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男性における成人の皮下脂肪と内蔵脂肪組織量の予測因子としての小児期と青

年期のBMI変化

Jemy M.Kindblom,Mattias Lorentzon,Asa HCHqviSt,Lars Lonn,John Brandbcrg,Staffan Nilsson,

Enslo Noゴ av&ra,nd Claes Ohlsson

目的一内臓脂肪組織量は,メ タボリック症候

群の危険因子である.幼児期及び青年期の

BMI変化がどれだけ成人の脂肪分布を予測す

るかは明らかではない.我々は,小児期と青

年期のBMI変化によつて成人の皮下脂肪と内

蔵脂肪組織の予測を開発する時に crtticalな 時

期があると仮定した。

研 究 計 画 と方 法 一 詳 細 な 発 育 曲線 が

Gothenbllrg  OStCOporosis  and  Obesity

Detcminants G00D)Study ln=612)に 参加 し

ている男子について再生された。18歳から20

歳までの身体組成が,二重 X線吸収法で分析

され脂肪組織面積は腹部の CTを用いて分析

された。

結果一本研究の主な結果は,BMI Z― スコアが

変化 しない被験者より青年期に lSD以上の

BMIZス コアに増加が見られた被験者の方が,

思春期前の BMIに関係なく大きな皮下脂肪

(+138%;P<0.001)と 内蔵脂肪 面積 (+

91%,P<0.001)を 示 した。それに対 して,小児

期後期に l SD以 上 BMI Zス コアが増加する

被験者は,BMI Zス コアが変化せず内蔵脂肪

組織量も変化 していない被験者より多量の皮

下脂肪組織 (+83%;P<0.001)を 示 した。青年

期の BMI変化は,内蔵 と皮下の両脂肪組織を

予測するが,それに対 して小児期後期の BMI

変化は皮下脂肪組織だけを予浪1す る。

結論一若年成人男子の内臓脂肪量は,特に青

年期の BMI変化に関連するが,皮下脂肪組織

量は,小児期後期と青年期の両方の BMI変化

に関連 した.D′αbι′ιs 58′ θ67-θ Z,2θθ9

小児期肥満は,西側世界で流行 してお り,

成人ばかりでなく小児も現在メタボリック症

候群の治療を受けている(1).肥満は,糖尿病

や心血管系疾患の進展にとつて重大な危険因

子であり,UoS.National HCalth and Nutrhion

Examination Survey(1999‐ 2002)の第 3報では,

6歳から 19歳 までの男児の 16.8%が過体重か

過体重の危険にさらされていた (1,2).

大量の内臓脂肪は,メ タボリック症候群や

心疾血管系疾患の危険因子であることが良く

知 られている(3.4).最近の研究は,皮下脂肪

組織量もメタボリック症候群に関係 してはい

るが,内臓脂肪組織量の方がより強く関連 し

ているため独立した危険因子とみなされるこ

とを証明した(5).

BMIの ような小児期肥満の人体計測学的尺



度は,成人期肥満の尺度 と関連することが示

されている(6).成人肥満のみならず成人の脂

肪量や分布の予浪1因子としての小児期及び青

年期の BMI変化の概念は,BMIが身長や体重

などの標準化 された発育曲線から容易に得ら

れるため魅力的である.BMIも肥満も小児期

から成人期までつながることが報告されてい

る ;成人期まで密接に,よ り強 くつながる

(7‐9).最近の研究は,小児期における BMI

の急激な変化 と冠状動脈性事故の増加や耐糖

能障害をも結びつけている(10-12).

Sachdevら によるNew Delhi出 生時コホー ト

研究では,小児が成人の身体組成指標を明ら

かにする目的で誕生から 21歳まで人体計測

で追跡された(13)。 その著者 らは,小児期初期

の BMIが ,イ ン ド人小児において成人肥満に

関する人体計測学的指数より成人の除脂肪に

関する人体計測学的指数を予測 したと報告し

た。それに対 して,8歳 のBMIはこれら小児に

関する肥満指標の明確な予測変数であった。

内臓脂肪貯蔵の分析は,Ncw Delhi誕生時コホ

ー ト研究では行われなかつた.

