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日本人 20歳における出生時体
=っ

小児期発育,及び心血管系疾患の

リスクファクター

Kttsuyuki Miura,Hideaki Nakagaw、 Masづi Tabtta,Yuko Monkawa,Muncko NishJo,and sadanobu

Kagamin“

出生時体重と小児期発育,特に身長の増カロ率が成人期における主要な心血管系疾患

のリスクファクター と関連があるかどうかを確定するために,著者等は医療記録照合

法を用いて,日 本人集団における 20年間の追跡調査を実施 した 石川県の赤ちゃんと

20歳の居住者の健康診断から,著者等は 1965‐ 1974年に産まれた4,626人 の参加者 (男

子2,198人 と女子 2,428人 )について 20年間 (1985‐1994年)の追跡データを得た 重

回帰分析を用いて,著者等は,平均値より+1‐SD高い出生時体重は,最新の体重と身長

の増加率について調整すると,男子で 16mmHgだけ,女子で 1 0nlmHgだ け低い収縮期

血圧 と有意な関連を示 し,男 子で 0.07mmoVOだけ,女子で 0.04mmoν2だけ低い血清コ

レステロール値 と有意な関連を示す と判断 した 更に,出生時体重 と最新の体重につ

いて調節す ると,3歳か ら 20歳までの身長の増加が+1-SDよ り大きい と男子で

0.7mmHgだ け,女 子で 0.5nlmHgだ け低 い収縮期血圧 と有意 に関連 し,男 子で

0.09mmoyOだ け,女子で 0 05mmoycだ け低い血清コレステロール値 と有意関連 した

これ らの結果は,低い出生時体重と小児期における低い身長増加率が成人期の血圧や

血清 コレステロール値の増加に関連することを示 している Am J EPidemio1 2001;

153:783‐9
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最近の疫学的研究は,出生時体重や胎児

の発育の別の測度が成人の血圧 (1-6),糖

尿病 (6‐8),脂質濃度 (9,10),及 び成人後

の心血管系疾患死亡率 (H-15)と 関連する

ことを示 している 低身長が心血管系疾患

の重大な リスクファクターであることも欧

米人では示されている 〈16-22)Barkerら

は,妊娠期の栄養不良が低身長や過体重の



原因であると仮説を立てたが,高血圧 (23)

など成人期における幾つかのリスクファク

ターの発生に加えて,人生を通 して持続す

る社会経済的状態が低出生時体重や思春期

における身長の緩慢な増力日の両方の原因と

な りうる124)特 に,小児や青年に関する

幾つかの横断的な集団内研究は,身長 と血

圧の間に正の関連を,そ して身長 と血清コ

レステ ロール値 の間 に負 の関連 を示 し

(25‐28),別 の集団間研究は,身長と血圧

の間に負の関連を示 した (22)こ のよう

に,心血管系疾患 と身長との関連の基礎を

なすメカニズムは,未だ明 らかではない

しか し,出生時体重の他に,心血管系疾患

やその主要なリスクファクターに及ぼす小

児期における身長増加の影響に関するデー

タは乏しい

我々は,医療資料照合法を用いて,日 本人

の大規模集団で誕生から 20歳までの人体計

測学的指標 と 20歳での血圧 と血清総コレス

テロール値の長期間にわたる追跡データベ

ースを構築することができた 本研究におい

て,我々は,妊娠期の環境の指標 としての出

生時体重が,ま た小児期の発育,特に,小児

期における身長増加率が成人期に主要な心

血管系疾患の リスクファクター とな関連性

があるかどうかを研究 した

データと方法

1965年から,赤ちゃんの健康診査が石川

県庁によって,石川県の一定の地域で行われ

ている これ らの健康診断は,3ヶ 月,1歳,3

歳の赤ちゃんについてである この地域で

1965-1974年 に生まれた 14,233人の赤ちゃん

の中 13,426人 (94%;男子 6,845人 と女子

6,581人)が この健康診断を受け,保健師によ

つて身長と体重が測定された 出生時体重と

妊娠月齢は,日 本政府によって各妊婦に配布

され,赤 ちゃんの出生時体重が産科医によつ

て記録 されている母 子手帳か ら記録 された

3ヶ 月と 1歳の赤ちゃんの健康診断は,1968

年以降に生まれた全ての赤ちゃんについて

始められた.

