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はじめに

ヒトの発育（growth）は, 受精（fertilization）に始まると言っても過言ではない. 出生まで
の胎生期（prenatal period）は、受精後の 14 日から 8 週齢までの胎芽期（embrynal stage）と 9
週齢から出生までの胎児期（fetal stage）に区分される. この期間で, 出生時体重や出生後の発
育・発達に影響を及ぼすのは, 4 週齢から 8 週齢までに起こる器官形成（organogenesis）と 9
週齢から 38 週齢（出産 delivery）までに起こる組織・器官の発育（growth）である.
しかし, ヒトの新生児（neonate）は, 成人した時の機能に比べて, 非常に未熟な状態で産ま
れる. このことをスイスの動物学者 Adolf Portman (1897-1982)は, ヒトの出産を本来の出産時
期より早く産まれているという意味で, 「生理的早産 (physiological premature delivery)」と呼
んだ（アドルフ・ポルトマン著, 高木正孝訳, 「人間はどこまで動物かー新しい人間像のため
に」, 岩波新書 1961）. 従って, 生物としての適切な時期より約 1 年早く未熟児の状態で産
まれてくるヒトの新生児は, 「子宮外胎児」とも呼ばれ, 最低限の感覚—運動機能を獲得する
までに少なくとも出生後 1 年は必要である. 「生理的早産」の理由の一つとして, 「ヒトの前
頭葉が大きくなりすぎて, 完全に成熟してからでは産道を通れないから」という物理的な理
由もあるが, 出生後の発育・発達の可能性をできるだけ多く確保するためという理由も考え
られる. 即ち, 先天的・遺伝的な規定性の影響を小さくし, 後天的・経験的な学習の可能性を
大きくするために人類にのみ備わった神秘的な発育・発達のメカニズムではないかとも考え
られる.
健康科学という領域における「発育・発達 (growth and development)」研究の対象の多くは,
1 歳から 6 歳までの「幼児期(childhood)」, 6-12 歳までの「学童期(school-age)」, 12-20 歳（男）,
10-18 歳（女）の「青少年期(adolescence)」, 13 歳頃（女）, 15 歳頃（男）の「思春期(puberty)」
などであり, 0 歳から 1 歳までの「乳児期(infancy)」を対象にすることはそれ程多くはない. ま
して, 出生前の胎児(fetal) の発育については, 殆ど研究されない. しかし, 出生時体重（birth
weight）は, 母胎内での環境の現れであり, 出生後の発育・発達に大きな影響を及ぼすものの
一つである.
そこで, 本報告は, 出生後の特に幼児期の発育に及ぼす出生時体重研究の重要性に鑑み,
日本における出生時体重の動向及び現状を把握するためのデータを収集して分析を試みてい
る.
以下は, 入手できた資料（厚生労働省：
「乳幼児身体発育調査」
「人口動態調査」
「21 世紀出
生児縦断調査」など）を用いて独自に統計処理を加えて検討した結果である.
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出生時体位の動向

近年, 出生時体重（birth weight）の低下が注目されている. 米国の研究では, 1990 – 2005 年
の正期産単胎での出産 3,700 万件のデータ分析によって, この期間中の出生時体重が 52g 低下
し, 1995 年以降, この低下傾向が加速していることを報告している（Donahue, Sara M.A. et al,
2010）.
表 1. は, 厚生労働省が 10 年におきに実施している「乳幼児身体発育調査」に報告された
1960 年（昭和 35 年）から 2010 年（平成 22 年）までの平均出生時身長と平均出生時体重, 及
びその両平均値から算出した Body Mass Index（BMI）を表示している. この 50 年間における
平均の出生時身長（birth length, cm）は, 男女とも徐々に低下を続け, 50 年間では男児-1.3cm,
女児-1.5cm の低下を示した. 一方, 平均の出生時体重におけるこの 50 年間の低下は, 男児
-0.12kg, 女児-0.09kg であったが, 一貫した低下傾向は, 男女とも 1980 年以降であった.

