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Seasonal variation of sudden death (SD) was studied based on

analysis of death certificates of a‖ 8519 SD patients, aged 15 years or

older, who died during 1984 to 1986 in Niigata prefecture, Japan. SD was

defined as death within 24 hours of onset of the underlying cause.

SD showed a significantly high incidence during the cold

season. When analyzed by underlying cause, the high incidence during

cold season was shown for SD by circu一atory diseases such as acute

myocardial infarction (AMI; ∩-1446), other cardiovascular diseases (OCD;

∩=4375) and cerebrovascular accident (CVA; ∩=1725). However, no

significant seasonal variation was observed for SD by non-circulatory

diseases.

By age group, the incidence of SD due to circulatory diseases

was high during the cold season in the elderly (61 to 75 years) and the

o一d age (76　years or older) groups, irrespective of kinds of the

diseases, whereas the pattern varied by disease type in the young to

middle age group (15 to 60 years). The highest incidence of SD due to

AMI in the young to middle age group occurred in January with a second

peak in Ju一y to AugusL Thus, not on一y low temperatures but high

temperatures seemed to a一so COntribute to the occurrence of SD by AMHn

this age group. While SD due to OCD in this age group did not show a



anificant seasonal variation, that due to CVA showed a high incidence

dunng cold season simi一ar to the o一der age groups.

These results suggest that factors affecting the occurrence of

SD differed according to underly一口g cause and age of victims.



[抄録　和　訳]

死亡小票　よ　り　得　ら　れ　た情報　に　よ　り、 1984

86年　に　新潟　県で死亡　し　た15歳以上　の全突然死、

8519例　の季節変動　を検討　し　た。　突然死　は原死

因　よ　り　24時間以内の死亡　と　定義　し　た。

突然死　は　有意　に　寒　い　時期　に　多発　し　て　い　た0

疾患群別の　検討で　は急性心筋梗塞(=　　1446

名)、他　の心血管　系疾患(OCD, 4375名)、脳　血

管疾患(CVA, 1725名)の　循環　器　系　疾患　が　寒　い　時

期　に　多　発　し　て　い　た、　循　環　器　系　以外　の　疾　患(NCD,

973名)は　有　意　な　季　節　変　動　を　示　さ　な　か　っ　た。

循　環　器　系　疾　患　の　季　節　変　動　を　年　齢　層　別　に　検　討

し　た　結　果、　高　年　齢　層(61-　75歳)、　老　年　齢　層

(76歳　以　上)で　は　共　通　し　て　寒　い　時　期　に　多　い　季　節

変　動　を　示　し　た　が、　若　中　年　齢　層(15　　60歳)の　季

節　変　動　パ　タ　ー　ン　が　疾　患　群　別　に　異　な　っ　て　い　た。

若　中　年　層　の　AMIの　発症　割　合　は　最　も　寒　い1月　が　最

多　で、　7　-　8　月　に　も　ピ　ーク　を　認　め、　寒　さ　の　み

な　ら　ず、　暑　さ　も　発症　に　関与　す　る　と　考　え　ら　れ　た。

若年層　のOCDで　は　明　ら　か　な　季節変動　を　認　め　ず、
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cvAでは寒い時期に多　く　発生　していたo

