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は じ め に

わが国 の死因 の第一位 が脳卒 中であ り,第 三位に

心臓疾患 が挙 げ られる ことは周知 の ことで ある.ま

た虚血性心疾患 に関 しては,欧 米 で多 くの研究がな

され, Dawberら に よるFramingham Study, Keys

らに よる七 ケ国協 同研究 な どによって,脂 質代謝異

常,高 血圧,心 電 図異常 と虚血性心疾 患 との関連 が

明 らかに されて きた.と ころで心電 図の判定は,集

団検 診の持つ性格 か ら所見 の客観化,定 量化 が必 要

とな り, W. H.O1)で は ミネソタコー ドを採 用 し,本

邦 で も日本循環器管理研究協議会 が ミネ ソタ コー ド

の一 部 を改変 して使用 している2).脳卒 中に関 して も

多 くの研究がた されて いるが,本 邦 におけ る脳卒 中

死亡 は,諸外 国に比 して明 らかに高 い3) 4)ことが報告

されてい る.さ らに,本 邦 では脳卒 中,虚 血 性心 疾

患 と もに高 血圧 が最 も重要なRisk Factorと して

とり挙 げ られてい るが,特 に前者 では,そ の意義 が

強調 されてい る5).著者 らは昭和41年 以来 岡山県,関

係保健所 お よび町 村 との協力の もとに,岡 山県下 の

平坦地,中 間地,山 間地 の三地区計1,906名 を対象

として,血 圧 お よび心 電図 を中心 に循環器疫学調査

を行 ってい るが,今 回は血圧 と心電図 の経年 的変化

につ いて成績 を述 べ る.

対象 および方法

対象は図1の 如 く岡山県下 の東部 で山間地(作 東

町福 山地区),中 間地(山 陽町 高月地 区)お よび平坦

地(長 船町福里,土 師,福 岡,服 部,八 日市,長 船)

の,昭 和41年 度(初 年度)調 査 時の年 令が35才 ～65

才の2,347名 であ る.初 年 度 受 診 者は3地 区合 計

1,906名(81.2%)で 以後 の調査 は この昭和41年 度

受診者(1,906名)を 対象 として行 つた.表1に 年度

別各地区の受診状況 を示 した.対 象者の性構成 は女

性に比 し男性が少 な く,年 令別 には各年代 とも大差

を認 めなか った.調 査 は問診(表2),身 体 計 測,

尿,血 圧,心 電図,眼 底 お よび胸 部 レン トゲン間接

フ ィルムにつ いて行 い,尿 検査 は試験紙法,血 圧 は

水銀血圧計 を用 いて座位 で聴 診法に よ り測定 し,心

電図は標準12誘 導 を記録,眼 底は眼底 カメラ撮 影 を

行 つた.所 見の判定 は表3の 如 く行 った.高 血圧 症

の判定,本 態性高血圧症 の重症度分類 はW. H. Oの

基準 に従 った.

成 績

昭和41年 度の受診者総 計1,906名 の うち,平 坦地

が1,043名 と全体 の約55%を 占め,性 別 では男789

名,女1,117名 と女性 が多か った.昭 和41年 の血圧

お よび心電図 ミネ ソタコー ドの変化 の頻度 を表4お

よび図2a, bに 示 す,収 縮期血圧 は各地区 とも130

㎜Hg台 に最頻値 を示す が,平 坦地 と山間地 は この

点 を頂点 としてほぼ対称的 に分 布 しているのに対 し,
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表1　 年度別受診状況

表2　 問診

1. 血圧が高す ぎると言 われ たこ とがあ るか.

2. 血圧 が低 くす ぎる と言われ たこ とがあ るか.

3. 心臓 や胸が痛 むことがあるか.

4. ど うきが うつか.

5. 脈 が止 まった り,不 規則に乱れ る ことがあ るか.

6. 他人 よ り早 く息切がす るか.(軽 い作業 で も)

7. 胸 部緊張感が あるか.(特 に作 業時後)

8. 顔や足がはれ るこ とがあるか.

9. 医者 に心臓 が悪 い と言 われた ことが あるか.

10. 頭痛,あ るいは頭 が重 く感 じる ことが多いか

11. 言葉が もつれ るこ とがあるか.

12. 手足が震 えることがあるか.

13. 手足 が まひしているか.

14. 卒倒 したこ とがあるか.

15. しびれて いるところがあるか.

16. めま いがす ることがあるか.

17. 老年 期 にな ってか ら,い つ も耳 な りがす るか.

18. 記憶 力が おちたか.

19. その他,夜 間尿,多 食,多 飲,多 尿等.

図1　 対象地区

表3　 判 定 基 準

眼 底: Sheie分 類(慶 大 変 法)

心 電 図: Minnesota Code

血圧:正 常血圧,境 界血圧,高 血圧 の判 定はWHO

に よる.さ らに高血圧 を以下 の3群 に分類 し

た.

軽 度高血圧;収 縮期 血圧 く180mmHg

拡張期血圧 く100mmHg

の両者 を満 す高血圧

高度高血圧;収 縮期血圧 ≧200mmHg
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拡張期血圧 ≧110mmHgの 少な くと も

いず れか一方 を満す もの.

中等度高血圧;上 記二者を除く高血圧

表4　 昭和41年(初 年度)の 血圧分 布

男　 女

男　 女
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中間地 ではやや低 し方 にか たよった分 布 を示 してい

る.拡 張期血圧では 平坦地 の最頻 値が80mmHgと 他

地 区に比 してやや高いが,そ の他 は三地 区 と もほぼ

類似の分布 を示 して いた.