図 1. は, 表 1 で年次別に示した出生時の平均身長と平均体重, 及び BMI の年次推移を 2 次
関数曲線で示したものである. 出生時の平均身長は, 男女ともかなり早い年次（男児は 1970
年から, 女児は 1960 年から）低下を続けた. しかし, 男女の平均出生時体重は, 1960 年からは
上昇し, 1980 年をピークにその後は継続した低下傾向を続けた.
図 2 は, 1960 年（昭和 35 年）から 2010 年（平成 22 年）までの 50 年間における出生時の
平均身長と平均体重を 10 年間隔で示し, その年次推移を図示している. 男児は, 1970 年から
2010 年までの 40 年間で, 女児は 1960 年から 2010 年までの 50 年間で, 平均身長は男女とも
に-1.5cm の低下を示した. それに対して, 出生時の平均体重は, 男女ともに, 1960 年, 1970 年,
1980 年と上昇を続け（3 年間で男児+0.13kg, 女児+0.16kg）, 1980 年にはこの 50 年間におけ
るピークの出生時体重（男児 3.23kg, 女児 3.16kg）を示した. このピーク値以降, 平均の出生
時体重は漸次低下を続け, 男女とも 30 年前と比較して平均出生時体重は-0.25kg 低下し, 現在
の出生時体重は平均で男児 2.98kg, 女児 2.91kg となった.
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従って, 最も新しい平成 22 年度（2010 年）の「乳幼児身体発育調査」の結果によると, 現
在日本人の平均出生時身長（birth weight）と平均出生時体重（birth weight）は, 男女でそれぞ
れ, 48.7cm と 2.98kg, 48.3cm と 2.91kg, 及び BMI は, 12.56kg/m2 と 12.47kg/m2 となる.
前述したように, 米国でも出生時体重は低下傾向にある. 1990 年から 2005 年までの 15 年間
における米国の平均出生時体重の低下が-0.52kg であるのに対して, 日本における 1990 年か
ら 2010 年までの 20 年間における平均出生時体重の低下は, 米国の 15 年間における低下より
小さく, 男児-0.17kg, 女児-0.15kg と僅かである. 従って, 日本における出生時体重の低下と
いう現象は, 今から約 20 年前頃から始まったものであり, その低下の程度は, それ程大きな
ものではない.
図 3 は, 1960-1970 年, 1970-1980 年, 1980-1990 年, 1990-2000 年, 及び 2000-2010 年それぞれ
の平均出生時身長及び平均出生時体重の 10 年間における変化量を図示している.
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出生時平均身長は, 男児の 1960 年から 1970 年までの変化量のみがプラスで, 他の 10 年間

などの違いには全てマイナスの変化量で, 10 年経過するごとに出生時の平均身長は低下し
続けている. しかし, そのような低下傾向の中で, 2000 年から 2010 年までの 10 年間における
マイナスの変化量は最も小さくなっている. このことは, 約 50 年近く続いてきた出生時身長
の低下傾向に歯止めがかかり始めたことを示しているのかも知れない.

日本における出生時平均体重は, 1980 年までは増大傾向にあり, 今日注目されている出生
時体重の低下傾向は, 今から 30 年前に始まった傾向であることが分かる. しかし, 1980 年か
ら 2010 年までの各 10 年間(1980-1990, 1990-2000, 2000-2010 年)の出生時体重の低下は, 男児
でそれぞれ-0.08kg, -0.11kg, -0.06kg, 女児でそれぞれ-0.10kg, -0.10kg, -0.05kg であり, せいぜい
50g から 110g の範囲内で, ほぼ一定した低下がここ 30 年間続いている. つまり, 日本では, 米
国のように 1995 年以降, 出生時体重の低下が加速されているという状況にはない.