以上　の結　果か　ら、　突然死の発生　に影響を　与

ぇ　る　因子は、　原疾患、　年齢　に　よ　っ　て異な　っ　て

い　る　と　考　え　ら　れ　た。
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要　約

突然死の　季節変動を検討　し　た結果、　突然死

全体は寒い季節　に多発　し　て　いた。　疾患群別の

検討で　は急性心筋梗塞(AMl)、他の心血管系疾

患(OCD)、脳血管疾患(CVA)の循環　器系疾患　が

寒い季節　に　多　い変動を　示　し　た　が、　循環器系以

外　の疾患(NCD)は　有意　な　季節　変動　を　示　さ　な　か　っ

た。

循　環　器　系　疾患　の　季節　変動　を　年齢　層　別　に　検　討

し　た　結　果、　若　中　年　齢　層　の　季　節　変　動　パ　タ　ー　ン　が

疾　患　群　別　に　異　な　っ　て　い　た。　即　ち　AMlに　よ　る　突　然

死　の　発　生　割　合　は　最　も　寒　い1月　が　最　多　で　あ　っ　た

一　方　で、　7　-　8　月　に　も　一　時　的　な　多　発　を　認　め、

暑　さ　も　発　生　に　関　与　す　る　と　考　え　ら　れ　た　　OCDに　よ

る　突然　死　で　は　明　ら　か　な　季　節　変　動　を　認　め　ず、　CV

Aで　は　寒　い　時　期　に　多　く　発　生　し　て　い　た。　高・老　年

齢層　で　は　循　環器　系疾患　群　に　共通　し　て　寒　い　時　期

に　多　い　季　節　変動　を　示　し　た。

季節　変動　パ　タ　ー　ン　が　若　中　年齢層　で疾　患群　別

に　異　な　っ　て　お　り、　ま　た　　　　OCDで　は　若　中　年　齢



層　と高・老年齢層の問で異な　っ　て　いた　こ　と　か

ら、季節変動に影響を与え　る因子、　ま　たつま　そ

れ　に　対　す　る　反応　も　疾患　群、　年齢層　別　に　異　な　っ

て　い　る　と　考　え　ら　れ　た。　ま　た、　OCDで　は、　そ　の　疾

患構成　に　年　齢差が　あ　る　可能性　も　示　唆　さ　れ　た。

は　じ　め　に

突然死　は　死因　と　し　て　多　く　の　疾患　を　含　ん　で　お

り、　突然死　を　予　防　す　る　こ　と　は　そ　の　原疾患　の　発

症　を　予　防す　る　事　に　他　な　ら　な　い。　す　な　わ　ち　突　然

死　の　原　疾　患　の　発　症　に　影　響　を　与　え　て　い　る　要　因　を

調　査　す　る　事　は　突然死予　防　の　観点　か　ら　意　義深　い

と　考　え　ら　れ　る。　突　然死　の　原　疾患　の　大　半　は　循　環

器　系疾患で　あ　る　が1-3;、循環器　系　疾患　の　発　症

に　は季節変動が　あ　る　こ　と　が知　ら　れて　い　る　4-12

よ　っ　て　我　々　は　突　然　死　の　季　節　変　動　を、　疾　患　群,

年　齢層　別　に　調　査　し、　そ　の　季　節　変　動　に　影　響　を　与

え　て　い　る　要　因　に　つ　い　て　考　察　し　た。

対　象　と　方　法

対象　者、　疾患名　の　選　定方　法　は　既　報　に　記　し　た

ユ13. 14)o　概略　は　以下　の通　り　で　あ　るo　厚生　省
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大臣官房統計情報部よ　り　指定統計調査票の　目

的外使用　の　承認を受　け、 1984　86年の新潟県

(人口約250万人)に　お　け　る15歳以上の全死亡小

票　を閲覧　し　たo　こ　こ　か　ら　自　他殺死、　事故死　を

除外　し　た例　に　つ　い　て、　死亡小票上　の全情報　を

参考　に　し　て　当教室独　自　の選択基準　に従　い、　死

に　直結　し　た　と　考　え　ら　れ　る　単一　の　死　因　を　原死　因

と　し　て　決　定　し　た。　な　お　「疾　病、　傷　害　及　び　死　因

統計分類提　要32>　　に　よ　る　原死因　と　の主　な　差異

は　以　下　の　通　り　で　あ　る。　す　な　わ　ち、　老　衰、　お　よ

び　癌　を　例　外　と　し　て、　死　亡　の　前1カ　月　以　内　に　発

症　し　た　疾　病　の　み　に　原　死　因　と　な　る　資　格　を　与　え、

そ　れ　以　前　に　発　症　し　た　も　の　は　全　て　既　往　歴　と　し　て

扱　っ　た　点　で　あ　る。　こ　の　よ　う　に　選　ん　だ　疾　病　を　死

亡　に　つ　な　が　る　一　連　の　事　象　と　し　て　と　ら　え、　こ　の

う　ち　最　も　早　期　の　疾　病　を　原　死　因　と　し　た。　た　だ　し、

風　邪　に　は　原　死　因　と　し　て　の　資　格　を　与　え　な　か　っ　た。

次　い　で、　原　死因　の　発症　か　ら　24時　間　以内　の　内　因

死　を　突然死　と　定義　し　た。　さ　ら　に　原　死因　を　急　性

心筋梗　塞(AMI)、他　の　心血管　系疾患(OCD)、　脳
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血管疾患(CVA)、循環器系以外の疾患　NCD)の