1949年 と1994年 の間,石川県庁は,20歳の

仝 住 民 に つ い て健 康 診 断 を実施 した

1985‐ 1994年の間は,1965-1974年 に産まれた

20歳の 8,741人 (男 子 4,182人 と女子 4,559

人 ;こ の地域の住民 20,001人 の 44%)が この

健康診断を受けた 血圧,血清コレステロー

ル,身長,及び体重はこの時に測定された

20歳で実施 された健康診断の血圧の記録

は,5分間の座位安静の後,水銀血圧計を用

いて十分に副1練 された保健婦によつて右腕

で測定 され た 拡張期血圧 は,拡張期音

(Korotokoff phase V)で 記録 された 血液サ

ンプルは,任意の時間に肘静脈穿刺によつて

採取され,血清コレステロール濃度は,自 動

分析器 (モデル TBA20R:Toshba Corporation,

Tokyo,Japan)を 用いて標準酵素法によつて

分析 された

小児期と 20歳で実施された健康診断によ

る2つのデータベースは,コ ンピュータを用

いて名前と出生日によつてリンクされた そ

のリンケージは,20歳で検査された参カロ者の



590/0か らなる 5,127人 (男 子 2,432人 と女子

2,695人 )について得 られた 出生時に実施 し

た健康診断のデータを持たなかつた 20歳の

残 りの参カロ者は,その後,他の場に移動する

ように配慮された 赤ちゃんとして評価がな

された被験者の 38%は,20歳でその後の測定

が行われた.こ れ らの人々の中で,我々は,

出生時,3歳 ,及び 20歳での人体計測指数 ,

及び 20歳での心血管系疾患 リスクファクタ

ーの完全なデータをもつ 4,626人 (男 子 2,198

人と女子 2,428人 )の参加者のデータを中心

に分析 した

我々は,各年齢で過体重を評価するために

BMI(体重 (kg)/身長 (m2))を 計算 した 出

生時,3ヶ 月齢,1歳,3歳及び 20歳 のそれぞれ

の期間における発育率を評価するため,我々

は各期間の体重と身長の%増加率を計算 した

ピアソンの相関係数が,20歳 での心血管系リ

スクファクター と小児期の人体計測指数及

びそれらの変化の間で計算された 重回帰分

析は,20歳 での血圧 と血清コレステロールに

ついて主要な人体計測指数 との関連を調節

するのに使われた 各要因の +1‐SD値 と関

連する血圧 と血清コレステ ロールにおける

多変量‐調節差 (及び 95%信頼区間)が回帰

分析によるβ‐係数を用いて評価 された 005

以下の
"O―

ta■ed′ 値が統計的に有意とみな

され た 統 計 分 析 は ,Staヽ lcJ AnalyJs

System (SAS Institute, Inc, Caり , Nor由

Carolh→を用いて行われた

結果

被験者の中の男子 135人 (6%)と 女子 148

人 (6%)が低出生体重児,く2,500g)であつた

リンクできなかつた被験者の うち低出生体

重児は,男 子 5%で女子 6%であつた;こ れら

の割合は リンクできた被験者の数値 と有意

には異ならなかつた さらに,我々は,リ ン

クされた赤ちゃんとされなかつた赤ちゃん

間で妊娠齢,小児期の身長,或いは体重に,

また,リ ンクされた成人被験者,さ れなかつ

た被験者間で 20歳の血圧,血清コレステロ

ール,身長,体重,BMIに統計的な差は認め

なかった

表 1は,小児期の人体計測指数 とそれ らの

変化の平均値及び 20歳での心血管系リスク

ファクターの平均値を示 している 出生から

20歳までの殆 どの全年齢で,男 子は女子よ

り体重が重く,身長が高かつた 3歳から 20

歳までの身長と体重の増加率 (%)は ,女 子

より男子で高かつた
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小児期の人体計測指数 と 20歳での心血管

系 リスクファクター間の単相関係数が,表 2

(男 子)と 表 3(女子)に示 されている 出

生時の BMIは ,男女共に小児期の体重と有

意に相関した データは表には示されていな

いが,成人の BMIも 3ヶ 月齢の BMIと 有意

に相関した (r=θ ′み′くθ θθθ′男子 ;″ =a2ィ
,

′くaθθθ′女子)男 女で,3歳から20歳まで

の身長の増加率は,20歳のBMIと 有意な負の

相関を示 した (表 2と 3)