Dietzは,肥満開始の criticalな 時期として

“adiposityリ バウン ド “(5歳以降 BMIが リバ

ウンドする)と 青年期の両方を以前に明らか

にしている(14,15).我 々 と他の研究者達は ,

思春期と脂肪蓄積 との間の関連については支

持 している(16-20).我 々は,男性における思

春期初期と成人年齢における高いBMIと の関

連について説明 し,思春期のタイ ミングが思

春期前の BMIと は関係なく,脂肪分布の中枢

パターンや内蔵脂肪貯蔵を予測することを示

した(16).Foxら (21)は ,腹部内脂肪 と皮下脂

肪の比が男児(4=25)で は思春期初期に増大し

たことを報告 した.それに対 して,8人の肥満

小児を研究 している Bralnbillaら の小規模な

研究では,腹部内脂肪量が思春期には増大 し

なかつたことを示 した(22).従って,小児期や

青年期のBMI変化が皮下脂肪や内臓脂肪の量

を男り々 に予測するかどうかは明らかではない。

我々は,特徴のはつきりしたスウエーデン人

若年成人男性の集団に基づいたコホー ト研究

を用い,月 児ヽ期と青年期のBMI変化によつて

成人の皮下脂肪 と内臓脂肪量の予測の開発に

は criticalな 時期があると仮定した,従って,

本研究の主要な目的は,若年成人の皮下脂肪

と内臓脂肪貯蔵に関す る小児期 と青年期の

BMI変化の役割を研究することである.

研究計画 と方法

Gothcnburg Ostcoporosis and Obesity Dcterlninants

(G00D)研究は,先述 したように脂肪量の規定に関

わる環境要因と遺伝要因の両方を決定する目的で

開始された(23).G00D研 究に含まれている被験者

は,こ の研究に快く参加 している18歳から20歳ま

での男性であつた。その他の除外基準は何もなか

った.本研究の母集団は,民族性に関して均一で

あった.Gothcnburgの 一般的若年男性を代表する

(23)(デ ータは示 していない)総数 1,068人 の被験者

が本研究に登録された。1歳 と 10歳の間の BMIを

決定す るための完全な発育曲線 と体重曲線は ,

1,068人 の被験者のうちの 612人 の被験者について

入手できた(発 育曲線はサブサンプル).こ こに示し

た結果は,G00Dコ ホー ト本来のサブサンプルか

ら得られた.二重エネルギーX¨線吸収法の分析は,

発育曲線サブサンプルの 610人の被験者について
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実施され,それに対して,腹部の CT‐ スキャンは発

育曲線サブサンプルの 612人 の研究被験者のうち

の 201人 (CTサ ブサンプル)について実施された。

発育曲線サブサンプルは,(G00D18.9± 0.6,発育

曲線サブサンプル 18.9± 0.5歳で有意差なし),体

重(G00D73.9± H.9kg,発 育 曲線サブサ ンプル

(G00D73.3± H5kgで 有意差なし),身長 (G00D

181.4± 6.8cm,発 育 曲線 サ ブサ ンプル 182.0±

6.8cmで有意差なし),及び BMI(G00D22.4土

3.2kg/m2,発育曲線サブサンプル 22.2± 3 1kg/m2で

有意差なし)に 関して全 G00Dコ ホー トを代表 し

ている.CTサ ブサンプルは,体重,身長,及び BMI

(cTサ ブサンプル 体重 72.7± H.2kg,身長 181.9

±7.Ocm,BM121 9± 3.Okg/m2,全 G00Dコホー トと

発育曲線サブサンプルの両者に対して有意差なし)

に関して発育曲線サブサンプル と全コホー トを代

表するものである。しかし,CTサ ブサンプルの被

験者は,全 コホー トの被験者及び発育曲線サブサ

ンプルの被験者より僅かに若かつた (CTサ ブサン

フ
ρル  18.70.5房晟)(P<005).

G00D研究は,Gothcnburg大 学地元の倫理委員会

によつて承認 された。記述 と口頭のインフォーム

ド・コンセン トが全研究参加者から得られた .

人体計測学的測定.身長は,壁に取 り付けた身長

計を用い,体重は以前に記述 したように0.lkgの単

位まで計測した(16,23).