4　疾患群　に　分類　し　たo　そ　の結果、　突然死者　の

総数は8519名で、疾患群別発生数　はAMI 1446

名、 OCD　4375名、　CVA 1725名、　CD　973名であ

っ　た。　OCDは　大動　脈破　裂　と、　い　わ　ゆ　る"急性心

不全"を含　む急性心臓死で　あ　り、　約半数が死

因　と　の　関連　を推察す　る　た　め　の既往歴　も　不明　で

あ　っ　た　　NCDは　呼　吸器疾患が過半　数　を　占　め　た0

統計学的　検定　は、　季　節変動　の　検　定　に　は　x　2検

定　を　用　い、　季　節　変　動　が　有　意　で　あ　っ　た　場　合　の　各

月　の　有　意性　は　Tukey法　に　よ　る　多　重　比　較　検　定　に　よ

り　評　価　し　た。　ま　た、　気　象　尺　度　と　突　然　死　発　生　数

の　関　連　性　は　単　相　関　に　よ　っ　て　評　価　し　た。　な　お　危

険　率　5　%　未　満　を　有　意　と　し　た。

各　月　の　日　数　の　違　い　に　よ　る　見　か　け　上　の　各　月　発

生　割合　の　変　動　を　補　正す　る　た　め、　季　節　変　動　の　検

討　に　は、　　　12月　各月　の　3　年　間累　積発　生数　を

全調査対象　日　数1096日　を12等分　し　て求　め　た　91.

3日　の　発　生　数　に　補　正　し　た　値　を　用　い　た。　各　月　に　等

分　に発生す　る　と　仮定　し　て得　ら　れた　各月　の発生
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期待値(8.3%)よ　り　多か　っ　た月　を多発月、　少　な

か　っ　た　月　を　稀発月　と　し、　最少発生　月(以下、

最少月)よ　り　発症数が有意　に多か　っ　た　多発　月

を　有意　な　多　発　月、　最多　発生　月(以　下、　最多　月)

よ　り　発　生数　が有意　に　少　な　か　っ　た　稀　発　月　を　有　意

な　稀　発　月　と　し　た。

突然　死　発　生　数　と　気象　尺　度　と　の　関　連　の　検　討　に

際　し、　3　年　間　の　計　36月　各　月　の　発生　数　は、　日　数

の　違　い　を　補　正　す　る　た　め　各　月　日　数　を、　全　調　査　対

象　日　数　を　36等　分　し　て　得　ら　れ　た　30. 4日　の　発　生　数

に　補　正　し　て　求　め　た　値　を　使　用　し　た。　気象　尺　度　と

し　て　は、  1984　　86年　の　新　潟　地　方　気　象　台　に　お　け

る　各　月　の、　平　均　気　温、　-　日　当　り　の　平　均　日　照　時

間、　平　均　湿　度　を　採　用　し　た。

結　果

1.全　体　像、　お　よ　び　疾患　群　別　の　検　討

突然死全体　の　季節変動　を検討　し　た結　果(図1 )、

季節変動　は　有意で　あ　っ　た(pく0.01)。多発月　と

稀発月、　お　よ　び　そ　の有意性　の　分布　を　観　る　と、

突然死全体　は冬　に　多　く、　夏　に少な　い変動　を　示
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した。図に　は示さ　なか　っ　たが、患者の住所を

市、町、村の　3　群に分類し、各々　における突

然死の季節変動を比較　したo　その結果、　3　群

と　も冬　に多　く、　夏　に少　な　い季節変動を示　し、

か　つ　3　群問　で変動　パ　タ　ー　ン　に差を　認め　な　か　っ

た。

疾患群別　の　検討　で　は(図　2 )、　　　　OCD,　CV

Aは　有　意　な　季　節　変　動　を　示　し(P〈O.01)、冬　に　多　く、

夏　に　少　な　い　傾　向　を　示　し　た　が、　NCDは　有意　な　季　節

変　動　を　示　さ　な　か　っ　た。

2.各疾　患　群　の　年　齢　群　別　検　討

各　疾　患　群　の　季　節　変　動　を　60歳　以　下　の　若　中　年　齢

層、　61　75歳　の　高　年　齢　層、　76歳　以　上　の　老　年　齢

層　に　分　け、　各　年　齢　層　の　季　節　変　動　を　比　較　し　た。

AMIは　全　年　齢　層　で　有　意　な　季　節　変　動　を　示　し　た

(pく0. 01) (図　3 ) 。　い　ず　れ　の　年　齢　層　で　も1月　が

最　多　月　で、　冬　に　多　か　っ　た。　ま　た、　高・老　年　齢

層　で　は　夏　に　発生割　合　が　低　か　っ　た　が、　若　中　年　齢

層　で　は、　7-　8月　に　も　一　時　的　な　多発　を　認　め、　8月

(10.0%)は　有　意　で　は　無　か　っ　た　が、　多発　月　で　あ　っ
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たo