人体計測指数内における他の相関につい

て,出生時体重は,20歳 の身 長 (″=a3a

′く,θ

“

′男子;″=a2λ ′くaθω′女子),及

び体 重 (″=a2α ′く,θθθ′ 男 子 ;″=a23,

′くθ θθθ′ 女子)と 正に相関 した 3歳から

20歳までの身長の発育率と出生児体重との

間には有意な相関がなかった (男 子で″=αθ4

′=a″;女 子で ″=aθα′くa")一 方,3歳の

身長と 20歳の身長との間 (男 子で ″=a`4

′くa θθム 女子で ″=a64′くaθοθ′),及び 3

歳の体重と 20歳の体重との間には強い追跡

相関があつた (男 子で ″=θ ′λ′くa θθθ′;女

子で″=a54′くαθθθ′)3歳から20歳までの

身長の増加率は,3歳の身長と負に相関 し(男

子で ″=4,4 ′くa θθθノ ; 女 子で ″=45,

′くaθθθ′,,20歳の身長とは正に相関した (男

子 で ″=a,o ′くaθθθ′ ′女 子 で ″=a2λ

′くa θθθノ)3歳 か ら20歳 までの体重の増加

率 は,3歳 の体 重 と負 に相 関 し (男 子で

″=_a2z′くaθθθ′;女 子
~C″

=―a2,′くaθθθ′ノ′
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20歳 での体重 とは正に相関 した (男 子で

″=a7ノ ,′くaθθθノ′女子で ″=a6z′くaθθθ′)

男子の出生時体重と 20歳での血圧 との間

には有意な負の相関があつた (表 2)出 生

時体重と成人の血圧間の単相関係数は,統計

的に有意ではなかつた 成人の血圧は,3歳

からの体重と身長及び 3歳以降の体重の増加

と正に相関した.成人の血圧は,男女とも 3

歳から 20歳までの身長の増加率と負に相関

した

血清コレステロール濃度は,出生時体重と

は有意な相関を示さなかった (表 2と 3)血

清コレステロール濃度は,3歳から20歳 まで

の体重の増カロ率と正に相関 し,20歳の体重と

BMIと は正に相関した 男女の 3歳から 20

歳までの身長の増加率,及び男子の 20歳の

身長 とコレステ ロールには負の関連があつ

た

多重線形回帰分析が,血圧及び血清コレス

テロール と主要な人体計測指数 との関連を

調節するのに使われた 我々は,妊娠時の環

境の指標として出生児体重を,そ して小児期

と青年期の発育要因である環境の指標 とし

て 3歳から 20歳までの身長の増加率を選ん

だ 我々は,モデルに 2つの異なる交絡因子

を含めた :妊娠齢と 20歳の体重 我々は,3

歳から 20歳までの身長の増加率に有意に関

連する 20歳の身長と肥満度の両方は小児期

の身長の増加率の結果であると考えたため,

モデルには 20歳の身長とBMIは含めなかっ

た モデル lは,出生時体重,20歳の体重と

妊娠齢を含んだ モデル 2は,モデル 1の変

数に加えて 3歳から20歳までの身長の増加

率を含んだ

モデル 1の回帰分析で,出生時体重は,最

新の体重について調節すると,収縮期血圧

(男 女で′くaθθθ′)及び血清コレステロール

(男子で′くa θθθム 女子で′=a")と 負で有

意に関連 した モデル 2の分析では,収縮期

血圧 (男 女とも′くαθθθノ)及びコレステロー

ル (男 子で′くa θθθ,女子で′=θ

")と
出生

時体重 との負の関係は,有意のままであっ

た ;更に,身長の発育率は,収縮期血圧 (男

子で ′=α ω
`;女

子で ′=αθノ),及びコレス

テロール (男 子で′くa θθ′:女子で′=aθω9)

と有意な負の関係を示 した モデル 2では,

拡張期血圧は,男子で出生時体重 し=a θθフ),

及び女児で身長の増加率と有意な負の関係

0=aθ″)を示した モデル 2に 3歳の身長

を追加しても,身長の増加率と収縮期血圧及

びコレステロールとの負の関係は有意なま

まであつた

表4と 5は,男女別のグループにおけるモ

デル 1と モデル2の回帰分析にβ‐係数を用い

て評価した各要因の+1‐SD値に関連した 20

歳の血圧と血清コレステロールの調節差を

示している +1‐SD高い出生時体重の差の程

度は,モデル 1と モデル 2で類似 した +1‐SD

高い身長の増加率は男子で 33mg/dl程度,女

子で19mノdl程度低い血清コレステロール値

と関連することが統計的に予測された

考察

本研究の結果は,小児期や青年期の発育と

成人期の心血管系疾患のリスクファクター
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との間に幾つかの興味ある関連を示 した 単

