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要旨

わが国では, 乳幼児の発育に関して 2 つの問題が close up されている. 1 つは, 出生時体重の低
下が継続して見られていること, もう 1 つは, 日本人幼児の平均体重が低下し続けていることで
ある. 低出生体重児の出生率が高くなっていることが出生時体重の平均値を引き下げている可
能性もある. また, この低出生体重児のその後の発育が幼児期の体重の低下に影響している可
能性も考えられる. そこで, 本報告は, 低出生時体重という handicap をもった新生児が, 平均的
な発育の程度に catch up（追いつく）するのか, また catch up するのであれば, それは何時頃な
のかを検討している. 対象児は, 2003 年 4 月 1 日から 2004 年 3 月 31 日までに, 北九州市に生ま
れた幼児で, 3 歳から 5 歳まで保育園に在籍し, 身体計測を縦断的に受信した男児 15 人と女児 26
人の計 41 人である. 出生時体重, 在胎週数, 及び父母の年齢, 出生順位, 乳児栄養法, 加えて, 3
つの運動機能の成就年齢などの属性は母子手帳から転記した. 出生時体重は, 厚労省の報告に
ある出生時体重%ile 値を用いて出生時体重低群（25%ile 値未満）, 出生時体重中群（25%ile-75%ile
値）, 及び出生時体重高群（75%ile 値以上）の 3 群に分類した.
結果は, 以下のように要約できる. 対象児の出生時体重は, 男女児ともに全国平均値より若干
大きかったが, 男女対象児の出生時体重の平均値間に有意な性差は認められなかった. 在胎週
数にも有意な性差は認められなかった. 3 歳から 5 歳までの２年間における体重, 身長, 及び BMI
の発育率（% increase）を男女で比較したが, 体重の発育率は男児が女児より+2.1%高く, 身長は
逆に+0.3%女児の方が高く, BMI の発育率は, 男児でプラス, 女児ではマイナスの発育率を示し
たが, いずれも有意な性差には至っていない. 出生時における父母の年齢, 出生順位, 及び乳児
栄養法の割合に有意な性差はなく, 運動機能の成就月齢にも有意な性差は認められなかった.
BMI の発育率は, 男児でプラス, 女児ではマイナスの発育率を示した. しかし, いずれも有意差
には至っていない. 以上のように全ての出生時状況や属性, 及び幼児期の身体発育に有意な性
差がないことから, 本報告では, 対象者数が少ないこともあり, 男女対象児を総合した 41 人を
統合したサンプルで分析を行うこととした.
出生時体重は, 在胎週数と極めて高い相関を示し, 出生順位とも有意な相関を示し, 在胎週数
が短いと出生時体重が軽く, 第 1 子程出生時体重が軽かった. しかし, 「運動機能成就年齢」は
出生時体重とは強い相関を示さなかった.
出生時体重を低群, 中群, 高群の 3 群に分類し, 3, 4, 5 歳における身体発育の状態を比較した結
果, 出生時体重が 2,500g 未満の低出生体重児は, 4 歳の時点でも体重の発育値が他の群よりやや
劣っていたし, 3 歳から 5 歳までの 2 年間における体重の発育率も中群より劣っていた.
以上の事から, 低出生体重児の体重は, 4 歳までは catch up せず, catch up するのは 5 歳からで
あると結論された.
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緒言