ocDは高年齢層、　老年齢層　が有意　な季節変動

を示　し(pく0.01)、冬に多　く、夏に少な　い変動

だ　っ　た(図　4 )o　若中年齢層の季節変動は有

意でな　く、　高・老年齢層に比べ　る　と変動幅　は

小　さ　く　年間　を通　じ　はぼ一定の発生割合であ　り、

NCDの　変動　パ　タ　ー　ン　に　似て　い　たo o

cvAは、　老　年　齢　層　の　み　が有　意　な　季　節　変　動　を　示

し(pく0.01)、冬　に多　く　夏　に少か　っ　た(図　5 ) 。

若　中年　齢層、　高年　齢層　の　季節　変動　は　有　意　で　は

無　か　っ　た　が、　そ　の　変　動　パ　タ　ー　ン　は　老　年　齢　層　に

析　似　し　て　い　た。

NCDは　い　ず　れ　の　年　齢　層　で　も　有　意　な　季　節　変　動　を

示　さ　な　か　っ　た　(図　6 ) 0

3.新　潟　県　の　気象　尺　度　の　季　節　変　動

気象　尺　度　の　変　動　を　図　7　に　示　す。　平　均　気温　は

1月(0. 5-C )か　ら　8　月(27.7-C )に　か　け　て　上　昇　し、

以　後　低　下　し　た。

日　照　時　間　は1月(2.0時　間/　日)、 12月(2. 1時

間/日)が短　く、　8　月(9.2時　間/　日)が最長　で
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ぁったが、5月(7.4時間/日)に、もう1つの

ピークを示したo

湿度は3月(71%)月(69%)月(70%)

8月(71%)が低く、7月(a9v.¥voLTo)が高かったo他

の月は7376%ではぼ一定であった。

4.気象尺度と各月突然死発生数の関係

今回調査した計36ヶ月の各月の疾患別突然

死発生数と各月の気象尺度との相関関係を検

討した(表1)OCD,CVAでは平均気温

(AMI:r--0.78,OCD:r--0.75,CVA:r--0.70),

日照時間(AMI:r=-0.62.OCD:r=-0.62,CVA:r

・-0.45)と有意な負の相関を示したが(pく0.01)、

いずれの疾患群も湿度とは有意な相関を示さ

なかったNCDは平均気温、日照時間、湿度の

いずれとも有意な相関を示さなかった。なお

平均気温と日照時間は互いに強い正相関を示

しr=0.76く0.01)、日照時間と湿度は負相

関した(r--0.40く0.05)

気温、日照時間と有意な相関をもっていた

AMOCD,CVAについて年齢層別に検討した結
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果(表　2 )、　　　OCDの発生数は高年齢層　と　老

年齢層では、気温、　日照時間と有意な負相関

を示　し　た　が、　若中年齢層で　は　いず　れ　と　も　有意

な　相関　を　認　め　な　か　っ　た。　し　か　し　7　月,　8　月　に

発生率の一過性上昇が認め　ら　れた　若中年齢層

の　AMIで　は、　7　月,　8　月　を　除　く　と　気　温、　日　照　時

間　の　い　ず　れ　と　も　有意　な　負相関　を　示　し　た(pく0.0

D。 CVAで　は　全年　齢層　が気温　と、　老年齢　層　が　日

照時間　と　有　意　な　負　相関　を　示　し　た。

考　察

突然　死　の　季　節　変　動　を　検　討　し　た　結　果、　秋　か　ら

春　に　か　け　て　の　気　温　が　低　い　時　期　に　そ　の　発　生　数　が

多　か　っ　た。　新　潟　県　の　様　な　雪　国　で　は　冬　季　に、　特

に　郡　部　で　都　市　部　に　比　べ　て、　積　雪　に　よ　っ　て　救　急

活　動　が　お　く　れ　て　救　命率　が　下　が　る　可　能性　が　あ　る。

そ　の　た　め　冬　季　に　突　然　死　数　が　増　え　る　見　か　け　上　の

季　節　変　動　を　示　し　た　の　か　も　し　れ　な　い。　し　か　し　今

回　の　検　討　で　は　市、　町、　村　の　3　群　の　季　節　変　動　に

は　差　が　な　か　っ　た　こ　と　か　ら、　そ　の　様　な　見　か　け　上

・の　季節　変　動　で　は　な　い　と　考　え　ら　れ　た。　疾　患　別　の
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検討ではAMI, OCD, CVAの循環器系疾患群がは

ぼ同様な変動を示　し、　こ　れ　ら　が突然死全体　の

季節変動に寄与　し　てい　た。　ま　た、　こ　れ　ら　3　疾

患群の突然死数は、気温、　日照時間　と　有意　な

負相関を示　し　た事か　ら、　気温、　日　照時間、　あ

る　い　は　こ　れ　ら　と　同様　な　変動　を　し　め　す　諸要因　が

3　疾患群　の　発生　に　影響　を　与　え　て　い　る　と　考　え　ら

・jimf嵩

AMI,　CVAが寒　い　時　期　に　多　い　こ　と　は　す　で　に　多

く　の研究で　一致　し　て　い　る　4.　　　12J　　今回　認

め　ら　れ　た　循　環　器　系　疾　患　突　然　死　の　寒　い　時　期　の　発

生　数　の　増　加　は、　各疾患　群　の　突然死　の　特　徴　で　は

な　く、　各　疾　患　群　全　体　の　発　症　の　季　節　変　動　を　反　映

し　て　い　る　と　考　え　ら　れ　る.

