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研究成果の概要（和文）：
妊娠 12 週未満の早期流産について女性の生殖歴や生活習慣について、マッチング症例対照
研究により調査を行った。早期流産 430 症例と正期産 860 症例の情報を診療録より収集した。
ロジスティック回帰モデルを用いて因子のオッズ比と 95%信頼区間を単変量、多変量解析で求
めた。
早期流産のリスクは過去の早期流産歴のある女性、喫煙している女性、就労している女性で有
意に高かった。また喫煙歴と過去流産歴、就労と過去流産歴の間に相加的な関係があることが
示された。日 本 人 女 性 の 早期流 産 に 関 し て 喫 煙 と 就 労 が 重 要 な 公 衆 衛 生 問 題 で
あることが示された。

研究成果の概要（英文）：
In this matched case-control study, we investigated the associations of reproductive and
lifestyle characteristics of women with early spontaneous abortion <12 weeks of
gestation.
Information was collected through medical records for 430 cases of early spontaneous
abortion and 860 controls of term delivery. Two controls were individual-matched to one
case according to maternal age (+/-3 years) and calendar year of events (either early
spontaneous abortion or delivery). Multivariable conditional odds ratios (ORs) and 95%
confidence interval (CI) were calculated with conditional logistic-regression.
The risk of early spontaneous abortions was higher for women with a past history of early
spontaneous abortions. Maternal smoking and employment also influence risk. Our finding
suggests that for Japanese women, smoking and working may be important public health issue
targets for the prevention of early spontaneous abortions.
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１．研究開始当初の背景
早期流産のリスクファクターについて日本

日本

４．研究成果
(結果)

人女性を対象とした疫学研究はこれまでほ
とんど行われてこなかった。
２．研究の目的
本研究は、大阪府母子保健総合医療セン
ターにおける妊娠 12 週未満の早期流産患
者を対象とし、妊娠早期流産患者の生殖歴、
生活習慣及び夫の喫煙状況の影響につい
ての分析を行い、早期流産の予防のための
疫学的エビデンスを得ることを目的とす
る。
３．研究の方法
対象は 2001 年から 2005 年に大阪府母子

早期流産のリスクは過去の早期流産歴のあ

保健総合医療センターに入院した妊婦とし

る女性で高かった。流産経験 0 回を基準にす

た。症例は妊娠 11 週 6 日までに流産と診断

ると、早期流産の多変量調整オッズ比は流産

され入院による流産処置を受けた 430 症例

経験 1 回：1.98 (95%信頼区間：1.35-2.89)、

で、対照として同年の正期産出産者のうち

2 回：2.36 (95%信頼区間：1.47-3.79)、3 回：

年齢をマッチングして 860 名を抽出した。

8.73 (95%信頼区間：5.22-14.62)であった。

妊娠週数、身体的因子（年齢、身長、体重）、

また生活習慣では、1 日 20 本以上の喫煙に対

産科的因子（経妊回数、経産回数、流産回

する多変量調整オッズ比は 2.39 (95%信頼区

数、人工妊娠中絶回数）、生活習慣（喫煙歴、

間：1.26-4.25)であった。これは諸外国での

飲酒暦、職業）
、夫の年齢・喫煙歴について

先行研究の結果と一致した。

カルテから情報を収集した。早期流産とリ
スク要因との関連について、case-control
study を行い、ロジスティック回帰モデルを
用いて因子のオッズ比と 95%信頼区間を単
変量、多変量解析で求めた。

量 調 整 オ ッ ズ 比 は 1.65 (95% 信 頼 区 間 ：
1.17-2.35)であった。

また就労と過去流産歴も相加的な関係があ
り、就労している過去流産歴のある女性では
多変量調整オッズ比は 4.31(95%信頼区間：
2.37-7.86)であった。

（考察）
欧米では特定の職業と早期流産についてい
くつかの調査がなされており、たとえばスウ
ェーデンでの 1980 年代の調査では建設業や
農業など肉体的負担の大きな職業への女性
の就労と早期流産で関連を認めた。日本にお
いては主婦の早期流産率が 8.9%であったの
に対して就労女性では 13.1%と有意に高率で
あったという報告があるが、この調査では年
また喫煙歴と過去流産歴には相加的な関係

齢による調整は行われていなかった。日本以

があり、喫煙している過去流産歴のある女性

外で職種によらず就労が早期流産のリスク

では多変量調整オッズ比は 5.56(95%信頼区

となる報告はこれまで見当たらず、その要因

間：3.04-10.1)であった。就労に対する多変

として日本において夫婦の家事育児の分担

で女性に偏っていることが影響している可
能性が考えられた。肥満に対する多変量調整
オッズ比は 1.40 (95%信頼区間：0.87-2.25)
であり、早期流産の間に強い関連は認められ
なかったが、日本では欧米と異なりやせの女
性が多く肥満の女性が少ないことが影響し
ていると考えられた。また 1 日 20 本以上の
喫煙をする夫をもつ女性では多変量調整オ
ッズ比が 1.30（95%信頼区間：0.82-2.06）で
あり早期流産との間に強い関連は認められ
なかった。
日 本 人 女 性 の 早期流 産 に 関 し て 喫 煙
と就労が重要な公衆衛生問題であ
ることが示された。
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