近年, わが国では, 乳幼児の発育に関して 2 つの問題が close up されている. 1 つは, 出生時体
重（birth weight）の低下が継続して見られていることである. 厚生労働省が 10 年間隔で実施
している「平成 22 年度 乳幼児身体発育調査」によると, 1960 年（昭和 35 年）から 2010 年（平
成 22 年）までの 50 年間で, 男児の平均出生時体重は-0.12kg, 女児-0.09kg の低下であった。し
かも, 1980 年（昭和 55 年）以降 2010 年（平成 22 年）までの 30 年間は一貫して低下し続けて, 男
女児共に平均出生時体重は-0.25kg 低下した. 因みに, 出生時の平均身長もこの 30 年間では, 男
女ともに-1.0cm の低下を示した. 即ち, 近年, わが国の新生児の体位は小型化が続いているので
ある.
これらのことは, 出生時体重が 2,500g 未満である低出生体重児（low birth weight infant; LBWI）
の出生率が高くなっていることからも分かる（中村敬, 2004; 東京都母子保健サービスセンター
1995）. 低出生時体重は, 更に, 1,500g 未満の極低出生体重児（very low birth weight infant; VLBWI）
と 1,000g 未満の超低出生体重児（extremely low birth weight infant; ELBWI）に分類される. これ
らの LBWI の内, 1,500g 未満の ELBWI の出生率は 2005 年まで緩やかに上昇を続けたが, 2010 年
の調査では若干低下を示した. しかし, 2,500g 未満である LBWI の出生率は, 1975 年に 4.9%であ
ったものが, その後, 指数関数的に上昇し, 2010 年には 10.7%に達した. つまり, 近年増加してい
る LBWI の原因は, 先天的疾病異常などによって在胎週数が短く出生するものではなく, 子宮内
での体重増加が子宮内発育制限のために低体重であるように思われる. このように, 低出生体
重児の出生率の上昇には, 比較的体重の大きな（2,000-2,500g 未満）の LBWI の増加が原因であ
るように思われる. 従って, この現象が, 近年の出生時体重の平均値を引き下げている可能性も
ある.
次の問題は, 近年, 日本人幼児の平均体重が低下していることである. 前掲の報告書「平成 22
年度 乳幼児身体発育調査」によると, 3 歳から 5 歳までの年齢別平均体重は, 男女共に昭和 35
年（1960 年）から平成 2 年（1990 年）までの 30 年間では緩やかな上昇傾向にあったが, 平成
12 年（2000 年）から平成 22 年（2010 年）までの 10 年間では, 3 歳の男児-0.03kg, 女児-0.03kg, 4
歳の男児-0.16kg, 女児-0.08kg, 5 歳の男児-0.48kg, 女児-0.28kg の低下を示した. 因に, 身長も殆
ど体重と同様に低下傾向を示している.
このように, 幼児の体位は, 2000 年頃から大きくはないが, 確実に低下していることになる.
また、5 歳から 17 歳までの児童・生徒を対象にした「平成 22 年度 厚生労働省 学校保健調査統
計」によると, 10 年前（平成 12 年度）の平均に比べて児童・生徒の体重の平均値は大きな低下
を示した（12 歳男子；-1.3kg, 12 歳女子；-1.2kg）. 身長の平均値もやや低下傾向にあるが, 近年
の低下は非常に小さい.
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これらの報告を総合すると, 出生時体重に始まり, 3 歳 – 5 歳までの幼児, 及び 6 歳 – 17 歳ま
での児童・生徒において平均体重が近年低下傾向にあることは事実である.
そこで, 出生時体重の違いがその後の発育にどのように関連しているのか, その影響を検
討することは, わが国における小児の体重が継続して低下し続けている原因究明の一助にな
り得る. 一方, 低出生時体重とその後の緩慢な発育とが, 成人期の心血管系疾患の主要なリス
クファクターになるという報告もある（Katsuyuki Miura et. al. 2001; Barker DJ, et al. 1990; Law
CM, Shiell AW. 1996; Barker DJ, et al. 1993; Fall CH, et al. 1995; Barker DJ, et al. 1989;
Rich-Edwards JW, et al. 1997).
そこで, 本報告は, 低出生時体重という handicap をもった新生児が, 平均的な発育の程度に
catch up（追いつく）するのか, また catch up するのであれば, それは何時頃なのかを少人数サ
ンプルの縦断的な追跡データによって検討している. しかし, 出生時から catch up するまでを追
跡しなければならないこの種の研究は, 全国規模（nationwide）の縦断的研究（longitudinal study）
であるべきである. また, 低出生体重児が catch up した後にどのような発育経過を辿るかを追跡
する必要もある. 残念ながら, このような縦断的研究は, わが国には存在しない.
本研究は, 平成 15 年（2003 年）と平成 16 年（2004 年）に北九州市に生まれた赤ちゃんの出
生時体重の違いと 3 歳から 5 歳までの身体発育との関連を縦断的に検討している.

