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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　青森県下中学生5，903名を対象に血圧を測定した．男女とも学年が進むにつれて収縮期血圧，拡張期血

圧ともに上昇傾向が認められた．収縮期血圧146mmHg以上を収縮期高血圧，拡張期血圧85mmHg以上

を拡張期高血圧と判定し，その頻度を調べたところ，前者は2．3％，後者は0．03％であった．男子におい

ては高血圧頻度は学年が進むにつれて上昇し，3年生男子では5．8％であった．

　また615名の中学生につき血漿カテコールアミン濃度を測定した．アドレナリンについては2～3年生

間に，ノルアドレナリンについては1～3年生間および2～3年生間に有意差を認め，3年生で高値で

あった．収縮期血圧136mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上を高血圧群とすると，血漿ノルアド

レナリン濃度がM＋2SD以上であった24名の高血圧群頻度は対照の約2．5倍であった．

　思春期における加齢に伴う血圧上昇，高血圧頻度の増加の機序の1つとして交感神経系の充進が関与

している可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　緒　　言

　成人病予防という観点から，小児科領域でも高血圧

が注目されてきている．特に思春期は生理的に血圧の

上昇傾向をみる時期であり，さらには高血圧の頻度も

他の年齢に比して高いことは一般的に知られている．

著者らは思春期における血圧の年齢的変動を明確に

し，あわせて青森県下中学生の高血圧頻度を知る目的

で血圧を測定した．また思春期における生理的血圧上

昇および高血圧頻度の増加と血漿カテコールァミン濃

度との関連を知るために，一部の中学生について血漿

アドレナリン，ノルアドレナリン，ドーパミン濃度の

測定を行ったのであわせて報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　青森県下中学生5，903名（男子2，995名，女子2，908名）

を対象に血圧を測定した．尚，5，077名は学校検診とし

て測定したものであり，その他の826名は小児科外来受

診者の中で著患のない中学生について測定したもので
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ある．血圧測定には自動血圧計BP－203（日本コーリン

社製）を使用した．マンシェットは12cm幅のものを使

用し，まず15分間坐位にて安静として背臥位で測定，

もし収縮期血圧が136mmHg以上の場合は，数回深呼

吸後，1～2回測定し，収縮期血圧の最低のものを安

静時血圧とした．血圧測定は寒冷期を避け，春および

秋に行った．

　教室の吉田らの成績1）に従い，収縮期血圧について

は146mmHg以上，拡張期血圧については85mmHg以

上を高血圧，収縮期血圧136～145mmHgを境界域高血

圧とし，両者をあわせて高血圧群とした．

　青森県K地区中学生615名を対象に血漿アドレナリ

ン，ノルアドレナリン濃度を測定し，そのうち153名に

ついてはドーパミン濃度も測定した（表1）．採血は午

後2時～3時に行った．安静坐位にて5mlの血液を正

中静脈より採血し，高速液体クロマトグラフィー法に

より測定した．

　統計学的検討はStudentのt・testを用いて行い，危

険率（P）0．05以下を有意差ありとした．
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　　　　　　　　　　成　　績

　学校検診で対象とした5，077名の血圧測定成績を表

2に示した．男女とも学年が進むにつれて収縮期血圧，

拡張期血圧ともに上昇傾向が認められた．統計学的に

は男子において収縮期血圧では1～2年生間，2～3

年生間にp＜0．001の，拡張期血圧では1～2年生間に

p〈0．001，2～3年生間にp＜0．05の有意差が認めら

れた．女子においては収縮期，拡張期血圧とも1～2

年生間に有意差はなかったが，2～3年生間にp＜

0。01の有意差が認められた．

　高血圧頻度を表3に示した．収縮期高血圧2．3％，拡

張期高血圧O．03％であった．尚，拡張期高血圧者はす

べて収縮期高血圧を伴っていた．男子においては高血

表1　血漿カテコールアミン濃度測定の対象

学年 性別 　アドレナリン
ノルアドレナリン

ドーパミン

1年 男子 100名 23名

1年 女子 90名 28名

2年 男子 107名 27名

2年 女子 98名 19名

3年 男子 116名 26名

3年 女子 104名 30名

計 615名 153名
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圧頻度は学年が進むにつれて上昇し，3年生男子では