Codo3の 出現率

Code3小 項目2つ以上の出現率
( Code4, 5の 合併例を除く)

図2-a　 心 電 図Minnesota Codeの 出現 率 の 推 移

Code3とCodo4or5の 合併例の出現率

Code4ま たはCode5の 出現率

図2-b　 心 電 図Minnesota Codeの 出 現 率 の 推 移

Code3とCode4,ま たはCode5の 合 併

例(上 段)お よ びCode3を 合 併 しな いCode

4ま た はCode5

血圧値 をW. H. Oの 基準 に従 って収 縮期血圧160

mmHg以 上,拡 張期血圧95mmHg以 上 を高血圧 とす

ると収縮期血圧が160mmHg以 上の ものは,三 地 区

平均 で18.4%(350名),地 区別 には中間地 が11.8%

(60名)と 他地 区(平 坦地20.8%,山 間地20.6%)に

比 して有 意に低率 であった.拡 張期血圧が95mmHg

以上 の ものは三地区平均 で24.1%,平 坦地が19.0%

と明 らかに低値 を示 していた(図3).年 令別 には

(図4)収 縮期,拡 張期 とも高 令者ほ ど高血圧者の

頻度 が増 加す るが,収 縮期血圧 では40才 代 と50才代

の間で急 増 し, 60～65才 では実 に約50%が160mmH

gを 超 えて いた.拡 張期 血圧で は30才 代 と40才代 の

間には高 血圧者 の頻度に大差が ないが,そ の後 は50

才代, 60才 代 と飛躍的 に増加 す る.一 方収縮期血圧,

拡張期血圧 と も正常 を示 した ものは地区別 には平坦

地53.7%(560名),中 間地74.3%(378名),山 間地

58.0%(200名),性 別には男58.6%(462名),女60.5

%(676名)で,計1,138名(59.7%)で あった.

図3　 高血圧出現率の推移:地 区別

血圧 の経年 的推移 をみ ると(図5)昭 和45年 では,

収縮期血圧 の最 頻値は昭和41年 と同様130mmHg台

にあ るが,平 坦地 は昭和41年 に比 してやや低 い側へ,

山間地 ではやや高 い方 に偏位 し,中 間地 では最 頻値

の130mmHg台 が減少 して150mmHg台 が増加 し,

全体 として裾野が広 がった対称型 を示 していた.昭

和51年 の最頻値 は130mmHg台(19.9%)と 昭和41

年,昭 和45年 と同様 であ るが, 120mmHg台 も19.2

%と あま り差 を認めず,全 体 としては よ り低 い方へ
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と移 行す る傾向 を認め た.こ の傾向 は地 区別 にみた

場合も同様で,各 地区と も13pmmHg台,お よ び120㎜

Hg台 の いずれ も20%前 後の値 を示 して お り,頂 上が

低 く,裾野 がよ り広 がった形 を示 した.ま た地区 によ

る差も次第に減少する傾向を示すが,高 血圧は山間

地 に多発す る傾 向は残存 して いた.拡 張期血圧 では

昭和45年 には,平 坦地 と中間地では80mmHg未 満が

60%以 上 と大半 を占め,全 体 として は明 らかに低 い

方へ移動 していた.山 間地 で もほぼ同様 の傾 向が認

め られ たが,他 地 区に比 して80mmHg以 上 が44%と

やや多か った.こ の傾向は高血圧の出現率 の推移 の

点か らも明 らかで(図3),収 縮期血圧 が160mmHg以

上,拡 張期血 圧が95mmHg以 上の者は,平 坦地 と中間

地 では昭和47年 度 までは,経 年的 に順調 に減少 して

いるの に反 し,山 間地 では昭和44年 よ り高血圧者 が

急激 に増加 してお り,こ の地区 の特殊性 を推測 させ

た.し か しなが ら昭和49年 以降は平坦地,中 間地 と も

収縮期血圧 が160mmHgを 超 える ものが増加 し,特 に

中間地 では この傾向が著明 であった.ま た拡張 期血

圧 が95mmHgを 超 える例 も著増 してお り,今 後 の検

討 が必要 であ ろ う.年令 別検 討では(図4),収 縮 期血

圧 が160mmHg以 上の ものの出現率は各年令 層 とも昭

和47年 度 までは経年的 に減少傾向 を示 すが,こ の減

少傾向は高令者 ほど著明 で,殊 に50才 以上 の2群 は,

 50才 未満 の2群 に比 してその減少度 が大 きかった.従

つて年令による高血圧の出現率は昭和47年 までは経年的

に縮小するが, 49年以降は各年代群とも増加傾向を示し

た.それに対 して拡張期 血圧95mmHg以 上 の出現頻度

の経年的経過 も,収縮期血圧の場合 とほぼ同様 で ある

が,高 令者 ほど減少傾向 は著明で,収 縮期血圧 が高い

群 とは異 なり45年以降は年令 による差が全 く認 められ

な くな るとともにその後 もほぼ同様 の出現率が続 いた.

図4　 高血圧出現率の推移:年 令別

収 縮 期 血 圧

拡 張 川 血 圧-

図5　 血圧分 布の変化

高血圧の治療状況 をみ ると(図6),調 査時 に 「要

医療」 と判定 した ものの うち,次 回調査時 までほぼ

継続治療 を していた ものは昭和42年 には平坦地53.7

%,中 間地68.3%,山 間56.4%,平 均56.9%と 中間

地 が他地 区に比 して約10%高 率 を示 した.そ の後45

年 までは各地 区 と も漸増傾 向を示 したが,医 療事情

に恵まれた平坦地 と中間地 では43年 以降 ほぼ同率 を

示 したが,医 療施設 に恵まれな い山間地 では各年 と

も他 の2地 区 に比 して約10%の 低値 を示 した.こ れ

に対 して 「要 医療」 とされな が ら放置 していた もの

は,年 々減少 していたが,昭 和51年 にはやや増加す

る傾 向 を示 し,特 に山間地 では19.4%,中 間地 では

18.3%と 著 明に増加 していた.