相関分析は,3歳以降の身長の発育率が遅い

小児が,成人期に肥満する傾向にあることを

示 した それ らは,データが成人体重につい

てコン トロールされると,彼 らが成人すると

高い血圧や高い血清 コレステ ロール値にも

なるようである 一方,出生時体重は,交絡

因 子について調節すると成人の血圧や コレ

ステロール とは逆に関連 した これ らの結果

は,妊娠期の環境 と小児期の環境の両方がそ

の後の心血管系疾患の リスクファクター と

は非依存的に関連することを示 している

Whlncupら (22)に よる生態学的研究は 低

身長,高いポンデラル指数,及び高い血圧が

英国においては高い心血管系疾患死亡率の

都市の 8‐ 11歳の小児に見られたと報告 した

その違いが,出生時体重の違いによつては説

明できないので,Whhcupら は,子宮内環境

よりむ しろ小児期の環境に影響 している要

因がこれ らの リスクファクターの違いの発

生には重要かも知れないことを示 した しか

し,身長 と血圧の間に負の関係を示 している

数少ない集団内研究はあるが,小児では,2

つの間の正の関係が一般に認められている

(25)小児期における身長の増加 と成人の

血圧 との間の関係を研究する縦断的研究が
,

この不一致を説明する必要があろう Cookら

(29)は,10歳から追跡 されている 20‐26歳

の被験者の血圧を調査 し,血圧が 10歳以降,

身長の増加 と正に関連することを示 した し

か し,彼 らの研究は,成人の身長そのものと

強く相関する身長増加の絶対値を用いた 小

児期や青年期で,標準偏差は年齢 と共に増大

する傾向にある 更に,各年齢で身長の平均

値マイナス 1‐SDで発育 している小児は,正

常発育であり,同様に,各年齢で平均値プラ

6



ス 1-SDで発育 しているもう一方の小児は,

実際に身長の大きな絶対増加 を示す と通常

は考えられている 従つて,同 じ身長の絶対

増加値は,ベースラインで背の高い小児 と背

の低い小児 との間で異なった意味をもつよ

うに思われる 高い初期身長の小児と低い初

期身長の小児両方の発育を評価するために

は,我々が本研究に用いた身長の増加率を使

用するのが適切であろう この指標を用いて
,

我々は,身長の増加率 と成人の血圧 との間に

負の関連を示すことができた 実際に,そ の

関係は,3歳の初期身長とは無関係であった

出生時体重 とその後の血圧 との関係を示

している先行研究は,西欧諸国で行われてい

る (1-6)HashimOtOら (30)は,日 本人小児

の 3歳で出生時体重と収縮期血圧 との間に負

の関係を示 しているが,東洋人の成人血圧を

研究 している研 究は殆 どない 本研 究で ,

我々は,日 本人の出生時体重と若年成人の血

圧 との間で負の関連を示すことができた 出

生時体重 と血圧 との関係に関する統計的有

意性が,体重や BMIの ような最新の体格に

ついて調整すると,よ り強くなることが多く

の先行研究で見られている 我々の研究にも

見られたこの傾向は,出生時の体格 と各成人

年齢の体格 との間の正の相関 と最新の体格

と最新の血圧 との間の正の相関とによるの

かも知れない 西欧人で実施 された研究 (1,

2)に よると,出生時体重による血圧の違いの

程度は,年齢の増加 と共に増大 した 出生時

体重の増カロlkg当 たりで,最新の体格を調節

した収縮期血圧 の低 下は,小児 でお よそ

2‐3nlmHg,中 年 と高年の成人で 4-5mmHgで

あつた (1,2)表 4と 5の我々のデータを用

いると,出生時体重の増加 lkg当 たりで,男

子36mmHg程度,女 子23mmHg程度低いと

評価 される 西欧人集団においてす ら (1),

若年成人の大規模な研究は殆 ど行われてい

ないが,日 本人の若年成人における関連の大

きさは,西欧人のそれ と類似 している 妊娠

齢を考慮すると,我々の結果は,妊娠齢の小

さいことが心血管系疾患の リスクファクタ

ーに望ま しくない影響を及ぼすことを示 し

ている

先行研究は,後の人生における出生時体重

と冠動脈疾患との関係を示 しているが,出生

時体重が冠動脈疾患の主要な リスクファク

ターの 1つである血清コレステロール濃度 と

関連するかどうかは明らかではない 幾つか

の小規模な追跡研究は,血清中性脂肪 と高比

重 リポプロテイン・ コレステロール,或いは

低比重 リポプロテイン・コレステロール と出

生時体重や出生時の腹囲 との関連を示 した

(9,10)本研究で,我々は,最新の体重と小

児期の身長の増加について調節すると,出生

時体重が成人のコレステロール値 と関連す

ることを認めた 9歳の小児 (27)と 12‐59歳