5．8％であった．尚，高血圧例に対しては塩田らの高血

圧スクリーニング管理手順2）の外来検査を行い，基礎

疾患なしと判定した．

　表4に血漿カテコールアミン濃度測定成績を示し

た．アドレナリンは3年生が2年生より，ノルアドレ

ナリンは3年生が1，2年生より有意に高値であった．

ドーパミソは3年生が1年生より有意に高値であった

が，2～3年生間に有意差はなかった．

　男女別に分けて検討すると（図1），アドレナリンに

ついては男女とも3年生が2年生より有意に高値で

あった．ノルアドレナリンについては女子において3

年生が1，2年生より有意に高値であったが，男子に

おいては学年間に有意差は認められなかった．ドーパ

ミンについても男子においては学年間に有意差は認め

られず，女子において3年生が1年生より有意に高値

であった．

　図2に血漿カテコールアミン濃度が平均値（M）＋標

準偏差（SD）以上であった例の母集団に占める割合を

示した．ノルアドレナリンについては男子において

M＋2SD以上の値をとった例の母集団に占める割合

が，統計学的に有意差はなかったものの，3年生に多

い傾向があった．

表3　中学生における高血圧頻度

表2　中学生の学校検診における血圧測定成績

　　　　平均値（M）±標準偏差（SD），単位：mmHg

対　象 人数（名） 収縮期血圧 拡張期血圧

1年男子 1，092 116．9±12．6 60．5±10．5

女子 1，029 118．2±12．7 63．0±10．7

2年男子 833 122．1±12．0 62．8±11．1

女子 833 118．4±11．5 64．3±9．8

3年男子 680 127．3±11．4 64，8±9．4

女子 610 122．0±11．5 67．2±9．6

対象 人数（名） 境界域
高血圧 高血圧 計

1年男子 1，219 53（4．3％） 26（2．1％） 79（6．4％）

1年女子 1，155 44（3．8％） 19（1．6％） 63（5．4％）

2年男子 948 80（8．4％） 27（2．8％） 107（11．2％）

2年女子 966 30（3．1％） 8（0．8％） 38（3．9％）

3年男子 828 107（12．9％） 48（5．8％） 155（18．7％）

3年女子 787 48（6．0％） 10（1．3％） 58（7．3％）

総数 5，903 362（6．1％） 138（2．3％） 500（8．4％）

表4　中学生の血漿カテコールアミン濃度

単位：ng／ml

カテコ 一 ルア ミ ン 1　年　生 2　年　生　　　　　3　年　生

アドレナ リン 0．0262±0．0150

　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
　　　　　　「一一一　一一一一一「

0．0233±0．0143　　　　　　0．0276±0．0148

　　　　　　＊

ノルア ドレナ リ ソ 0．1228±0．0470

　　　　　　「一一一一し一一一一「
0・1222±0・0441　0・1345±0・0562　　　　　　＊

ドーパ ミン 3．2177±0．676

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

3．4696±0，8697　　　　　　3．5482±0．8819

＊＊ p＜0．01　＊p＜0．05
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表5　血漿ノルアドレナリン濃度高値（M＋2SD以上）例の血圧測定成績

男　　　　　子 女　　　　　　子

収縮期血圧／拡張期血圧　（mmHg） 収縮期血圧／拡張期血圧　（mmHg）

K．H． 136　　　　　63 T．R． 115　　　　　66

M．T． 140　　　　　73 S．T， 129　　　　　66

K．S． 129　　　　　73 T．T． 131　　　　　70

N．H． 131　　　　　68 T．T． 134　　　　　66

K．Y． 136　　　　　68 W．T． 133　　　　　66

K．K． 132　　　　　65 K．M． 133　　　　　74

K．T． 138　　　　　72 1．K， 135　　　　　68

S．T． 114　　　　　61 S．M． 113　　　　　67

T．K． 106　　　　　59 N．K． 132　　　　　66

M．T． 121　　　　　69 T．Y． 149　　　　　85

T，E． 126　　　　　76

T．C． 126　　　　　73

T．M． 112　　　　　69

K．M． 134　　　　　73

M 128．3　　　　67．1 128．7　　　　70．4

±SD ±10．6　　　±4．7 ±9．6　　　±5．3
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図1　男女別にみた中学生の血漿カテコールァミン濃