次 に主な心電図 コー ドの出現率につ いて検討 した

(図2, 7).昭 和41年 に心 電 図 コ ー ドが1-0で あ っ

た もの は全 体 で1,063名, 55.8%,地 区 別 に は平 坦

地577名55.3%,中 間 地278名54.6%,山 間 地208

名58.8%と 各 地 区 と もあま り差 を認 め な か っ た.
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Code 3の うち,小 項 目を2つ 以上 伴い,か つCode

 4, 5を 合併 しない ものは全体 で206名10.8%,地

区別には平坦地134名12.8%,中 間地40名7.9%,

山間地32名9.0%で あ り,平 坦地,山 間地,中 間地

の順 に高率 であった.し か し, Code 3にCode 4ま

たはCode 5を 合併 した もの は,全 体 で47名(2.5%)

で,地 区別 には平坦地 で2.1%と や や低率 で,中 間

地 は2.9%,山 間地3.1%で あった. Code 3を 伴 わ

ないCode 4ま たはCode 5の 出現率 は平坦地 と中間

地 が いず れ も9%で あるのに比 し,山 間地 では4.5

%と 明 らかに低 率 を示 していた.こ の うちCode 4

は3地 区 と も1.5～2%と 出現 率にはほ と

ん ど差 を認めなか ったが, Code 5は 平坦 地

と中間地 では8%足 らずであ るの に対 し,

山間地 で は2.8%で あった.即 ちST部 の

変化には地域 による差 がな く, T波 の変化

に差 が 認 め られ た.刺 激 伝導 障害 を示 す

Code 7ま たはCode 8の3の 出現 率は全体

では4.9%で あった.こ れ らの心 電図 コー

ドの経年的変化 をみ ると, Code1-0は 昭

和45年 には約60%と 増加 したが,昭 和51年

には約40%と 明 らか に減少 していた.地 区

別 には平坦地で は昭和45年 までにかな り著

明な増加 をみ るが,そ の後 は増加 せず,昭

和51年 には31.0%と 昭和45年 よ りもむ しろ

減少 して いた.中 間地 と山間地 はほぼ同様

の経過 を示 し, Code1-0は 経年的 に増加

して昭和51年 に はいずれ よ40%以 上 の出現

率 を示 した. Code 3の 小項 目を2項 目以上

有 し, Code 4, Code 5を 伴 わない ものの

出現率 は,全 体 としてあま り変化 しないが,

地区別に検討 すると,各 年とも血圧 のコ ン ト

ロールの悪い山間地が最 も高頻度で,平 坦地

では昭和41年,昭 和45年,昭 和51年 とやや減

少傾 向を示すが,山 間地ではむしろ増加傾向

を示 し,血 圧 のコントロールとの関係 を示 唆

した.血 圧別,性 別の検討ではいずれの血圧

群 でも男女とも経年 的に増加するが,出 現率

自体はいずれの血圧群で もまた各年 とも男性

が女性の約1.5～2倍 の値 を示 していた.

 Code 3にCode 4ま たはCode 5を 合併 す

る もの の 率 は各 地 区 と も同様 で,経 年 的

に増 加 す るが,昭 和41年,昭 和45年 に比

べ て昭 和51年 の 出現 率 が著増 して お り,こ の傾 向

は 山間 地 で特 に著 明 で あ った.血 圧別,性 別検討

で は,男 女 と もまた 各 年 とも血圧 の上昇 と出現率

の増 加 は平行 す るが,男 性 よ りも女性 の方 が血圧

上 昇 に伴 う出現 頻 度 の増 加 が著明で,さ らに各血

圧 と も男 性 よ り女 性に出現率 が高か った. Code 4

あ るいはCode 5 (Code 3の 合併例 を含まず)は,

各 地 区 と も経 年 的 に増 加 す るが,地 区別 には各年

と も平 坦地,中 間 地,山 間地の順 で高血圧 あるい

はCode 3の 出現 率 とは逆 の順 序 を示 した.血 圧別,

性別検 討では,各 年 と もまた各血圧群 と も男性 よ り

も女性 が約1.5倍 の出現率 を示 すが,血 圧 レベ ルカ

上昇 して も出現 率は殆ん ど増加 しなか った.

図6　 地区別治療状況

図7　 心 電 図Minnesota Codeの 地 区 別 出現 率
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表5　 昭和41年 の心電 図 コー ドの推移(昭 和45年,昭 和51年):三 地 区計Code 1-0 741例

刺激伝導 障害 を示 すCode 7, Code 8は,三 地区

合計115名(6.0%)で,中 間地 の出現率(8.4%)

が他地 区(平 坦地5.3%,山 間地4.8%)に 比 して

やや高率 であったが,性 別に よる頻度 には差 を認 め

なかった.昭 和45年 には出現率は急激 に増加 し,三

地 区計180名(12.0%)と な ったが地区 によ る差 は

認め られず,性 差(男18.7%,女8.1%)が 著明 と

なった.こ の傾向は昭和51年 に もほぼ同様 で三地 区

計167名(13.4%)の 出現率 を認め,性 差 もほぼ同

様 であった.以 上 は各年度に おける各心電図 コー ド

の出現率 を全体 としてみ た もので,そ れ ぞれ のコー

ドが どのよ うな経 過 をた どるか をみ た もの ではない.