二重エネルギーX―線吸収法.総体脂肪量,体脂

肪率,総体除脂肪 量 ,体 幹 部脂肪量 は Lunar

Prodigy DXA(GE Lunar,Madison,WI)を 用いて評価

した。

横断脂肪組織面積の腹部 CT分析。前述 した CT

法が腹部の横断脂肪面積を測定するのに用いられ

た(16,24,25).第 4腰椎 レベルの単一切片が Gcncr湖

Electtic High Specd Advantagc CTシ ステム (バージ

ョン RP2;GE Medical Systcms,MilWaukce,WI)で

取得された.皮下脂肪 と内臓脂肪面積が測定され ,

次に,内臓脂肪組織面積は腹腔内と腹膜後の脂肪

組織面積に分割 された。これは,皮下脂肪 と腹腔

内 /腹膜後脂肪面積の両方を決定するに利用でき

る.

小児期 BDIIの 評価 .発 育曲線 と体重曲線が ,

G00D研究の被験者について収集 され,縦断的な

発育が前述 したように幼児期‐小児期‐思春期(ICP)

モデル(26)に よつて曲線にあてはめられた.ICPモ

デルは,数学的関数にヒ トの発育データをフィッ

トさせるのに広 く用い られているモデルである

(26).幼児期の部分は指数関数によつて表され,小

児期の部分は二次関数によつて,思春期の部分は

ロジスティック関数によつて表される このモデ

ルは,種々のphaSC間 の変換も含んでいる.我々は,

このモデルを用いて正確な年齢での身長を計算し

た。

BMIを含む身体組成は,思春期のステージやそ

れによる思春期のタイ ミングによつて大いに影響

される(28)思春期発育スパー ト周辺の幾つかの身

長 と体重の測定値を必要 とする思春期タイ ミング

決定のために十分なデータを持つ完全な発育曲線

は,本研究に用いた発育曲線サブサンプルには利

用できなかつた.従つて,我々は思春期を除いた

前後の BMI沢 1定値を使用することを選んだ。小児

期のデータの収集 と処理,ま ,2003年 と2008年の間

に行われた。1歳 と 10歳の間の体重は,滑らかなス

プライン曲線を用いて各小児の体重曲線にフイッ

トさせることで推定 した(Rノくッケ~ジ統計の滑

らかなスプライ ン曲線 ,統 計計算のための R



foundation,Vicma Austria;httDノ /WWW.r‐。五cd.orgヽ

1歳 と10歳の間の BMI値は,体重と身長の推定値

から算出した

SDで表 した研究母集団に関係する変数の標準化

であるZス コアは,ソ フ トウエア SPSS 15.0(SPSS,

シカゴ,IL)を 用いて算出した.本 コホー トの各被

験者(″=612)と 各年齢について,身長は ICPモデル

を用いて計算 した.次 に,こ れ らの値は,特定年齢

で現在研究されている母集団内で計算された身長

の変動 (SD)に 基づいた各年齢の各被験者につい

てのZス コアを計算するのに使われた。BMI或いは

BI唖 Zス コアの変化によつて説明される若年成人

の身体組成パラメータの分散(R2)と 小児期 と青年

期に対応 したβ係数は,午齢で補正 した成人の身

体組成を従属変数 とした単回帰分析を用いて算出

した.年齢補正は,被験者の身体組成分析時の年

齢が少 し違ったために(18‐20歳 ,平均士SD 18.9士

0.5歳 )実施 し,ま た,脂肪分析時の年齢 と身体組成

変数間でも実施 した。その後の全ての統計計算は,

年齢―補正 した身体組成変数を使つて実施 した。図

2の計算について,ベースライン BMIの補正が行

われた。BMIと 身体組成分析から得 られた脂肪パ

ラメータは対数変換 されている.全ての統計分析

には,ソ フ トウエア SPSS(バージョン 15.0)が使

われた.値は,別に記述 しないかぎり平均値±SD

として示している。

結果

G00D集 団研究は,以前に記述 されている.