従　来　AMI,　CVAの　発　生　要　因　と　し　て、　血　圧　の　変

動　=　17;、血　液　粘桐度　の　変　動17)な　ど　が考　え

ら　れ　て　い　る。　本　邦　に　お　け　る　CVAの　突　然　死　の　多　く

は　脳　出　血　な　ど　の　出　血　性　疾　患　で　あ　る　と　の　報　告　が

あ　り　2)、　そ　の　発症　に　血　圧　の　変動　が　寄与　す　る　こ

と　は　理　解　し　や　す　い。　し　か　し、　AMlで　は　そ　の　基　礎
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疾患である動脈硬化への血圧の影響は有ろ　う

が、発症起点　と考え　ら　れる　血栓症　に対　し　て血

圧が影響す　る　こ　と　は期待　し　がた　いo　寒い時期

に血液粘桐度が高い　こ　と17'、な　ら　びに寒冷刺

激が交感神経系の活性化と　と　も　に　血小板機能

を　も元進　さ　せ　る　こ　と　が報告　さ　れて　お　り'18:、ま

た　血中　ア　ン　チト　ロ　ン　ビ　ン　Ⅲ　漉度　も　寒　い　時期　に

低い　と　い　っ　た季節変動を示す19　すな　わ　ち　寒

い　季節　で　は　血　栓　を　形成　し　や　す　い　と　考　え　ら　れ、

こ　の　こ　と　が　AMI発　症　の　季　節　変　動　に　影　響　し　て　い　る

の　だ　ろ　う。　更　に　労　作　性　狭　心　症　患　者　の　一　部　は　寒

冷　刺激　に　よ　っ　て、　心筋　虚血　を　お　こ　す　労　作　の　閲

値　が低下　す　る　と　の　報告　が　あ　る　20)。　こ　の　よ　う　な

患　者　が　冬　季　に　雪　か　き　な　ど　の　労　作　を　行　な　っ　た　場

合、　容　易　に　心　筋　虚　血　を　引　き　起　こ　し、　ひ　い　て　は

急　性心　筋　梗　塞　を　発　症　す　る　可　能性　も　考　え　ら　れ　た。

虚　血　性　心　疾　患　に　よ　る　突　然　死　や、　急　性　心　筋　梗

塞　の　発　症　に　マ　グ　ネ　シ　ウ　ム　欠　乏　の　関　与　を一示　唆　す

る　報告　が　あ　る　2日。　米　国　の　報　告　で　は　マ　グ　ネ　シ　ウ

ム　全　摂　取　量　の　25　　28%程　度　が　野　菜・果　実　か　ら　摂
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取され、最　も重要な摂取源である22'。本邦で

も、各食品別摂敢割合23'と食品中のマ　グネ　シ

ゥ　ム漉度24'か　ら概算　した場合、野菜・果実か

ら　摂取　さ　れ　る　マ　グ　ネ　シ　ウ　ム　摂取割　合　は　米国　の

報告　と　は　ぼ同程度　と推察　さ　れ　るo　昭和61年　の

新潟市　に　お　け　る　野菜の　卸売　り　数量　は1月(463

6トン) 2　月(5406トン)が他　の　月(6016-　9583トン)に

比　べ　て　少　な　く、　果　物　も1月(3240トン)が　他　の　月

(3721-　7077トン)よ　り　少　な　か　っ　た　31>　　即　ち、　そ

の　消　費　重　も　少　な　い　と　考　え　ら　れ、　AMIの　季　節　変　動

に　影　響　を　与　え　た　か　も　知　れ　な　い。

年　齢　別　の　検　討　で、　AMIは　全　年　齢　層　で　有　意　な　季

節　変　動　を　示　し　た。　し　か　し、　気　温、　日　照　時　間　と

各　月　の　発　生　数　の　関　係　で　は、　高　年　齢　層,　老　年　齢

層　で　は　有　意　な　負　相　関　を　示　し、　若　中　年　例　層　で　も

7　月,　8　月　を　除　く　と　有　意　な　負　相　関　を　示　し　た。

ま　た、　ど　の　年　齢　層　で　も、　最　も　気　温　が　低　く　日　照

時　間　が短　い1月　が最多　月　で、　か　つ　有意　な　多　発

月　で　あ　っ　た。　す　な　わ　ち　寒　い　こ　と、　ま　た　は　先　に

示　し　た　様　な　寒　さ　に　付　随　し　た　季　節　要　因　が　AMIの　発
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症を増加　さ　せ　る　こ　と　は共通　し　て　い　る　と　考え　ら

