49～50代前半
の結果と比較したところ、今回の調査対象者の睡

康状態がきわめて悪いことが憂慮されている8)。

眠健康危険度得点が高い値を示した。原因として

本調査において、一見健康そうで、規則正しい

は県内者の起床困難関連因子の値が非常に高かっ

生活を送っている者でも、良質の睡眠が確保でき

たことが挙げられるが、これは県内者の方が就床

ていない場合があることが示された。健康指導に

時刻は遅いが起床時刻は早く睡眠時間が短いこと

際して、食生活指導と同程度に、良質の睡眠確保
のために、現在まで蓄積された成果を提供するこ
とおよび更なる研究の必要性が示唆された。また、

に実施されたＮＨＫの国民生活時間調査')との比

較においても、本調査で得られた大学生や中高年

平成10年度沖縄県民健康栄養調査成績12)によると、

の睡眠時間は同世代の全国平均より30～50分短い。

ストレスが非常に多いと感じ、休養不足と感じて

また、1980年と1990年の調査においては、沖縄県

いる人の割合は、男女とも30代に最も多いと報告

は東京、大阪、京都など大都市とともに、県民全
体として、夜10時に寝ている人の割合が最も低い
県であった!)。本調査で得られた就床時刻の平均

されており、県民の健康問題を考える場合、３０～

40代の睡眠健康の調査研究も重要である。

加齢による変化を検討するため県内出身の大学

と関連しているのではないかと考えられる。同年

値が男性２３：２８、女性２３：５３という結果と共に、

生と中高年者の睡眠健康危険度得点について比較

沖縄の夜型社会を裏付けるデータである。夜型社

した（表８)。大学生と中高年者の睡眠健康危険
度得点はほとんど変わらず、大学生のほうがわず

会は幼児の就寝時刻'５１や小、中、高校生2.161から

かに高い値を示した。しかし因子別にみると、大

の深夜俳梱や非行化や学力低下へつながるものと

学生は睡眠随伴症状関連と起床困難関連因子で高

して改善が必要である。

大学生'0)の生活に至るまで影響しており、青少年

い値を示していた。睡眠随伴症状関連の中には

国民全体としての睡眠習慣（就床時刻、起床時

｢金縛り」が含まれ、この現象は、１６歳をピーク

刻、睡眠時間）に影響する因子として、高齢者人

として、若い者ほど高い値を示す'2》ことや、睡眠

口比、農林漁業人口比、日の出・日の入り時刻な

時無呼吸は年齢が高くなるほど高率に出現する3）

どが指摘されている!)。睡眠の地域差を論じる場

ことが追認された。起床困難関連因子は夜型の生

合、生活の背景にあるこれらのことを考慮しなけ

活や睡眠不足が影響することから大学生の睡眠健

ればならないが、有職者に限って見た場合、沖縄

康の悪化は主に睡眠習慣の不規則化に由来するも

県の労働時間は比較的長いとのデータがある')。

のと考えられる。

夜型社会の改善のためには、産業構造、労働形態

また、秋山・広重ら'鋤は、大学生の３割以上が

や勤務時間、勤務や学校終了後の時間の過ごし方、

睡眠習慣の不規則化によって、「朝、起きられる

帰宅時間等詳細な検討が必要である。一方、１９７０

かな？｣、「授業中に居眠りをしてしまった…｡」

年から2000年に至るまで、沖縄県はテレビを見る

等の不安や罪悪感があると報告していることから、

時間の少ない地域でもあったい。このことから、

今回の対象者についても同様の不安（罪悪感）が

遅い就床時刻は、帰宅後に自宅で過ごす時間の長

存在していることが考えられた。睡眠習慣の不規

さよりも、遅い帰宅時間に起因すると推定出来る。

則化は、年齢による要因が強いと考えられる睡眠

日の出．日の入り時刻が首都圏より、４０分ほど遅

随伴症状関連の危険度得点をさらに悪化させてい

い、という地理的条件下で、全国一律の始業時間、

ると推定できる。加齢変化や社会および家庭にお

という困難さはあるものの、家族全員が今までよ

ける役割によるストレスなどにより、中高年は大

り30分早く帰宅するという習慣を形成することに

学生より睡眠健康の状態が悪いと予測された。し

より、家族の、とりわけ中高年女性の睡眠不足と

かし、全体として大学生の睡眠健康危険度が高く、

起床困難関連危険度が改善され、睡眠健康危険度

大学生の睡眠習慣や食習慣の悪化を浮き彫りにす

の低下へとつながると考えられる。
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401,2004.
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