の被験者 (28)について実施 した横断的研究

は,コ レステロール と身長に関 して,負 の関

係を示した 我々の研究は,20歳 での血清コ

レステロール値が 20歳での身長とよりむ し

ろ 3歳以降の身長の増加率 と (表 2と 3)強

く相関 し,こ の関係が他の要因とは無関係で

あつたことを示 した (表 4と 5)小 児期と

青年期における比較的不十分な発育は,将来

の血清コレステロール濃度を上げるかも知



れない

小児期か ら成人期までの肥満の トラッキ

ングを研究 している研究はあるが (31),小

児期 と青年期における身長増加の低い速度

が成人肥満 と関連することを報告 した集団

研究は殆 どない しか し,青年期の身長 と体

重の発育のインバランスが肥満の原因 とな

るであろうことは示唆 されている (32)こ

の関係が,小児期の環境 と後年の血圧やコレ

ステロールを結びつけているメカニズムの

一つかも知れない。

我々は,重回帰分析で,モデルに含める交

絡因子の選択で問題に直面 した 我々は,3

歳から 20歳までの身長の増加率と有意に関

連する20歳の身長とBMIは小児期 と青年期

の発育の結果であると考えたためモデルに

20歳の身長とBMIを含めなかった 更に,20

歳の体重と BMIはお互いに非常に強く相関

し (男子で 090,女子で 086),体重と血圧

やコレステロールとの相関係数は,BMIに 関

するそれ と殆 ど同 じである 従って,我々は

最新の体格について調節するのに 20歳の体

重を用いた

本研究で,我 々は,結果を混乱させるかも

知れない幾つかの因子である母親の身長,体

重,血圧,血清コレステロール値或いは高血

圧や高脂血症の家族歴のようなものを調査

することができなかった 更に,我 々は,被

験者の社会経済的状況に関するデータを持

たなかつた 社会経済的因子や遺伝的因子に

加えて,小児期及び青年期のライフスタイル

因子―例 えば,栄養摂取或いは身体活動―が

身長の増加に影響を及ぼ している その後の

心血管系疾患の リスクファクターに及ぼす

青年期のこれ らの環境因子の影響は,調査さ

れるべきである さらに,出生時身長や 3歳

と 20歳の間の人体計測指数も,ま た小児期

における心血管系疾患の リスクファクター

さえも本研究では確定 しなかつた 妊娠週齢

ではなく,妊娠月齢の記録 も,本研究の一つ

の欠点であった より小さなな間隔での身長

増加の調査も必要である

出生か ら成人期まで追跡 した幾つかの研

究は,選択バイアスとい う問題を提起 した

(33,34)こ のような長期間の追跡研究は,

元々のコホー トの比較的小 さな部分を根拠

とした 記録 リンケージ法を用いている本研

究の場合,我々は,こ のことが問題であると

考えた しか し,我々のデータは幾つかの理

由で信頼できると考えている 第 1に,我々

の被験者は,他の研究と比較すれば一般住民

の大部分を代表 していた 特に,我々の研究

地域における殆 ど全ての赤ちゃんは健康診

断を受けていた 第 2に ,リ ンクした者とし

なかった者 との間で,低出生体重児の割合も,

妊娠齢,小児期身長,及び小児期体重におい

ても有意な差はなかつた 更に,リ ンクした

者 としなかつた者 との間で,20歳の血圧,血

清コレステロール,身長,体重,BMIに も有

意差はなかつた 第 3に,我々の研究地域で,

居住者や移住者の殆 ど全ては日本人であり,

社会経済的状態に関する特性は,健康診断を

受けなかった移住者や被験者 と比較 しても

有意な差は存在 しないようである 健康に興

味を持つた居住者は,20歳 で健康診断を受け

ているようであるが,どんな疾患の罹患率も



20歳の一般住民の中では通常非常に低いた

め,こ のことは恐 らく研究結果に影響を及ぼ

していないであろう 4番 目に,日 本では,幼

児や小児の死亡率が非常に低いため (35),追

跡期間の死による脱落の例数は非常に少な

し、 従つて,選択バイアスは,本研究の結果

に影響を及ぼしそ うにない

日本人若年成人に関する本研究で,出生時

体重及び小児期 と青年期の身長の発育率の

両方とも,血圧や血清コレステロール値とは

負にそ して非依存的に関連 した 本研究は,

身長の低い増加 率が成人期 における高い

BMIと 関係があることも示 した これ らの結

果は,妊娠期の環境 と小児期及び青年期の環

境の両方が,その後の心血管系疾患の リスク

ファクター と非依存的に関連することを示

した 最新の身長よりむ しろ身長の増加率と

心血管系疾患の死亡率や罹患率 との方が将

来研究されるべきである
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