れ　る。　し　か　し、　若中年例層　で　は気温が高　い　7

月,　8　月　で、　有意では　な　か　っ　た　が一過性　に　発

生率が高　く、　こ　の　7　月,　8　月　を　含　め　た　場合　に

気温、　日　照時間　と　有意　な相関を示　さ　な　か　っ　た。

す　な　わ　ち　若　中　年齢層　で　は必ず　し　も　気温　が高　い

こ　と　が　AMlの　発　生　を　抑　制　す　る　因　子　と　は　な　り　え　ず、

か　え　っ　て　促　進　因　子　と　し　て　働　く　可　能　性　が　あ　る　こ

と　を　示　し　て　い　る。

sugishitaら　の　報告　で　は　30)、本　邦　に　お　け　る

運　動　に　関　係　し　た　突　然死　の　発　症　に、　猛　暑　の　関　与

が　示　さ　れ　て　い　る。　そ　の　原　疾　患　の　詳　細　は　不　明　で

あ　っ　た　が、　突　然　死　に　気　温　の　高　い　こ　と　が　関　与　す

る　点　で、　著　者　ら　の　若　中　年　齢　層　の　AMlの　結　果　と　矛

盾　し　な　いo　　ま　た　米　国　南　部　やク　ウ　ェ　ート　の　様　な

熱　い　地　域　で　は　気　温　が　高　い　時　期　に　AMIが　多　発　す　る

こ　と　が　知　ら　れ　て　お　り、　そ　の　発　生　-　の　脱　水　の　関

与　が推察　さ　れ　て　い　る　ら. 7;。本調査　に　お　け　る　若

中　年　齢　層　で　も　同　様　な　理　由　で　7　-　8　月　に　一　過　性

の　多　発　を　示　し　た　可　能　性　が　考　え　ら　れ　た。　こ　の　様
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な夏の発生割合の一過性上昇が若中年齢層　で