本研究は,入手できる詳細な発育曲線をもつ

1歳から10歳 までの被験者が含まれたG00D

コホー ト(4=1,068)の サブサンプルo=612[発

育曲線])で ある。

本研究に参加 している被験者の人体計測値

及び脂肪 (DXA)/脂 肪組織面積(腹部 CDの

没1定値は,表 1に示 されている.

TABLE l
Anth・OpOmetncs and fat varlables

Mean i SD  Vedim(rttge)

AdJtanmopo■ etrlcs

o=612)
Age cearS)
Height(cm)

辮曽綿 Bw α山り
Childhood antlyopometl・ ics

o=612)
l year of age

Lengtll Ccnly

蝙根品
4 years of age

Height(cnl)

賠性品
10 ye餌 of age

耳eight Cclll)

賠蹴も
Attt DXA meastlrenlentts

c71=610)
Whde body fat αg)

Percentage body fat(り
Fat maSs tu此 00
Wllole body lean mass

αD
Adl■t abdominal CT

measurements

面 化電ボ2)

18,9■ 0,6

182.0± 6,8

73.3■ 11.6

22.1± 3,1

76.6=2,2
10.5± 0,97

17.8=1.2

1050± 37
17.7tl.9
160± 1.2

142.3■ 6.2

34.6■ 17
17.0=2,0

12.9■ 7.5

16.8■ 71
6.5± 4.1

57.4± 6.2

18,9(18,0-20.1)

181,9(161,0-202,8)
71,7(61,3-122,8)

21.6(16.1-41.6)

76.6(68,6-828)
10,4(7.9-13,9)

17,3(14.3-22.8)

104,9(946-116.6)
17.5(12.卜 24,1)

16.9(128-21.3)

142,1(125,卜167,1)

33.5(23.3-59.1)

16.5(18,2-26.9)

11.1(3,1-543)

16.5(5,2-44.9)

6.50,興 0,9)

57,O C40,7‐ 77.3)

76(11488)
20(3-84)

＋
一　
＋
一

CT,conlputed tomography.

青年期 に加 えて小児期 の初期 と後期両方

の BMI変 化が,若年成人の BMIを 予測 し

た。

このコホー トにおける平均 BMIは ,小児期

初期の年齢で低下し,adiposityリ バウン ド(最

低の BMI)は ,6歳 の少 し前に達成され,その

後上昇 し始める(図 1のИとB).小児期の前期

(1-4歳 )と 後期(4-10歳 )両方の BMI変化(図 2)

ばかりでなく BMI(図 lCと のが成人 BMIの

明確な予浪1変数 として期待された.青年期に
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は,思春期のステージが身体組成に影響を及

ぼす(29).思春期の開始における個体変異が

青年期の計算を混乱させるであろうから,成

人のBMIと 身体組成に関する青年期の各個体

の年齢に対するBMIの予測役割は示 していな

1

18

1

関するβ係数が図 2に示 され,思つた通 り,

青年期の BMI変化も成人の BMIを予測する

ことを示 している。

成人の総体除脂肪量 は,小児期初期 と青

年期の BMI変化によつて予測 された .
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い。その代わり,全青年期(10-19歳 )の相関に 発育期の BMI変化は,脂肪量,除脂肪量,