方法

1. 対象児
平成 15 年（2003 年）4 月 1 日から平成 16 年（2004 年）3 月 31 日までに, 北九州市に生ま
れた幼児で, 3 歳から 5 歳まで私立の某保育園に在籍し, 身体計測を縦断的に受診した男児 41 人
と女児 26 人の計 41 人が対象児である. 全ての調査と測定, 及び分析内容については保育園の許
可を得, 各対象児の保護者から informed consent を得た.
2. 出生時に記録された内容の調査
母子手帳（Baby’s Maternity Passbook）に記載されている 1) 出生時体重（birth weight） 2）
在胎週数（gestational age）, 3) 父親の年齢（paternal age）, 4) 母親の年齢（maternal age）, 5) 出
生順位（birth order）, 6) 乳児栄養法（infant feeding）, 7) 首のすわり（head control age）, 8) は
いはい（creeping age）, 9) ひとり歩き（walking age）などの属性を転記した.
3. 3 歳から 5 歳までの身長と体重の測定と Body Mass Index の算出
測定は, 保育園指定のランニングパンツのみを着用させ, 身長は 0.1cm 単位, 体重は 0.02kg
単位（エー・アンド・デイ社製 AD-6205）で測定した. Body Mass Index (BMI)は, 体重, kg/身長
m2 によって求めた. 但し, 出生時の身長（supine-length）は, 母子手帳から転記しなかったため,
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出生時の BMI は算出していない. 3 歳から 5 歳までの発育率（% increase）は,
（（5 歳値 – 3 歳値）/ 3 歳値）* 100）
で求めた.
4. 出生時体重の群分け
厚生労働省の報告（平成 22 年度 乳幼児身体発育調査, 厚生労働省）にある出生時体重
の%ile 値を用いて以下のように対象児の出生時体重を群分けした. 出生時体重低群は,
<25%ile 未満（男児; < 2,720g, 女児; < 2,660g）, 出生時体重中群は, 25%ile 以上 75%ile 未満
（男児 2,721g – 3,269g; 女児 2,661g – 3,179g）, 出生時体重高群は, 75%ile 以上
（男児; 3,270g<,
女児; 3,180g<）とした.
5. 結果は, 平均値±標準偏差（Mean±SD）で示し, 2 変数間の有意差の検定は, One-factor
ANOVA で, 乳児栄養法の差はχ2 検定（Chi-square for independent test）で行い, 2 変数間の
相関は Peason’s correlation coefficient test で行った. 有意水準は, いずれも 5%未満とした.