　度（平均値，単位：ng／ml）

　血奨ノルアドレナリン濃度がM＋2SD以上であっ

た24名の血圧測定成績を表5に示した．高血圧群は5

男子

20％
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アドレナリン ノルアドレナリン ドーパミン

挙年　　1　2　　3

女子

20％

10
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学年　　ユ　2　3　　　　1　2　　3　　　　1　2　　3

図2　男女別，学年別にみた，血漿カテコールアミン

　濃度がM＋SD以上であった例の母集団に占める割
　合（％）

　M＋SD≦口〈M＋2SD，　M＋2SD≦〉

名，すなわち20．8％であり，スクリーニングで得られ

た8．4％よりも約2．5倍高い頻度であった．
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　　　　　　　　　　考　　察

　小児期の血圧は年齢とともに生理的に上昇する傾向

のあることが知られており，思春期においてもその傾

向は認められている3）．高血圧頻度についても小学校，

中学校，高校と年齢の高い集団になるほど増加し，特

にこの傾向は男子に著明であることが報告されてい

る．我々の成績においても中学生の血圧は学年が高く

なるにつれて上昇する傾向が認められ，高血圧頻度に

ついても男子では高学年となるにつれて増加し，3年

生男子では5．8％と1，2年生の約2倍の頻度であっ

た．この高血圧頻度の増加は思春期における生理的血

圧上昇の機序と何らかの関係があるものと考えられ

る．

　中学生における高血圧頻度については，塩田らが

3，701名の検討結果から3．3～3．4％と報告してお

り4），我々の成績とほぼ同様の値であった．塩田らの高

血圧判定基準は，収縮期血圧が男子で140mmHg，女子

で135mmHg以上，拡張軸圧力：80mmHg以上であ

り，我々の基準よりもやや低い．このことが著者らの

高血圧頻度のほうが塩田らの成績よりも低めであった

理由の1つと考えられた．藤原は秋田県下の中学生

75，611名の高血圧頻度を2．70～2．96％と報告している

が，この報告は拡張期血圧90mmHg以上のみを高血圧

判定基準としており，収縮期高血圧の頻度については

記載がない5）．収縮期高血圧も含めた中学生の高血圧

頻度の報告に関しては，6，000名という比較的多数，し

かも広域のスクリーニング成績は，著者らの調べ得た

範囲では，著者らの報告以外にはなかった．

　血漿カテコールアミン濃度の中学生における学年別

の基準値は報告されていない．思春期における血漿ノ

ルアドレナリン濃度と年齢との生理的関係については

Hofmanらが13歳～23歳の正常血圧者において正の

関係があると報告している6）．我々の成績においても

3年生は1，2年生より有意に高値であった．

　本態性高血圧と血漿カテコールアミン濃度との関係

については必ずしも一定の見解が得られていない7）．

しかし思春期～若年成人においては本態性境界域高血

圧者や本態性高血圧者では正常血圧者に比べて血漿ノ

ルアドレナリン，アドレナリン濃度が高いという報告

が多い8）一一11）．この研究においては血漿カテールアミン

濃度測定の対象が血圧スクリーニングのなされた対象

と異なり，血圧測定と血奨カテコールアミソ濃度測定

が同時になされていないため，高血圧と血漿カテコ

コールアミン濃度との直接的関係について述べるには

397－（81）

限界がある．しかし，学年別の変化という観点から，

高血圧頻度の高かった中学3年生男子に注目してみる

と，アドレナリンは血圧上昇，高血圧に関与している

可能性が示唆される．またノルアドレナリンは男子で

は各学年間に有意差はないものの，3年生男子におい

てノルアドレナリン高値例の母集団に占める割合が高

い傾向にあることや，ノルアドレナリン高値例におい

て高血圧群頻度が高い傾向にあることより，ノルアド

レナリンが血圧上昇に全く関与していないとは考え難

い．またFranzらは若年者のhigh－cardiac－output

hypertensionから年長者のhigh・arteriolar・

resistance　hypertensionへの移行過程で年齢の推移

に伴い，血漿ノルアドレナリン濃度が増加し，アドレ

ナリンは逆に減少すると報告しており12），彼らの成績

から考えれば，思春期における本態性高血圧者におい

ては血漿アドレナリン濃度のみが上昇し，ノルアドレ

ナリンの上昇が認められないこともありうる．

　Perは高血圧者の血行動態を若年より長期にわたっ

て観察しているが，若年性高血圧患者では安静時の心

拍数，心係数が対照群に比し有意に高値，しかし末梢

血管抵抗は正常であったという．それが10年後，17年

後と経過を追うにつれて心係数の減少と末梢血管抵抗

の増大を認めている13）．また，Stevoらはhyperkinetic

な境界域高血圧の原因として交感神経系の充進を推定

している14）．

　今回の我々の成績では，思春期においては加齢とと

もに血圧が上昇し，男子では高血圧頻度も増加した．

これを血漿カテコールアミン濃度測定成績とあわせて

考えると，3年生において血漿アドレナリン，ノルア

ドレナリン，ドーパミン濃度が高値であったこと，3

年生男子においてノルアドレナリソ高値例の母集団に

占める割合が高い傾向にあったこと，ノルアドレナリ

ン高値例においては高血圧群頻度が高い傾向にあった

ことから，その機序の1つとして交感神経系の充進が

関与している可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．青森県下中学生5，903名を対象に血圧を測定し

た．男女とも学年が進むにつれて収縮期血圧，拡張期

血圧ともに上昇傾向が認められた．

　2．収縮期血圧146mmHg以上を収縮期高血圧，拡張

期血圧85mmHg以上を拡張期高血圧と判定し，その頻

度を調べたところ，前者は2．3％，後者は0．03％であっ

た．男子においては高血圧頻度は学年が進むにつれて

上昇し，3年生男子では5．8％であった．
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　3．615名につき血漿カテコールアミン濃度を測定し