そ こで対象者 の うち,少 な くと も昭和45年 お よび昭

和51年 の両 年に受診 した者1,243名 につ いて,各 心

電図 コー ドが どの様な経過 をたどるか を昭和41年 の

血圧 レベル別に検 討 した.三 地区合計 では昭和41年

にCode 1-0で あった もの は741名 で(表5),昭 和

45年 に もCode 1-0の ままであ った ものは計565名

77.1%で,う ち正常血圧者では80.6%,境 界血圧者

で75.5%,軽 度高血圧者 で57.7%,中 等度高 血圧者

で66.7%,高 度高 血圧者 では79.0%と 血圧上昇 とと

もにCode 1-0の 頻度 は減少す るが,そ の差は それ ほ

ど著明では なか った.地 区別 には平坦地79.3%,中

間地81.4%,山 間地65.9%と 中間地,平 坦地,山 間

地 の順に高 率で あ り,性 別 には男67.5%,女81.8%

と明 らかに女が高率 であった.昭 和51年 に もCode

 1-0が 持続 して いた ものは三地 区合計430名, 57,2

%で,正 常 血圧者 で は65.7%,境 界血圧 者で50.5%,

軽度高 血圧 者で26.1%,中 等度高 血圧者 で33.4%,

高度高 血圧 者では42.1%と 全体 としての頻度 が減少

す るとと もに,特 に軽度 以上 の高 血 圧 群で, Code

 1-0が 著明に減少 した.地 区別 には平坦地55.5%,

中間地62.6%,山 間地55.1%と45年 に認め られた地

区に よる差 が縮小 し,性 別 には男54.0%,女58.6%

と性差 も縮小 す る傾 向 を示 した.昭 和41年 にCode

 1-0で あった ものの うち昭和45年 にはCode 3(Code

 4, Code 5の 合併例 を除 く)に 移行 した ものは,計

49名, 6.7%,う ち正常 血圧 では5.6%,境 界 血圧 で

は7.0%,高 血圧 では10.9%と 血圧 レベルに平行 し

て頻度 は増 加 した.地 区別 には平 坦地5.7%,中 間

地3.9%,山 間地12.4%と 山間地 が他地区の2倍 以

上 の頻度 を示 した.性 別 には男10,6%,女4.8%と

男に高頻度の傾向 が認 め られた.昭 和51年 にCode

 3 (Code 4, Code 5の 合併例 を除 く)を 示 した も

のは合計97名12.8%で,正 常血圧で10.5%,境 界血

圧で14.2%,高 血圧 で21.2%と 各血圧 レベ ル とも昭

和45年 の頻度の約2倍 に達 して いた.地 区別 には平

坦地11.9%,中 間地10.0%,山 間地18.5%と 各地 区
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と も昭和45年 よ りも増加 していたが,特 に平坦地 に

おける増加 が著 明であった.性 別には男15.6%,女

11.6%と 尚,男 が高頻度 ではあ る ものの その差 は縮

小す る傾 向を示 した.昭 和41年 にCode 1-0を 示 し,

その後Code 3にCode 4ま たはCode 5を 合 併 した

ものは三地区計 で昭和45年 には6名0.8%,昭 和51

年 には24名3.2%に す ぎなか った. Code 4ま たは

Code 5に 移 行 した ものは昭和45年 には三 地 区合 計

で31名4.2%,正 常血 圧で2.7%,境 界血圧で4.9

%,高 血圧 で10.0%と やは り血圧 レベル と平行 して

増加す る傾向 を示 した.地 区別 には平坦地4.2%,

中間地1.7%,山 間地7.2%で 性別 には男2.1%,

女5.2%と 明 らかに女性 が高率 であった.昭 和51年

には三地 区計97名12.9%と 昭和45年 の3.1倍 とな り,

正 常 血圧 で10.5%,境 界血 圧 で11.5%,高 血圧で

24.6%と 高血圧群 が他 の2群 に比較 して明 らか に高

率 を示 した.地 区別 には平坦地15.4%,中 間地10.1

%,山 間地9.8%と 各地 区 とも昭和45年 の2倍 以上

の値 を示す が,殊 に平 坦 地の出 現率 が他 地 区 の約

1.5倍 と高率で あった.性 別 には男6.0%,女16.2%

と明 らかに女 に高率 で,性 差 は次第 に増 大す る傾向

を7し た.

表6　 昭和41年 の心電 図 コー ドの推移(昭 和45年,昭 和51年):三 地 区計Code 3の 小項 目1つ 68例

昭和41年 に心電 図 コー ド3の 小項 目を1ケ の み示

した ものは3地 区計68名(男29名,女39名)で あっ

たが(表6),こ の うち昭和45年 に もCode 3を1つ

だけを示 した ものは3地 区計 で15名22.7%に す ぎず,

この うち6名 は血圧 が正常 な者で あった. Code 1-

0に 移行 した ものは3地 区計 で25名38.0%で,正 常

血圧10名,境 界血圧9名,軽 度高血圧6名 と全例が

軽度高血 圧以下 の血圧 レベルの ものであった. Code

 3が2ケ 以上 あ るいはCode 3にCode 4あ るいは

Code 5を 合 併 した もの,す なわ ち左 室 肥 大 と考 え

られ るCodeに 移行 した ものは3地 区計22.6%と 約

1/4に 達 して いた. Code 3を 伴 わないCode 4あ る

いはCode 5へ 移行 した ものは,昭 和45年 にはわず

かに4.5%に 過 ぎなか った.こ の傾向 は昭和51年 に

もほぼ同様 で, 42.2%がCode 3が2ケ 以上 かCode

 3にCode 4あ るいはCode 5を 伴 うて いた.昭 和41

年 にCode 3を2ケ 以上 あるいはCode 3にCode

 4, Code 5を 伴 っていた ものは3地 区計で男91名,

女92名,計183名 で あった(表7).こ れ らの うち,

昭和45年 に も同 じコー ドの ままであった ものは男59

名67.1%,女35名38.1%,計94名52.2%で あ り,正

常 血圧者 の51.7%,境 界血圧者 の53.3%,高 血圧者

中の50.0%がCode不 変であった.地 区別には各地

区 とも50%前 後 の値 を示 していた.心 電図が正 常化

した もの(Code 1-0)は 計37名(20.6%)で,正 常

血圧者 の22.6%,境 界 血圧者 の20,0%,高 血圧者の
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19.7%が 正 常 化 を して いた.地 区 別 に は平 坦 地 で31