或いはその両方の変化を反映する.成人にお

ける種々の身体組成の予測に関して小児期の

BMIや BMI変化の役割を研究するために,発

育期の BMIと 年齢―補正 した成人の身体組成

変数間の関連が分析された.成人の総体除

Adult BMI Lcan lnass %body fat

脂肪量における分散 (R2)は ,小児期初期に

は増大 し,小児期後期には安定に達 し,青年

期には再び増大する相関に対応するβ係数ば

かりでなくBMIに よつても説明された(図 lC

とE及び 2).成人のBMIにおける分散と成人

の除脂肪における分散は,小児期の BMIに よ

って説明され,相 関に対応するβ係数は,そ

れらが明確に分割された場合,4歳 まで同じで

あった(図 lCと の.BMIにおける変化 と成人

の除脂肪量間の相関の β係数は,小児期後期

より青年期で高かつた(図 2)。 小児期後期を除

いて小児期初期と青年期の BMI変化は,若年

成人の除脂肪量に関する主要な決定要因であ

った。

成人の総体脂肪量 と皮下脂肪組織面積 は ,

小児期後期 と青年期の BMI変化によつて

予測 された。

異なつた発育期の BMIや BMI変化による

E]1 4 ycars

Eコ 4-10 ycars

■ 10_adult age

若年成人の総体脂肪量の予測は,除脂肪量の

それとは異なつたパターンとなつた。総体脂

肪量と体脂肪率の分散は,小児期の BMIに よ

って説明され,相関に対応するβ係数は,4歳

以前では低かつたが,4歳以降では,若年成人

の総体脂肪量と体脂肪率についてプロットし

た累加分散(R2)と 対応するβ係数は,成人の

BMIの分散を表示 している曲線をきちんと辿

つた(図 lCと ⊃。若年成人の総体脂肪率に関

する小児期 BMIの予測値は,4歳の BMIによ

って説明 された総体脂肪率の分散が僅か

1.7%であつたのに対 して 10歳では20.8%で あ

ったとい う事実(図 1の によつて説明されるよ
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うに,小児期後期に十分に高まつた.

詳細に脂肪分布を分析するために,我々は,

腹部皮下脂肪 と内臓脂肪面積を測定するため

腹部 CTス キヤン (G00Dサ ンプルの部分集

合[CTサブサンプル],n=201について)を実施

した。腹部の CT汲1定は,若年成人の皮下脂肪

組織面積における分散 と相関に対応するβ係

数を説明するための発育期 BMIの 寄与が4歳

以降明瞭な増大を示す総体脂肪量と総体脂肪

率のそれと類似 したパターンであつたことを

明らかにした(図 lDと の。若年成人の体脂肪

率と皮下脂肪組織面積について,相 関のβ係

数は小児期後期と青年期では同じ程度である

が,小児期初期にみ られるよりは明らかに高

い(図 2).

BMIは,小児期初期を除いて,小児期後期

と青年期に変化 し,若年成人の総体脂肪量と

皮下脂肪組織量を明確に予測 した.

成人の内臓脂肪組織面積 は,特 に,青年期

の BMI変化 によつて予測 された。

若年成人の内臓脂肪組織量 (腹腔内十腹膜後

の脂肪組織面積)の分散が説明する異なる発

育期間におけるBMIの貢献と相関関係に対応

するβ係数は異なり,明 らかに総体脂肪量と

皮下脂肪組織量のそれ とは異なるパターンで

あると理解 された。小児期の初期 と後期の

BMIと BMI変化は,腹腔内脂肪組織面積にお

ける分散に対してのみ僅かに寄与し,BMI変

化と若年成人の腹腔内脂肪組織量の相関に対

応するβ係数は低かつた (図 lDと F及び 2).

その代わり,青年期は,BMI変化が成人の腹

腔内脂肪組織量における分散の説明に十分に

寄与し始めた時であり,BMI変化と若年成人

の腹腔内脂肪組織の相関に対応する β係数は,

小児期の初期 と後期に見られたものより高か

った (図 2).腹膜後脂肪組織の結果は,腹腔

内脂肪組織に見 られたものと同 じであつた

(データは示 していない).小児期 と青年期

の年齢別標準体重を用いた分析は,年齢別標

準BMIについて見たものとある意味では同じ

であり,成人の脂肪パラメータと明らかな年

齢―依存関係を示 した (データは示 していな

い)。 それ とは対照的に,年齢別標準身長の

分析は,脂肪パラメータと明確な年齢―依存

関係を示さなかつた (データは示 していない).

小児期の初期或いは後期ばかりでなく,青年

期のBMI変化も,成人の内臓脂肪組織量を予

測 した。

BMIZス コアの変化 と成人の脂肪量。

BMIの発育変化 と成人の脂肪量 /脂肪組

織面積間の関連を更に説明するために,被験

者が 3つの異なつた発育時期におけるBMI Z

スコアに基づいてグループ分 された(>lSD,

-lSD以 下,及び平均BMIZス コア変化)(図 3).