た．アドレナリンについては2～3年生間に，ノルア

ドレナリンについては1～3年生間，および2～3年

生間に有意差を認め，3年生で高値であった．男女別

の検討ではアドレナリソについては男女とも3年生が

2年生より高値であった．ノルアドレナリンについて

は女子において3年生が1，2年生より高値であった．

男子においては学年間に有意差は認められなかった

が，血漿濃度がM＋2SD以上の値をとった例の母集団

に占める割合が3年生に多い傾向があった．

　4．収縮期血圧136mmHg以上または拡張期血圧85

mmHg以上を高血圧群とすると，血漿ノルアドレナリ

ン濃度が正常のM＋2SD以上を呈した24名の高血圧

群頻度は対照の約2．5倍であった．

　5．思春期における加齢に伴う血圧上昇，高血圧頻度

の増加の機序の1つとして交感神経系の充進が関与し

ている可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　文　　献

　1）吉田信一，横山　碓：中学生の血圧について．小児

　　　保健研究，45：533，1986．

　2）塩田康夫，村田光範：高血圧．小児科Mook，31：

　　　270，1983．

　3）Michael，　J．H．：Report　of　the　second　task　force

　　　on　blood　pressure　control　in　children・1987．

　　　Pediatrics，79：1，1987．

　4）塩田康夫，村田光範：小児の高血圧とその予後．小

　　　児科，24：1091，1983．

　5）藤原慶一郎：秋田県における児童生徒血圧の疫学

　　　的研究．秋田医師会誌，22：66，1970．

　6）Hofman．　A．，　Boomsma，　F．，　Schalekamp，　M．A．D．

　　　H．and　Valkenburg，　H．A：Raised　blood　pres－

　　　sure　and　plasma　noradrenaline　concentrations

　　　in　teenagers　and　young　adults　selected　from　an

日本小児循環器学会雑誌　第4巻　第3号

　　open　population．　British　Medical　Jeurnal，1：

　　1536，1979．

7）Niels，　J．C．：Catecholamines　and　essential

　　hypertension．　Scand．　J．　Clin．　Lab．　Invest．，42：

　　211，1982．

8）河野雄平，山幸志郎，川崎晃一，阿部　功，尾前照

　　雄，武谷　溶：若年および壮年の境界高血圧にお

　　ける血漿カテコールアミン，日内会誌，71：641，

　　1982．

9）Michael，　LT．，　Naftali，　S．　and　James，　RS．：

　　Enhanced　24・hour　norepinephrine　and　ren三n

　　secretion　in　young　Patients　with　essential

　　hypertension：Relation　with　the　circadian　pat・

　　tern　of　arterial　blood　pressure．　Am．　J．　Cardiol．，

　　55：112，1985．

10）Hofman，　A．，　Roelandt，　J．T，R．C．，　Boomsma，　F．，

　　Schalekamp，　MA．D．H．　and　Valkenburg，　HA．：

　　Haemodynamics，　plasma　noradrenaline　and

　　plasma　renin　in　hypertensive　and　normotensive

　　teenagers．　Clinical　Science，61：169，1981．

11）David，　S．G．　and　Raymond，　LC．：Plasma　nore，

　　pinephrine　and　epinephrine　levels　in　essential

　　hypertension．　Federation　Proc．，43：57，1984．

12）Franz，　H．M．，　Edward，　D．F．，　Daniel，　H．S．，　Efrain，

　　R．，Gerald，　RD．，　Francis，　GD．　and　Francis，　E，

　　C．：　Borderline　hypertension：　Relationship

　　between　age，　hemodynamics　and　circulating