名, 28.4%と 他 地区(中 間 地11.4%,山 間地6.5%)

よ り も高 率 で あ っ た.こ のCode 1-0に 移 行 した も

の(計37名)の う ち35名 がCode 3が2ケ 以上 で は

あ るがCode 3にCode 4, 5を 合併 して お らず, Code

 3にCode 4, 5を 合 併 した ものは殆 ん ど全例 がそ

のままのCodeが 持続 していた.昭 和51年 に も同一

Codeが 持 続 していたものは男61名,女54名,計115名

(61.1%)で 約2/3が その ままのCodeが 持 続 して

いた.心 電図 が正常化 した ものは3地 区計20名, 10.6

表7　 昭和41年 の心電 図コー ドの推移(昭 和45年,昭 和51年):三 地 区計Code 3-2ケ 以上, 3+4+5 or 3+5 183例)

表8　 昭和41年 の心電図 コー ドの推移(昭 和45年,昭 和51年);三 地区計Code 4 or 5 68例
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%で,全 例Code 4, 5を 合併 しない例 であった.

この うち13名 は,正 常又 は境界血圧 を示 し,地 区別

には昭和45年 と同様他地区 に比 して平坦地 で心電図

が正常 化 した ものが多か った.性 別 には男8.5%,

女12.8%と 女 に正常化す る もめが多 かった.昭 和41

年 にCode 4(但 しCode 4-4を 除 く)ま たはCode 5

を示 した者(Code 3を 合併 しな い もの)は3地 区合

計 で男7名,女61名,計68名 と圧倒的 に女 が多か っ

た(表8).こ の うち昭和45年 に もCode 4又 はCode

 5を 示 した ものは正常血圧者 の41.6%,境 界血圧者

の44.4%,高 血圧者 の66.7%と 高血圧者 を示 す もの

にやや 高頻 度 の 傾 向 を認 めた,地 区別 には平 坦 地

56.8%,中 間地56.0%に 対 し,山 間地 は9名 中1名

もな く, 3地 区合計 では男50.0%,女48.5%,計48,6

%と 性差は認 め られ なか った.他 のCodeへ 変化 し

た ものの うち,昭 和45年 に心電 図が平 常化(Code 1

-0)し た ものは三地区計25名
, 34.6%で,血 圧別 に

は正常血圧者 の38.8%,境 界血圧者 の44.4%,高 血

圧者の16.7%と 高血圧者 にやや低 頻度 の傾向 を認 め

た.前 述 のいわゆ る左室肥大 のCodeに 移行 した も

のは三地区合計 で5名(7.0%)で あった.昭 和51年

に もCode 4又 はCode 5が 持続 した ものは男の20.0

%,女 の48.3%,計33名44.5%で 正常 血圧者の35.2

%,境 界血圧者 の73.6%,高 血圧者 の33.3%で 心電

図Cobeに 変化 を認 めなか った, Code 1-0へ 移行

した もの は計14名 でその大部分(13名)は 正常血圧

(10名)ま たは境界血圧(3名)を 有 す る者 であっ

た.男4名,女10名,計14名(18,9%)は いわゆる

左室肥大 のCodeへ 変化 していた,こ の変化 した も

のの うちいわゆる左室肥大 のCodeへ 移行 した もの

の大 部 分はCode 4を 有す る もので あ り, Code 1-

0へ 移 行 した ものの大 部 分はCode 4を 合併 しない

Code 5単 独 群 であった.昭 和41年 にCode 7又 は

Code 8を 示 した115例(男50名,女65名)の うち,

昭和45年 に も同一 のCodeを 有 してい た ものは三地

区合計50名(43,2%)で,正 常 血圧者 でやや高頻度

(54.0%)で ある傾 向にあ るが血圧 レベ ルによる差

は認め られ なかっだ.昭 和45年 にCode 1-0に 変化

した もの は計36名(31.0%)で,血 圧 レベル別,地

区別では あま り頻度 に差 を認めず,男 が女 に比較 し

てやや低頻度 であ る傾 向を認め た.

考 察

いわ ゆる成人病 の うち脳 血管障害 および心 疾患は

いずれ も血管 障害 に起 因 し,日 本人の死 因の うちで

も最 も重要 な位置 を占めてい る6).これ ら疾患 の発生

および死 亡の頻度,危 険 因子(risk factor)を 明ら

かに し,進 展 状況 を検討 し,か つ予防治療の効果を

評価す るに当 り,地 域 におけ る一般住民 を対象 とし

た疫学調査,こ とに長期 にわた る追跡 調査(cohort

 study)は 極 めて有 用 な方 法 であ る.し か し,こ の

cohort studyは 長 期 観 察の ため人 的,物 的負 担が

大 きく,か つ対象集団特性 の明確化,脱 落の問題,

発症者 の把握 な ど多 くの困難 を伴 うため,容 易 には

実 施 し得ず,従 来 は横 断 的調査(cross-sectional

 study)が 行 われて きた7).また血圧 には 日本 国内に お

いて もかな り地域 差が存在す ることが報告 され てい

る8)～11).従って種 々条件 の異なった地域 において,追

跡調査 を行 うことが どうして も必要 とな って きた.

近年, Framingham studyな ど追跡調査の成績 が報

告 され,従 来 のcross-sectional studyで は言及 し

得 なかった多 くの点 が明 らかに され るよ うになった.