の　み認め　ら　れた理由　は定かでは　な　い。　若中年

齢層では仕事な　どにお　いて脱水状態にな　り　易

い炎天下　の　環境　に　曝　さ　れ　る　機会が　多　い　こ　と　が

関与　し　て　い　る　と　推察　さ　れたo

cvAで　は、　症　例　数　が　少　な　い　た　め　若　中　年　齢　層　と

高年齢層で　は有意　に　は　な　ら　な　か　っ　た　が、　全　て

の　年齢　層　で　冬　に　多　い　傾　向　を　示　し　て　い　た。　ま　た、

全年齢層　で　各　月　の　発症　数　が気温　と　有意　な　負　棉

関　を　示　し　た　こ　と　は、　い　ずれ　の　年齢　層　で　も　寒　い

時　期　で　の　多　発　を　支　持　し　て　い　よ　う。　AMlと　は　異　な

り、　季　節　変　動　に　影　響　を　与　え　る　因　子　に　年　齢　差　は

無　い　と　考　え　ら　れ　た。　脳　梗　塞　は　AMIと　同　様　に、　そ

の　発　生　に　脱　水　が　関　与　す　る　可　能　性　が　あ　る。　し　か

し　若　中　年　層　に　お　け　る　CVAの　季　節　変　動　は　AMlの　そ

れ　と　は　異　な　り、　7　-　8　月　に　一　過　性　の　多　発　が　認

め　ら　れ　な　か　っ　た。　先　に　も　述　べ　た　よ　う　に、　脳　血

管　疾　患　に　よ　る　突然　死　は　主　と　し　て　出　血　性　疾　患　と

考　え　ら　れ　て　い　る。　こ　の　よ　う　に、　脳　梗　塞　の　関　与

が　少　な　い　た　め、　若　中　年　層　の　AMIで　み　ら　れ　た、　7

ニ　日1 -



～　8　月　の「過性多発が認め　ら　れな　か　っ　た　の　で

i^^Bffl　冒x

ocDは　大半　が原　死因　不　明　の　突然死　で、　さ　ら　に

約半数が既往歴も不明であ　り　3. 14'、死亡小票

上　の　い　わ　ゆ　る"急性心不全"が約半数　を　占　め

て　い　た。　従　っ　て　O CDは　死亡　時　に　診　断　が　つ　か　な　か

っ　た　様　々　な　疾　患　の　集　合　体　と　推　測　さ　れ、　原　死　因

の　発症　に　影　響　を　与　え　る　要　因　の　検　討　は　困　難　で　あ

る。

ocDに　は　死　亡　時　ま　で　診　断　が　つ　か　な　か　っ　た　AMl

が　含　ま　れ　て　い　る　可　能性　が　あ　る　の　で、　先　に　示　し

た　AMIの　季　節　変　動　が　ocDの　季　節　変　動　に　影　響　し　て

い　る　こ　と　も　考　え　ら　れ　る。　失　神　例　や、　心　停　止　か

ら　の　蘇　生　例　で　の　検　討　か　ら、　突　然　死　へ　の　冠撃　縮

性　狭心症　25)、心　室性不整脈　2ら)の　関与　が考　え

ら　れ　て　い　る　が、　こ　れ　ら　の　季　節　変　動　に　関　す　る　調

査　報告　は　未　だ見　な　いo　こ　れ　ら　の　発　症要　因　の　一

つ　に　マ　グ　ネ　シ　ウ　ム　欠　乏　の　関　与　が　考　え　ら　れ　て　い

る　の　で　7. 28)29)、　さ　き　に　示　し　た　そ　の　摂　取量　の

季　節変動　がocDの　季節　変動　に　影響　し　た　か　も　知　れ
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な　いo

ocDは全突然死の約半数を　占めてお　り　3,1、そ

の季節変動　は直接突然死の季節変動　に影響す

る　こ　と　か　ら、　突然死の　季節変動　に　影響を与　え

る　要因　を　明　ら　か　に　す　る　に　は、　今後ocD、　あ　る　い

は　死亡　小票　上　の　い　わ　ゆ　る"急性心　不全"の　原

死因を　明　ら　か　に　す　る　必要が　あ　ろ　うo

ocDは　高・老　年　齢　層　で　は　寒　い　時　期　に　多　い　有　意

な　季節　変動　を　示　し、　気　温,　日　照時　間　と　各　月　発

生　数　の　間　に　も　有意　な　負　相　関　を　認　め　た　の　に　対　し、

若　中　年　齢　層　で　は　こ　れ　ら　が　認　め　ら　れ　な　か　っ　た。

ま　た、　若　中　年　齢　層　の　AMIで　み　ら　れ　た　よ　う　な、　夏

の　一　過　性　多　発　も　認　め　な　か　っ　た　　O CDに　は　種　々　の

疾　患　が　含　ま　れ　る　と　考　え　ら　れ　る　の　で、　若　中　年　齢

層　で　は　高・老　年　齢　層　と　そ　の　疾　患　構　成　が　異　な　っ

て　い　る　可　能　性　も　考　え　ら　れ　る。　ち　な　み　に、　高・

老　年　者　層　に　お　け　る　OCDの　季節　変動　は　AMIの　そ　れ

と　類　似　し　て　い　た　が、　若　中　年　齢　層　で　は　OCDの　季　節

変動　パ　タ　ー　ン　がAMIと　は　異　な　っ　て　い　た　こ　と　か　ら、

若　中　年　齢層　の　OCDに　含　ま　れ　る　AMIの　割合　は　高・
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老年齢層に比べて低い可能性、あ　る　いは非循

環器系疾患の割合が高い可能性　も　あ　ろ　うo

今回、　循環器系疾患　で　あ　る　AMI, OCD, CVAは

共通　し　て寒　い時期に多　い季節変動を示　し　たo

し　か　し、　そ　の季節　変動　に影響を与　え　る　要因　は

必ず　し　も共通　し　て　い　な　い可能性が　あ　るo　年齢

層別で　の検討で、　若中年齢層の季節変動パ　タ

ー　ン　が　疾　患　群　別　に　異　な　っ　て　い　た　こ　と　も　こ　の　こ

と　を　支持　し　て　い　る。　今　後　た　だ単　に　寒冷　刺激　か

ら　身　を　守　る　の　み　で　な　く、　季節　変動　に　影　響す　る

要　因　を　疾患　別、　年　齢層　別　に　明　ら　か　に　す　る　事　が、

突　然死　の　予　防　に　寄　与　す　る　と　考　え　ら　れ　た。
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図の説明

図1.全突然死の季節変動
発症割合は各月の3年間の累積発生数を、各月の累積日数を91.3

日で補正して算出。

期待値は突然死が各月に均等に発生すると仮定した場合の発生割合
で、期待値より発症割合が多い月を多発月、少ない月を稀発月とし
た。最少月より有意に多かった多発月にはその上方、最多月より有
意に少ない稀発月にはその下方に有意性の印を付した(S:pく0.05

Ss:pく0.01)

突然死の季節変動の有意性: ‡幸:pく0.01

図2.疾患群別突然死の季節変動
各疾患群季節変動の有意性: **:pく0.01

有意となった多発月、稀発月の表示は図1と同様(季節変動が有意
だった疾患群でのみ検定)
AMI (急性心筋梗塞) :A:pく0.05　AA:pく0.01, O C D (他の心