結果と考察

1. 対象時の出生時状況と 3 歳から 5 歳までの身体発育
表 1 は, 対象児 41 人の身長, 体重, 及び BMI の平均値と標準偏差を性別・年齢別に示し, 3 歳
から 5 歳までの発育率を%で示したものである. 3, 4, 5 歳の年齢は, それぞれの人体計測時にお
ける月齢で表した. 全ての項目に有意な性差は認められなかった. 対象児の出生時体重は, 男女
児ともに全国平均値（平成 22 年度 乳幼児身体発育調査, 厚生労働省）より若干大きく, 男児
+77.3g, 女児+23.8g であった. 同様に報告された出生時体重の 50%ile 値（中央値）と比較すると,
男児では+57.3g 対象児が大きく, 女児では対象児の方が-6.2g 小さい値であった. しかし, 男女対
象児の出生時体重の平均値間に有意な性差は認められなかった.
対象児の在胎週数にも有意な性差は認められず男女それぞれ 39.3 と 39.0 週であった. 対象児
の出生時体重を在胎週数別, 及び初産・経産別の出生時体重標準値（50%ile 値）
（板橋家頭夫ら,
2010）と比較すると, 対象児の出生時体重の平均値は, 初産男児の標準値 3,001g より若干大きく,
経産男児の 3,129g より若干小さかった. 同様に, 女児対象児の出生時体重を比較すると, 初産女
児の標準値 2,864g より若干大きく, 経産女児の 2,961g より若干小さいという男児と同様の傾向
が見られた.
3 歳から 5 歳までの２年間における体重, 身長, 及び BMI の発育率（% increase）を男女で比
較したが, 体重の発育率は男児が女児より+2.1%高く, 身長は逆に+0.3%女児の方が高かった.
BMI の発育率は, 男児でプラス, 女児ではマイナスの発育率を示した. しかし, いずれも有意な
差には至っていない.
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表 2 は, 出生時における「父親の年齢; paternal age」
「母親の年齢; maternal age」
「出生順位; birth
order」などの属性と, その後の「首すわり年齢; head control age」,「ハイハイ年齢; creeping age」,
及び「ひとり歩き年齢; walking age」に関する平均値, 及び「乳児栄養法; infant feeding」の割合
（%）を示している. 父親の年齢及び母親の年齢, 共に男女児間に有意な差はなかった. 出生順
位は, 第 1 位が男児 6 (40%)と女児 10 (38.5%), 第 2 位が男児 9 (60%)と女児 12 (46.2%), 第 3 位は
男児 0 で女児 4 (15.4%)で, 男女間に有意な違いはなかった. 次に, 乳児栄養法は, 男児対象児で
は母乳と混合乳が同じ割合 (46.7%)を示し, 女児でも母乳 46.2%に対して混合乳 42.3%とほぼ同
率を示した. これら母乳の割合は, 平成 22 年度の標準値（平成 22 年度 乳幼児身体発育調査, 厚
生労働省）である 4 – 5 ヶ月未満の 55.8%に対して男女とも若干低い. 混合乳は, 標準値が 26.1%
であるのに対して男女対象児はそれぞれ 46.7%と 42.3%と大きく上回り, 逆に, 人工乳が対象児
では低く, 標準値 18.1%に対して, 対象男児 6.7%と女児 11.5%とかなり低い割合であった. この
ように, 対象児に実施された乳児栄養法の割合は, 男女とも, 標準的な栄養法の割合とは多少異
なったが, 本研究が対象とした男女児の間に有意な乳児栄養法の違いはなかった.
対象児における運動機能の発達状況は, 「首のすわり; head control 」
「ハイハイ; creeping」
「ひ
とり歩き; walking」のできた年齢（月齢）の平均値で示した. 男女の平均値は極めて近似してお
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り有意な性差は見られなかった. そこで, 男女児を総合した総数（total）によって, 標準運動機
能通過率図（%）
（平成 22 年度 乳幼児身体発育調査, 厚生労働省）に, 対象児集団の各運動機能
成就の平均月齢を当てはめてみた. その結果, 「首のすわり」は 75%, 「ハイハイ」は 40%, 「歩
行」は 42%に該当し, 対象児集団の「ハイハイ」及び「歩行」の成就は標準通過率 50%以前であ
ることがわかった.
以上のように全ての出生時状況や属性, 及び幼児期の身体発育に有意な性差がないことから,
本報告では, これ以降, 対象者数が少ないこともあり, 男女対象児を総合した 41 人を統合した
サンプルで分析を行うこととした.
2. 出生時体重と 3 歳から 5 歳までの身体発育値, 及び発育率との関連
図 1 は, 出生時体重と在胎週数との関連を一次回帰式で示したものである. この式に, 対象児
集団の平均出生児体重 2,979g を代入して在胎週数を算出すると在胎週数は 38.0 週となり, 対象
児集団の平均在胎週数（39.1 週）は, これより若干長いが, 正期産の標準在胎週数（37 週以降
41 週未満）の範囲にあった.
表 3 は, 出生時体重と在胎週数, 及び, 3 歳から 5 歳までの体重, 身長, BMI の発育値及び発育
率との関連を相関係数で示している. 出生時体重は, 在胎週数と極めて高い相関（p< .0001）を
示し, 3 歳, 4 歳, 5 歳時の平均体重とも有意な相関を示したが, その相関係数は年齢の上昇と共に
低下した（r = .424, 409, 369）. しかし, 出生時体重は, 3, 4, 5 歳の身長とは有意な相関を示さず,
BMI とは有意な相関を示した. ところが, 3 歳から 5 歳までの身長, 体重, BMI の発育率は, 出生
時体重と有意な相関を示さなかった.
従って, 出生時体重は, 在胎週数と強い関連があり, 5 歳までの体重の発育にも影響を及ぼし,
低出生時体重の catch up は 5 歳まではみられないように思われる.
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表 4 は, 出生時体重と両親の年齢, 出生順位, 及び運動機能成就月齢との関連を相関係数で示
したものであるが, 有意な相関係数が認められたのは, 「出生順位」だけであり, 初産児は出生
時体重が小さく, 経産児ほど出生時体重が大きいことが分かった. 「運動機能の成就月齢」は, 出
生時体重とは強い関連を示さなかった.
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3. 出生時体重群別にみた各年齢（3, 4, 5 歳）における身体発育値と 3 歳から 5 歳までの発育率
表 5 は, 出生時体重低群（< 25%ile）と出生時体重中群（25%ile – 75%ile）, 及び出生時体重高
群（75%ile）における身体発育指標（anthropometric indices）の平均値と標準偏差を示し, 3 群に
おけるそれぞれの平均値間の差を検定した結果である.