著者 らは岡山県 下の 山間地(北 部,主 として農林業),

中間地(中 間部,主 として農業)お よび平坦地(南

部,農 業 およ び通 勤 労働者)の 三 地 区 を選 び,計

1,906名 を対象に昭和41年 より追跡調査 を行 ってい

る.平 坦地は瀬戸内海 の内海 的影響 を受 けて,気 候

は温暖 で比較的晴天 日数 が多 く,人 口は増加 傾向に

あ り,中 間地 もほぼ同様 ではあるが,や や丘陵地 が多

い.山 間地は林野 が85%以 上 を占め,年 平均 気温 も

平 坦地,中 間地 よ り3～4℃ 低 く,冬 期には60日 間

前後の積雪が ある.医 療事 情は平坦地,中 間地では

比較的良好で,交 通 の便 もよい が,山 間地 では地区

内には常駐の医師 はお らず,医 療機関へ の交通事情

に も問題が多 い.ま た山間地で は昭和45年 か ら昭和

51年 頃 まで は出稼 労働者 が急増 して,稼 働人 口の大

部分 を占めるよ うになってい る.従 って これ ら地形,

気象,労 働 あ るいは医療条件 の差 が食事 内容 な どと

と もに,調 査成績 に大 きな影響 を与 えてい ることが

考 え られ る.

脳 血 管 障害,虚 血 性疾 患 ともに,そ の発生 は成

人男性 が多 く12) 13),血圧 との強 い関係が示 され ている

14) 15). Framinghams tudy16)～19)によれ ば脳 血 管 障害

のrisk factorと して,高 血圧,高 脂血症,加 令,

男,心 電 図異常,眼 底異常,糖 代謝異常,飲 酒,喫

煙 な どが挙 げ られ る,な かで も高血圧 は脳 血管障害

の最 も強 い独 立のfactorで,正 常血圧群 に比 し,高

血圧群 か らは約5倍 の脳 血管障害 が発 生 して いる.

勝木,尾 前 らの久 山町 における13年 間 の研究 では20)～

23).拡張 期高血圧群 が正常血圧群 に比 して脳 出血 では
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18倍,脳 梗塞では3～4倍 の発生頻度 を認めている.

岡田 ら24)佐々 木 ら25)の成績 に よる報告 もほぼ同様 で,

脳血管 障害 の うち比較 的脳 出血 が多 い我が国 では特

に高血圧 の重要性 が強調 されてい る26) 27).高血圧 を管

理 ないし治療 すれ ば,高 血 圧 と密接な関係 を有す る

脳卒 中や高血圧性心疾患 の発生 はあ る程度予防が可

能 と考 え られ る. Veterans Administration Coop

erative Group on Antihypertensive agents28)～30)

による報告 では,う っ血 性心不 全,脳 卒中,腎 不全

の発症 および眼底所見 の進行 の予防には極 めて有効

であるが,心 筋梗塞 の発症 には有 意差がみ られて い

ない.脳 卒 中再発 に及 ぼす降圧 療法の効果につ いて

は,必 ず しもはっ きりした結論 が出て いな い とす る

報告 もあるが,老 年者 の場合,降 圧療法に よ り,合

併症 の発生率 は著 明に低下 してお り,治 療は必要 で

ある と言 え る.

今回 の成績 では平坦地 と中間地 では要医療 と判定

した ものの うち60%以 上 が次回調査までほぼ継続 し

て治療 を行 ってお り,高 血圧者 の出現率 も次第に減

少 し,昭 和47年 には2地 区 と も6～8%程 度 とな っ

て いる.一 方 山間地 では他地 区に比 して継続治療者

は約10%低 く,か つ出稼 労働が増 加 した昭和44年 以

降 は高血圧者 が著 明に増加 してい る.こ の出稼労働

は男子 は もちろん,家 庭 の主婦 も早朝 よ りマイクロ

バスにて1.5～2時 間の工業地 帯に まで通勤す る も

ので,帰 宅 も夜 とな るため,労 働過重 とと もに食事

の面 で も,イ ンス タン ト食品な ど良質な蛋 白質摂取

の減少,食 塩摂取量 の増加 な ど多 くの問題 を含んで

いる.我 々の昭和49年 の調査 に よれば,地 区住民の

稼働人 口の約60%が 何 らかの型 で出稼労働 に加わ っ

てお り,こ の地 区の食塩摂 取量 は岡山県平均 あるい

は全国平均 の約1.5倍 の値を示 してい た.し たが っ

て本来 ある医療環境 の不 良に加 えて,出 稼に よる時

間的制約 が継続 した治療者 を減 少 させ るとと もに慣

れな い過重 な労働 によ るstress,食 塩摂取の著加 を

は じめとす る食生活 の混 乱が,高 血圧の発生 を促進

した もの と考 え られる.昭 和49年 以降は平坦地 と中

間地 では高血圧 出現率 はやや増加 傾向 を示 し,こ と

に中間地で はこの傾 向が著 しい.こ の原 因について

は多 くの要 因が考 えられ るが,加 令の影響 とともに,

両地 区が岡 山市 のベ ッ トタ ウンとして急速に開発 さ

れ,生 活様式 に も変化 を生 じてい ること,昭 和45年

までは毎年一回行 っていた著者 らの調査 が,そ れ以

後 隔年施行 となったこ とによる住民 の意識 レベルの

変化等 も関係 して いるこ とが考 えられ る.し か しそ

のいずれが最 も大 きい要 因であ るかの判別は現段 階

では困難 で,分 後の調査 に待 たなければな らな い.

山間地 の高血 圧出現率は昭和45年 以降 は低下 傾向 を

示 してい る.経 済 情勢の変化 による出稼 の減少 とと

もに,町,担 当保健 所,関 係医療機関等 の熱 心な事

後指導 に由来 す る点 も大 きい.

日本人 の血圧 は加 令 と共 に血圧水準 が上昇 し,そ

の分布 も幅広 くな り,高 血圧の頻度 は増加す るとさ

れて いる.沖 中 ら31)によ れば収縮期血圧 は40才 以降,

男 は80才 まで,女 は79才 まで加令 と共 に上昇 し,拡

張期血圧 は男女共, 40～59才 まで比較的急峻 な上昇

を示す が, 60才 以 降は一 定の レベ ルを保 って い る.