出生時体重の評価

新生児や乳児の発育を評価する指標として, 体重が良く用いられる. 母体内環境の現れで
ある出生時体重の違いは, 胎児のもつ遺伝的な素因や子宮内の環境・発育条件よるものと考
えられる.
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正規産（分娩週日 39 週 3 日±8 日）の新生児の体重
（正常産体重児；normal birth weight infant）
は, 2,500g 以上 4,000g 未満とされている.
計測された出生時体重が, 全体のどの位置にあるかによって新生児の発育状態を評価する
には, 平均値と偏差値（standard deviation：SD）, 及びパーセンタイル値（percentile：%ile）
を用いる方法がある. 但し, 出生時体重を発育状態の評価に用いる場合, 妊娠週数が正しい
ことが前提となる.
自然界で連続的に変化する計測値は, 正規分布することが多いことが知られている. 出生
時体重は, 在胎期間が同じであれば, その分布は正規分布することが確認されている. 正規
分布の場合, その分布の性質は平均値と標準偏差（SD）で決まり, 計測値の集団内の位置は,
平均値から標準偏差の何倍離れているかで評価される. しかし, その分布が正規分布せずに,
例えば, 低体重児が増え, その分布がグラフの左側に偏ると平均値は低下することになる.
一方, パーセンタイル値を用いる方法は, 計測値を大きさの順に小さい方へ並べて, その
計測値が全体の何番目に位置するかで評価するため, 計測値がどのような形で分布するかは
関係ない.
以上のことから, 出生時体重は, 在胎期間が同一であれば正規分布が確認されていること
から, 偏差値（SD 値）を使用することもできる. 具体的には, 「乳幼児身体発育調査」
（厚労
省）に示されている「出生時体位の平均値と標準偏差値」を用いて, ±2SD の範囲内（全体
の約 95.4%が入る）であれば, 正常産体重児と評価することができる.
50%ile 値（median, 中央値）は, 100 の測定値があったとした時, 測定値を小さい順に並べ
て丁度中央である 50 番目にある測定値のことであるが, 測定値の分布の型が正規分布でない
場合, 50%ile 値と平均値は一致しない.
表 2 は, 2000 年（平成 12 年）と 2010 年（平成 22 年）における出生時の身長及び体重
の平均値と 50%ile 値を比較している. 平均値と 50%ile 値が一致しているのは男児の出生
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時身長 49.0cm だけである. しかし, 平均値と 50%ile 値の差は, 出生時身長で-0.3cm - -0.1cm,
出生時体重で-0.03kg - +0.04kg と非常に小さかった. これらの結果から, 2010 年の出生時平均
体位の分布は, 若干ではあるが体位の小さい新生児が 10 年前より増加した傾向にあることが
わかる.
図 4 と図 5 は, 2000 年と 2010 年の出生時身長（図 4）と出生時体重（図 5）の%ile 値（3, 10,
25, 50, 75, 90, 95%ile）をプロットし, 多項式で平滑化した%ile 曲線である. 出生時身長の
50%ile 値は, 男女とも 2000 年と 2010 年では一致する
（男児 49.0cm, 女児 48.5cm）. しかし, 男
女児とも 3, 10, 25%ile 値では 2010 年の身長が小さく, 75, 90, 97%ile 値の身長では 2010 年の身
長がやや大きい傾向にある. 出生時体重（図 5）では, 男児の 50%ile 値は 2000 年と 2010 年で
一致（3.00kg）するが, 女児では, 2000 年の値（2.95kg）より 2010 年の値（2.94kg）の方が極
僅かに小さい. しかも, 男女児とも 10%ile 値では 2010 年の体重が小さく, 2010 年では 10%ile
値（男児 2,450g, 女児 2,410g）でも低出生体重児と判定される. 逆に, 2000 年の 10%ile 値は, 男
児 2,520g, 女児 2.500g であり, 2000 年の低出生体重児は, 10%ile 値未満ということになる.
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低出生体重児

日本における最新（2011 年）の出生数（number of births）は, 1,050,698 人であり, 人口 1,000
人当たりの出生率（proportion of births to the population）は 8.3%である.
図 6 は, 1960 年から 2010 年まで, 10 年間隔で示した出生数と出生率の年次推移である. 日
本における出生数は 1960 年から 1970 年にかけては増大していた（+328,198 人, +1.6%）. し
かし, 1970 年をピークにして出生率は 18.8% (1970 年)から 8.5% (2010 年)まで-10.3%も低下し
た. 特に, 1970 年から 1990 年までの低下が大きく, 1980 年から 1990 年へと出生率の低下が加
速したことがわかる. ところが, 出生率の低下は, 2000 年（9.5%）, 及び 2010 年（8.5%）と
小さくなり, 出生率の低下傾向は続いてはいるが, 20 年前までのような出生率低下の加速化
は沈静化したようにも思える.
図 7 と図８は, 出生時の身長及び体重の階級別に総出生数当たりの出生率（厚生労働省 人
口動態統計年報

主要統計表）を 2000 年と 2010 年で比較したものである.