図 2 が示すように, 出生時体重低群の平均出生時体重（2,340g）は, 2,500g 未満と定義される
低出生体重児に該当する. 出生時体重の中群と高群の平均出生時体重は, 2,500g 以上 4,000g 未満
の範囲内にあり 2 群間に有意差はあるが, 正常出生体重児群と評価された. 図 2 の下図は, 在胎
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週数を群間で比較したものである. 出生時体重低群（< 25%ile）と中群（25%ile – 75%ile）との
間の在胎週数には有意差（p<.01）が認められ, 出生時体重中群と高群との間には有意な差は認
められなかった.
つまり, 出生時体重が標準値の 25%ile 未満にある対象児は, 在胎週数が平均 38 週で正規産児
と判断されたが, 平均出生時体重は 2,340g の低出生体重児と判断された.
図 3 は, 出生時体重群別にみた 3 歳から 5 歳までの体重の発育値（平均値）を比較し（上図）,
群別の 2 年間における発育率を比較している（下図）. 3 歳と 4 歳における体重の発育値は, 群
間に有意差が認められ, 5 歳の発育値は低群（< 25%ile）と高群（75%ile<）との間に有意差が認
められた. しかし, 低群と中群（25%ile – 75%ile 群）との間には有意差が認められなかった. 出
生時 2,500g 未満であった低群の 3 歳, ４歳, 及び 5 歳の体重値は, 厚生労働省（2010 年）の体重
発育値（%ile）で評価すると, いずれも 25%ile 値と 50%ile 値の間に該当するもので, 4 歳の時点
でも体重の発育値はやや低いままである. 下図は, 出生時体重別に見た 3 歳から 5 歳までの 2 年
間に見られた体重の発育率（%）を比較している. 出生時体重低群の体重発育率は, 中群の発育
率より有意に低かった. しかし, 高群の発育率との差は有意ではなかった.
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これらのことを総合的に評価すると, 出生時体重が 2,500g 未満（平均 2,340g）である低出生体
重児の体重は, 生後 4 歳までは catch up せず, catch up 傾向が見られ始めるのは 5 歳からであるよ
うに思われる.
図 4 は, 出生時体重群別にみた 3 歳から 5 歳までの身長の発育値（平均値）と発育率を比較し
ている. 本報告では, 出生時の身長を調査していないため明らかではないが, 出生時体重別にみ
た 3 歳から 5 歳までの身長の発育値に有意な群間差は認められなかった. しかし, 平均値を群別
に比較すると出生時体重低群（< 25%ile）の身長がやや小さかった. 一方, 下図に示した 3 歳か
ら 5 歳までの 2 年間における身長の発育率も, 出生時体重低群（< 25%ile）の発育率が最も低く,
中群との間にだけは有意（p<0.05）な差がみられた.
低出生体重児の身長発育は, 出生時体重低群の身長が高群より若干劣ってはいるがそれ程大
きな差ではないことがわかる. しかし, 低出生体重児の幼児期における身長の発育率（13.5%）
は他群より劣るようである.
図 5 は, 図 3, 図 4 と同様に, BMI の発育値と発育率を群別に比較している. 3 歳, 4 歳, 5 歳の
BMI は, 出生時体重低群, 中群, 高群の順に大きいが, それぞれの年齢における群間には有意な
差は認められない. 下図で, BMI の 2 年間における発育率をみると, 出生時体重低群の発育率は
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-4.4%と逐年的に低下して, BMI の rebound 現象は認められない. それに対して, 中群の BMI は 4
歳から 5 歳にかけて+0.18%, 高群では+0.25%上昇する rebound 現象が認められた.
これらのことから, 低出生体重児の身長と体重の発育バランスは, やや身長の発育より体重
の発育の方が劣っている可能性が考えられ, この低出生体重児の BMI にはまだ rebound が認めら
れない.
表 6 は, 出生時の父母の年齢や出生順位, 及び乳児期の栄養法と運動機能の成就年齢という属
性を出生時体重群別に比較したものである. 全ての属性について 3 群間に有意な差は全く認め
られなかった.

今後の課題

本報告は, 近年低下し続けている日本人乳幼児の平均体重について, 出生時体重の影響を検
討するため, 増加傾向にある低出生体重児の身体発育, 特に, 体重の予後について分析した. そ
の結果, 低体重出生児における体重の発育は, 4 歳頃まで明らかに劣ることがわかった. しかし,
その体重は, 5 歳頃には正常な発育程度に catch up するのではないかと推察された. 従って, 幼児
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における平均体重の低下に低出生体重児の増加による出生時体重の低下が影響しているとして
も, それは 4 歳までであろうと思われる. 本報告は, 縦断的に追跡したデータの分析ではあった

12

が, 対象児が少なく, しかも, follow up が 3 歳から 5 歳までであった. このため, 今後は, 対象児
を増やした縦断的な研究で出生時から思春期 growth spurt 期までを追跡する必要があると思われ
る.
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