　　catecholamines．　Circulation，64：760，1981．

13）Per，　LJ．：Hemodynamic　alterations　in　early

　　essential　hypertension：　Recent　advances．

　　Raven　Press，　New　York，1983，　p．237－249．

14）Stevo，　J．，　Alan，　B．W．　and　Brent，　ME．：Patho・

　　physiology　of　early　hypertension：Implication

　　for　epidemiologic　research．　Raven　Press，　New

　　York，1983，　p．219－236．

Presented by Medical*Online



平成元年5月1日 399－（83）

Blood　Pressure　and　Plasma　Catecholamines　in　Secondary　School　Students

　　　　　　Toshimasa　Nakada　and　Masaru　Yokoyama

Department　of　Pediatrics，　Hirosaki　University　School　of　Medicine

　　　Blood　pressures　of　the　5，903　secondary　sch∞1　students　in　Aomori　prefecture　were　measured．　In

the　boys　and　the　girls，　the　systolic　and　diastolic　blood　pressures　tended　to　increase　with　the　school

year．　The　systolic　hypertension　was　defined　in　terms　of　systolic　blood　pressure≧146　mmHg，　and　the

diastolic　hypertension　was　diastolic　blood　pressure≧85　mmHg　in　this　study．　The　frequency　of　the

systolic　hypertension　was　2．30ro，　and　the　diastolic　hypertension　O．03％．　In　the　boys，the　frequency　of　the

hypertension　tended　to　increase　with　the　school　year，　and　the　frequency　was　5．8％in　the　third　year

boys．

　　　As　the　other　study，　the　plasma　catecholamines　were　measured　in　the　615　students．　The　plasma

adrenaline　concentrations　of　the　third　year　students　was　significantly　higher　than　that　of　the　second

year．　The　plasma　noradrenaline　concentrations　of　the　third　year　students　was　significantly　higher

than　that　of　the　first　and　the　second　year．　In　the　24　subjects　whose　plasma　noradrenaline

concentrations　were　high（≧M十2SD），　the　frequency　of　the　hypertensive　group，　defined　as　those　with

systolic　blood　pressure≧136　mmHg　or　diastolic　blood　pressure≧85　mmHg，　was　about　2．5　times　as　high

as　the　control　value．

　　　These　findings　suggested　that，　as　one　of　the　mechanism，　excessive　sympathetic　activity　may　be

related　to　the　blood　pressure　elevation　and　the　increasing　frequency　of　the　hypertension　with　age

during　adolescence．
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