杉下 の報告 もほぼ同様 で,加 令 とと もに血圧 は上昇

す るこ とを認 めてい る.し か しこれは治療等 の影響

がないか,少 ない時には正 しい として も,治 療,指

導が加 わった場合 には必 ず し もこの よ うには な らな

い.著 者 らの成績 では,加 令 とと もに分布は拡大す

る傾向 は認 める ものの,全 体 としては,血 圧値 はや

や低値 に偏 り,高 血 圧出現率は全体 として も低下す

るが,そ の低下率 は高令者 ほど著明で あった.こ と

に拡張期高血圧 の出現率は昭和45年 以降 は年令差 が

認 め られず,各 年代 と も10%以 下の出現率 にす ぎな

い.従 って充分 な治 療,指 導 を行 えば,年 令 に関係

な く血圧 を満足すべ きlevelにControlで きる こと

が示 されて い る.

心疾患,殊 に成人病 の一 つ として問題 になる虚血

性心疾患 および高血圧 性心疾患の診断 および治療効

果の評価 には,心 電 図検査 は欠 くべか らざる検査法

である。従来 欧米 に比較 して我が国では少な い とさ

れて きた虚血性心疾 患 も,近 年増加の傾向 を示 し32),

その 疫学 に関 して も多 くの 文献 が33)～37)発表 され て

いるが,心 電 図所見 の経 年的推移 につ いては殆 ん ど

検討 され ていない.土 屋 ら38)は収縮期血圧180㎜H

g以 上,又 は拡張期 血圧110mmHg以 上 の者 とそれ

以下の者 とでは,心 筋障害,左 室肥大 とも前者 が有

意 に高 く,平 均 で男16.0%,女19.7%は 心筋 障害心

電図 を認 め,原 岡39)は左室肥大 は都市 で14.8%,農

村で20.0%,冠 不全 および心筋 障害 は都市 で15.4%,

農村 で14.6%の 出現率 を認めてい る. Framingham

 Study40)～42)でも高血圧,と くに収縮期 高血圧が虚血

性心疾患(心 筋梗 塞)の 発生 と密接 な関係 を有す る

ことを報告 してい る.ま たMinesota Codeで 判定

した心電 図所 見では43) 44),心電 図上,異 常Q波 は米 国

に断然多 く, QRS高 電位 差, ST-T変 化は 日本人 に

多 い ことを認めて いる.甲 田45)による と,高 血圧者
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では57.3%に 何 らかの心電図異常 を認 め,高 血圧 に

心電 図上 のST変 化及 び胸部 レ線上明 らかな心肥 大

を認 め る もの,高 血圧のみで心電図等 に異常 を認め

なかった者 は3年 間に それぞれ14.2%, 25.9%の 悪

化 を認 めてい るのに反 し,血 圧,心 電 図,胸 部 レン

トゲ ンとともに正常な ものは5.6%の 悪化 をみたに

す ぎない.成 人病基礎調査46)では,昭 和46年, 47年

の2回 の調査 で心電図が2回 と も正常 であった もの

は45.2%で あ り,悪 化 した もの17.2%,改 善 した も

の15.7%,異 常 のままで変化 しなか った もの21.3%

であ る.し か しこれ らの成 績の多 くは,改 善,悪 化

の基準 が不 明確 でまた心電図の個々の所見 が,ど の

よ うに変化 してい くか を検 討 した もの ではな く,全

体 の傾 向 としては理解 で きて も,ど の様な所見 が経

年的 に如何 な る変化を生ず るかは不明 である.こ う

した点 の詳細な検 討が,心 臓 血管障害 の進展,脳 血

管事故 の発生予 知に重 要な情 報 を提供す る ことが推

測 され るが,著 者 らの知 る限 りでは,そ うした報告

はほ とん ど認め られない.著 者 らの成績 では昭和41

年 に, Code 1-0(心 電 図正常)を 示 した ものの う

ち, 5年 後 に もそのままであ った もの は三地 区合計

77.1%で,昭 和41年 の血圧 レベルの上昇 につ れてや

や減少 す る傾向 を示 した.地 区別には 中間地,平 坦

地,山 間地 の順 に高率 で,性 別には男 が女 よ り約15

%低 率 であ った. 10年後 に もCode 1-0の ままであ

った ものは,三 地 区計57.2%で,地 区別,性 別 の出

現率 はほぼ同様 の傾 向を認 めた.血 圧 レベ ルでみ る

と高血圧群 ではCode 1-0が 持 続す る頻度 が激減 し

て いた.即 ちCode 1-0を 示 した もの の うち,初 年

度の血圧 が境界血圧以下 の ものでは半数以上 が, 5

年後 あるいは10年 後に も正常心電 図を維持 してお り,

かつ変 化 した もの も,期 外 収 縮の散発(Code 8),

軽度 のT波 異常(Code 5-4, 5-5)な どの比 較的軽

い変化 を示 す ものが大部分 で,こ の群 の心電 図予後

は良好 と考 えられ る.従 ってあ る時点 で心電 図が正

常 で あった もの には,そ の 後 の検 診 での心 電 図 の

Checkは さほ ど頻繁 でな くて もよいか もしれ ない.