図 7 は, 身長別の出生率分布を比較したものであるが, 2000 年と 2010 年の分布にそれ程大
きな違いはない. しかし, 47cm 未満の出生身長児の出生率が 2010 年に若干高くなり, 51cm 以
上の出生身長児の出生率が逆に低下している.
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図 8 は, 体重の区分別に出生率を比較している. 男女とも, 1,500g 以下の低体重児の出生率
が 近 年 際 だ っ て 高 く な っ て い る 訳 で は な い . し か し , 女 子 の 出 生 率 で は , 2,000 年 に
3,000g-3,500g（40.4%）がピークの出生率を示したが, 2010 年では 2,500-3,000g（42.5%）がピ
ークの出生率となり, 低出生体重児の多い分布パターンに若干移行している. しかし, 男児
の分布パターンに変化はみられていない.
近年, 注目されている低出生体重児（low birth weight infant）は, 出生時体重 2,500g 未満と
定義されおり, 更に, 1,500g 未満は極低出生体重児（Very low birth weight infant）, 1,000g 未満
は超低出生体重児（Extremely low birth weight infant）と分類される.
図 9 は, 低出生体重児と極低出生体重児の 1975 年から 2010 年までの出現率における年次
推移を見たものである. 1975 年 4.9%であった 2,500g 未満の低出生体重児の割合は, その後,
指数関数的に上昇を続け, 2010 年には 10.7%に達している. それに対して, 1,500g 未満
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の超低出生体重児の出現率は, 2005 年の 0.8%まで緩やかに上昇を続けたが, 2010 年にかけて
は若干低下傾向にある. つまり, 低出生体重児の出生率が上昇しているのは, 比較的体重の
大きな（2,000 – 2,500g 未満）低出生体重児の増加が原因であるように思われる.
図 10 は, 2000 年と 2010 年における出生時の身長と体重の 3%ile 値と 10%ile 値を比較して
いる. 全体的な傾向として, 男女の身長も体重も 2010 年値の方が 3%ile 値も 10%ile 値も小さ
い. 体重では, 低出生体重児と判別される 2,500g（2.5kg）を点線で示した. これによると,
3%ile 値は 2000 年も 2010 年も共に 2,000g 未満であるが, 10%ile 値になると 2010 年の体重の
みが 2,500g 未満である. つまり, 2010 年では 10%ile 値未満から低出生体重児と判別されるこ
とになる. このことは, 10 年前に比べて低体重出生児が増加し, 出生児の体重分布が左, 即ち
低体重の方に偏っていることを示している.
以下は, 入手できた文献, 或いは資料からまとめた文献研究である.
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低出生体重の要因

前述したように, 出生体重 2,500g 未満の新生児を低出生体重児（LBWI）と呼び, その中
には出生体重 1,500g 未満の極低出生体重児（VLBWI）と出生体重 1,000g 未満の超低出生体
重児（ELBWI）が含まれている. この低出生体重児が出生した場合, その保護者は, その旨
をその乳児の現在地の都道府県に届け出なければならないと「母子保健法第十八条」に規定
されている. それは, LBWI の生命機能の未熟さによる種々の合併症の可能性に対処するた
めである. 一方, LBWI であっても, 在胎週数が正規産に近く, 生命機能が
成熟しており, 先天性異常などを持たない場合は, 出生後の発育・発達は概して良好である
と云われている.
低出生体重の原因は, 大きく分けて①在胎週数が短くて出生する早産のため（一般に“未
熟児”と呼ぶ）と②子宮内での胎児の体重増加が悪い子宮内発育制限のためとが考えられる.
つまり, 低出生体重児の中には, 早産のため小さく出生した児と正規産でありながら小さい
児（所謂, intrauterine growth retardation or restriction; IUGR）が含まれ, 低出生体重児の出生
要因は, 母体要因と胎児要因などである（末原則幸,1994; 末原則幸, 1994; 伊藤茂, 1998;
賀数いづみ他, 2003）.
わが国では, 1975 年以降現在まで低出生体重児出生率は上昇を続けているが, その原因も
上述した 2 つの要因によるものと考えられるが, 具体的には以下の 6 つの理由が低出生体重
児出生率の上昇に関与しているものと思われる. それは, 1)医学的な理由或いは美容上の理
由から妊娠中の摂取エネルギーの制限や栄養摂取の制限, 2）医療的介入による相対的早産の
増加 3）妊娠中の喫煙の増加, 4）多胎児（同一の母親から産まれた複数の児）の増加, 5）
極低出生体重児の増加, 6）高年出産の増加であり, これらの理由が複合的に組み合わさって,
低出生体重児出生率は上昇を続けているものと考えられる（中村敬, 2004）.
これらの 6 つの理由の中で, 健康科学領域で特に関われる問題として出生後の発育・発達
に及ぼす影響の重大さを考えると, 妊娠中の摂取エネルギーの制限や栄養摂取の制限は看過
できない問題である.
肥満妊婦に妊娠分娩合併症が多いことは既に明らかにされており, 妊娠中の体重増加を抑
制する必要性があることは事実である. 出生時体重は母体内環境の現れであり, 母体の体重
増加量と出生体重は有意な相関関係を示す. 従って, 妊娠中の体重増加量が 7kg 未満のやせ
妊婦では低出生体重児出現率が約 20%にも達している. 胎児の体重発育が低下し, 出生体重
が低下している原因には 2 つの要因が考えられる. 一つは, 妊娠中の過剰なエネルギー摂取
が妊娠合併症や難産の原因になることが指摘され, 妊娠中の体重コントロールが重要視され
たこと, もう一つは, 現代女性の「やせ志向」に伴う「妊娠中の体型の崩れを嫌う」社会的風
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潮が考えられる. 新生児の体重が小さいことで, 妊娠・分娩の安全性が保証されるのであれば,
妊娠中の体重コントロールは医学的には正しいかも知れない. しかし, 子宮内で低栄養状態
にある胎児の発育と低体重で産まれた児の将来の発育・発達には問題ないのであろうか.