血管疾患) :00:pく0.01, C VA (脳血管疾患) :C:pく0.05　CC:pく
0.01, N C D (循環器系以外の疾患)

図3. AMI季節変動

年齢群別季節変動の有意性: **:pく0.01
年齢群別の有意となった多発月、稀発月の表示は図1と同様。

若申年年齢層:Y:pく0.05　YY:pく0.01,高年齢層:E:pく0.05,老年齢
層:0:pく0.05

図4. O C D季節変動

年齢群別季節変動の有意性: **:pく0.01
年齢群別の有意となった多発月、稀発月の表示は図1と同様。

高年齢層　E:pく0.05　EE:pく0.01,老年齢層:00:pく0.01

図5. C V A季節変動
年齢群別季節変動の有意性: *:pく0.05　**:pく0.01

年齢群別の有意となった多発月、稀発月の表示は図1と同様。
老年齢層:o:pく0.05　00:pく0.01

図6. N C D季節変動

図7.気象尺度の変動
新潟地方気象台における1984-86年の平均値



表1・各疾患群突然死の各月の発生数(日数補正) 1'
>気象尺度2・t、お　よび気象尺最間の相関係数



表2.各月の気象尺度と各月の突然死の発生数
!口数補正)の相関係数の年齢群別比較



…
T　　-

▼

▼

C⊃
▼

5SS

●-

トー

川

u⊃

L.0

i≡迂

CYD

SE

l

-H-
KWM
Giiコ
●●
▼..-LO
Co
II⊂
)賦

m

桃

(

莞
oj
l

哩
粧
蒜



[ォ・.

〔らd

≡;i

s>.

:弓毘

▼

川

～
▼

I

1

l=⊃
▼

の

・w一

蝣H-

1コ-

等
i;i
t

ll

⊂
巳■ィ

<c

・H-　　　　-H一

・M-　　　　-K一

書::寅:喜.=至
ii i ii i ii I　^

言は:吉雄
冒 a z　苛



壁
制u

刺
ss

」*^^^k ^^^K」E C司　　　E3　　　弼　　　ii i
1-　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼

:弓さ」
▼..-

I

1.°-

⊂⊃
ijIIIIIid

sサjo

Cl⊃

ド-

旺こ

CD

LD

iii

ii:

:弓E

▼・-

・H一

蝣H-

(
in
LD

矧　石_
II

毒筆
舶

・*一　　　　　　　・*一

蝣*・　　　　　　　-M-

IF　　　　　　　　　　　15-

⊂⊃　　　　　,-　　　　　　(

拍墨壷i蓋
日　　日　.誘

亡声巳i

引q^B^Hj^B^HI



:弓邑
▼　l

J

t

C⊃
▼

の

●-

トー・

旺こ

く.D

L.n

・^r

S#j

【弓E

▼

15■1
g3

ト一
芸遠

)⊂⊃
童:

廿=

蝣蝣蝣
蝣蝣蝣
榊

-*・　　　　　　　-M一

蝣X一　　　　　　　蝣*・

Ei-　　　　　　　　　　　　M

S:　　霊　　　(

竿遠i軍(.荒

f=苧i重去:r三
番　石i　轟　だ一　位
廿　)　廿　)　韻
事匡　　　榊



～
ーttJ

▼・-

▼..-

⊂⊃

▼

の

0〇

卜・-

II

くD

Ln

蝣^r

Stf

【弓

1

(
Co
Co
EiiECid
ll垂軍

舶

・M一

・w-

W li-
CNJ LO

抽壷::萱
Il　　日　.荒

【!■5

品一　品ー　苛



:弓さ
Ir

l

l

C⊃
LJ-

の

●●

ド-

Il

CD

L.0

^r

rYl

SE

▼..-

(
忘

ll.'(1-J*

ォ1=

柵

IN l5-

の　　　　　トー　　　　　　(

路墨壷!蓋
日　　日　.荒

lさ■ら

き)亘一　三



EiiiF

cU
lE■!

野弓

脈
雪
駄

C⊃　　　Ln C⊃　　　L.n C⊃　　　L.n C⊃
CY CvJ　　(NJ T-　　　T一一

Ei-

[Ⅲ

iia IF

聖… `へ

[Ⅲ

…
一

L-

t

C⊃
t

の

●●

ト　　甘
町　牡

o e

=l　宴
!

寸　　　冨
九月

▼

rq

4巳

…　　鵬

脈
r　　択

三田
・1-1

照
振

F増

収
甘
牡

Ci■コ

o

C⊃

s>.

t

t

甘
牡

壁

く⊃
▼-

Ei-

臣琶i　至l

芭芸骨
T H

芸　三

(コ⊃　　　くD　　.くr　　　…　　　C⊃