昭和41年 にCobe 3を1つ のみ示 した ものは5年 後,

 10年 後 に もそのままで留 まって いた ものはそれぞれ

22.7%, 17.2%で あ り, 30～40%はCode 3が2つ

以上 あるいはCode 3にCode 4, 5を 合併 したCode

へ, 1/3はCode 1-0へ 移行 した. Code 1-0へ 移 行

した もの は全例 が軽度高 血圧 以下の血圧 レベルを示

し, Code 3の 小項 目が2つ 以上あ るいはCode 3に

Code 4, 5が 合併 す るようにな った ものに も正常 血

圧者 が比較 的多 く含まれ ていた.即 ちCode 3の 小

項 目を1つ のみ有 す る もの(多 くはCode 3-3-2)

は,容 易 に他 のCodeに 変化す るが,血 圧が改善,

悪化の必ず し も主 要因では ない こと,悪 化 す る場合

は多 くの例 が, QRS高 電位 が増強す る方 向に向 うこ

とを示 してお り,今 後の追跡 が必要 であろ う.昭 和

41年 度 に左室肥大(Code 3が2つ 以上or Code 3

にCode 4, Code 5が 加わ った もの)のCodeを 示 し

た ものの うち,そ の後 も同一の心電図 を有 して いた

ものは, 5年 後 には1/2に, 10年後 には約2/3に 達

して いた.地 区別に は他地区 に比 して 山間地 では,

 Code不 変の もの が多 く, 10年後 には性 差を認めなか

った.ま た一旦左室肥大心電 図を呈 した もの,こ と

にCode 3にCode 4ま た信Code 5を 合 併 した もの

は,大 部分が その まま留 り,容 易 に他 のコー ドへ は

移行せず,器 質的な変化 の存在 が考 え られ,こ の群

では よ り厳重なfollow upが 必要 であろ う.し か し

観点 を変 えて考 えた場合, QRS高 電 位のみでST-T

変化 を伴わな い群 では,か な りの群 が心電 図が正常

化す る方向 に向 ってお り,こ の群では血圧 な どの コ

ン トロールによ り,心 病 変の進展 を阻止 し,さ らに

改善 させ得 る可能性 を示 唆 して いる.

昭和41年 に心電 図 コー ドが4ま たは5を 示 した も

のの うちCode 4,即 ちST変 化 を示 した ものは5～

10年 後に も大部分 がその ままか, Code 3を 合併す る

よ うにな るのに反 し, Code 5を 単独 に示 した ものの

うちかな りの ものが心 電図が正常化 した.こ れは,

従来 臨床 的 にいわれた ごと く,ST異 常 は器質的 変

化 に由来す る ものが比較的多 く, T波 の異常 は必ず

し も器質的変化 に由来 す る ものではな く,血 清 カ リ

ウム47),性ホルモ ン48),カテコールア ミン,糖 質摂取49),

強心配糖体50)など多 くの機能的 因子 によって も生ず

ることを示唆 して いる.昭 和41年 にはT波 異常を示

した もの が圧倒 的に女が多 い ことは,性 ホルモ ンと

の関係 を強 く示 唆す る と考 えられ る.し か し女性の

間で も地 区に よ りかな り頻度 に差が認め られ る点,

労働,食 事 な ど外的要因 の関与 も当然 考 え られ るた

め,今 後 この群 が どの よ うな経 過 をたどるか興味深

い.即 ち, Code 4を 示 した ものは厳重な追跡 が必要

で あ り, Code 5の みを示 す ものは比較的容易 に心電

図が変化 す る もの が多 く,こ の機能的変化 を与 える

因子 を考慮 して,対 象住 民 を指導す る必要 があ るこ

とを示 してい る.し か し当然 の こ となが ら,労 働,

食事 の問題 な ど他 の多 くの因子 が心電 図Codeの 推

移 に影響 を与 えて い ることが推測 され る.
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ま と め

昭和41年 より岡山県内の3地 区 の住民 の循 環器疫

学調査 を行 い,昭 和51年 までの成績 につ き,血 圧 と

心電 図 との経 年的な変化 につ いて検討 した.初 年度

の対 象は1906名(35～65才)で,男 子789名,女 子

1117名 であ った.

その結果 は,

1) 血圧は加療 によ り充分 にControlさ れ る.と

くに拡張期 血圧 も充分 に満足すべ き値 とな る.

2) 心電図ではMinesota Code 1-0は10年 後に

も比較 的正常心電図が多 い.と くに正常血圧 の もの

の変化は少な い.

3) 心電図 でCode 3が1つ の みであつた ものは,

容易に他のCodeへ 変化 し,そ の変化 は血圧 と直接

関係が な く,経 過 を追跡 す る必要 がある.

4) 心電図 でCode 3にCode 4ま たはCode 5を

合併 した ものは他 のCodeへ の移行 は少 ない.

5) Code 4は 殆 ん ど変化 しない.

6) Code 5を 単独 に示す ものは,か な りの ものが

正常化 した.し か も女性 に多い.

本研究に際して岡山県衛生部とくに成人病係,関 係市

町村,関 係医師会,関 係保健所,関 係愛育委員会の絶大

なる御支援を頂いたことを厚 く深謝いたします.ま た御

校閲を頂いた長島教授に深甚なる謝意を表 します.
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A cardiovascular epidemiologic survey was performed in three different areas in Okayama 
prefecture since 1966 with follow-up until 1976 regarding to blood pressure and ECG (Min
nesota Code).

A total of 1906 subjects, 789 male and 1117 female, with an age-range of 35-65 years 
were studied and the following results were obtained:

1) The blood pressure was well controled by adequate antihypertensive therapy, especially 
in diastolic pressure.

2) By the Minnesota Code classification, most individuals with Code 1-0 in the initial 
examination, especially with normal blood pressure, maintained the same ECG code, while 
a Code 3 subcategory alone in the initial examination changed frequently to other codes with
out direct relation to blood pressure.

3) Such alterations to other codes were rare in those who had shown Code 3 combined 
with Code 4 or 5 initially.

4) There were little or no changes in ECG code of individuals with an initial rating of 
Code 4.

5) Code 5 was found more frequently in female, and restoration of the code to normal 
ECG occurred in a considerable population during the follow-up.