低出生体重の risk

低出生体重児であっても正規産児の場合は, 先天性の異常がない限り, 出生直後に低血糖
になりやすいと云う問題はあっても, 出生後の体重増加は概して良好であるとされている.
しかし, 早産による低出生体重児の場合は,種々の合併症（呼吸障害や循環障害など）をきた
す可能性がある.
出生時体重と成人後の循環器疾患の risk factor に関する縦断的な疫学研究がある（Katsuyuki
Miura, et al.2001）. この研究は, 1965-1974 に産まれた男子 2,198 人と女子 2,428 人を 20 年間
（1985-1994 年）追跡したものである. その結果によると, 出生時体重が約 400g 軽くなるご
とに, 20 歳の時の収縮期血圧（systolic blood pressure; SBP）が男性では 1.6mmHg, 女性で
1.0mmHg ずつ高くなり, 20 歳での血中コレステロール値も出生時体重が低いほど高くなると
いう知見が得られている. また, 欧米でも, 低出生時体重がその後の血圧（Barker DJ, et
al.1990, Curhan GC, et al.1996, Law CM,1996）, 糖尿病（Hales CN,1991, Curhan GC, et al.1996）
や血中コレステロール濃度（Barker DJ, 1993, Fall CH, et al.1995）の risk を高め,心血管系疾患
の死亡率を高める（Barker DJ, et al.1989, Rich-Edwards JW, et al. 1976）ことが報告されている.
また, Miura K.ら（2001）の研究は, 小児期から思春期にかけての身長の伸び率が小さい
程 20 歳時の血圧やコレステロール値が高くなることも報告している. 低出生時体重には母
胎内の環境要因が関与し, 小児期における身長の発育には生活している環境要因や社会経済
的要因が大きく関与している. 従って, これらの環境要因を改善することによって, 低出生
時体重を予防し, 出生後の健全な発育・発達を促進することが循環器疾患予防につながるも
のと思われる.

おわりに

低出生体重児のその後の発育・発達に関する研究の必要性
低出生体重児の出現率は, 1980 年から現在に至るまで指数関数的に上昇を続けている. 中
での比較的体重の大きな 1,500g 以上 2,500g 未満の低出生体重児の出現率が増大している. 出
生時の体重は, 母体内の環境の影響を反映したものであり, 低出生時体重の原因は種々考え
られるが, 2,500g 未満の低出生体重児の場合, 妊娠中の摂取エネルギーの制限や栄養摂取の
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制限が大きな要因である. つまり, このように低出生体重児の場合, 出生時に栄養不良
（malnutrition）に伴う未成熟な状態で産まれている. しかし, 在胎週数がほぼ正規産に近い
低出生体重児の場合は, 出生直後の発育に問題はないものの, その後の発育・発達にその低
出生体重がどのように影響しているかは, 未だ明らかにはされていない.
近年, 幼児・児童・生徒の体位（身長や体重など）の平均値が低下し, 特に体重の低下が
長期間継続していることが, 重大な関心を集めている. このことと, 低出生体重児の増加と
の関係は, 小児の発育・発達を研究する上で重要な一面であろう.
他方, 妊娠中の摂取エネルギーの制限と母胎の体重増加量が年々低下していることとを考
え合わせると, 未だに続いている女性の“やせ願望”の子どもに与える影響や女性自身の生
涯を通した健康問題として, これらも健康科学的に研究される必要がある.
しかし, この種の研究には, 大きなサンプルで低出生体重児の発育・発達を長期間にわた
って追跡する必要がある. また, これら対象児の在胎時の記録や分娩時の記録なども必要に
なる. 従って, そのためには大規模なプロジェクトによる cohort 研究が必要である.
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