小児期と青年期におけるBMIZス コアに lSD

以上の増大がある被験者は,BMIの平均変化

の被験者 より高い総体脂肪率(小 児期後期 ,

+44%,P<0.001;青 年期,+60%,P<0.001,図

3И)及び大きな皮下脂肪組織面積 (小児期後期 ,

+83%,P<0.001;青年期,+138%,P<0.001,図

33)を 示 した.そ れに対 して,小児期後期の

BMIZス コアに lSD以上の増大を示す被験者

は,BMI変化が平均である被験者 と比べて腹

腔内脂肪組織に違いはなかつた(図 3o.し か

し,青年期で,BMIZス コアにおいて lSD以上

の増大を示す被験者は,大きな腹腔内脂肪組



織面積を示 した(+91%,P<0.001)(図 3o.内臓

(腹腔内+腹膜外)脂肪組織面積ばかりでなく,

高い若年成人の皮下脂肪 と高い小児期後期の

BMI Zス コアとの特殊な関連は,総脂肪組織

面積について補正した若年成人の内臓脂肪組

アにも変化のない者 と同じであつた(図 3И―D).

従つて,内臓脂肪組織量は,青年期において

標準化されたBMIの大きな増大によつて明確

に予測されたが,大 きな皮下脂肪組織面積は,

小児期と青年期の両方のBMIの増大によつて
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織面積が小児期後期の BMIZス コアにおける

lSD以上の増大の被験者で明らかに低下した

という知見によつて支持 されている(図 3D).

それに対 して,青年期における lSD以 上の

BMI Zス コアの増大は,総脂肪組織面積につ

いて補正 した高い内臓脂肪組織面積 と関連 し

た(図 3o.lSD以 上 BMIが低下した被験者は,

研究したどんな脂肪パラメータの BMIZス コ

群翠Ψ ■1撃野 (蘊

予浪1さ れた。

青年期における BMIの 増大は,思春期前

の BMIと は関係 なく,成人の内臓脂肪組

織量を予測す る。

次に,我々は,思春期前の BMIが低い被験

者のBMI増大が,思春期前のBMIが高い被験

者に見られたように成人の内臓脂肪組織に同

じような影響を及ぼすかどうかを研究 した .
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被験者は,思春期前(10歳 )の BMI(低 15.2士

0.8kg/m2,平 均 16.7± 0.4kg/m2,高 19.3±

1.5kg/m2)と 青年期の BMIZス コア変化の三分

位値(低‐1.0± 0.6SD,平均 ‐0.1± 0.2SD,高 0.7

±0.6SD)に よつて分害1さ れた(図 4).3つ全て

40

35

30

25

予浪1変数 としての発育期におけるBMI変化の

役割は明らかではない.本研究の主な目的は,

若年成人男子のコホー トにおける色々な発育

期間のBMI変化 と若年成人の脂肪分布との関

連を研究することであつた.我々は,成人の

皮下脂肪組織量と内蔵脂肪量が別個の発育期

間の BMI変化と関連することを示 している。

我々は,BMIの増大が成人の総体脂肪量に明

確な影響を与える小児期年齢 も明 らかにし

た .

我々の主な結果は,成人の内臓脂肪組織量

が特に青年期のBMI変化と関連があるのに対

して,皮下脂肪組織量は,小児期後期 と青年

期の両方のBMI変化 と関連があつたというこ

とである。青年期の BMI Zス コアの増大が

lSD以上の被験者は,BMI Zス コアで平均的

な変化の被験者 より>90%以 上大きな内臓脂

肪組織面積を示 した。従つて,こ れ らのデー

タは,青年期の BMI増大が若年成人の大きな

内臓脂肪組織量と関連することを示 している.

多量の内臓脂肪は,心血管系疾患のよく知ら

れた危険因子である。最近の研究は,皮下脂

肪組織量もメタボリック シン ドロームと関

連するが,内臓脂肪組織量はより強く関連す

るため定量的危険因子であるとみなされるこ

とを示 している(5).皮 下脂肪 と内臓脂肪を予

汲1す る方法と時期に関する識別は,それによ

って心血管系疾患の予防に関する重要な知識

を高めるかも知れない。本研究では,思春期

前に低いBMIを もつ被験者の青年期における

BMIの増大が,思春期前に高いBMIをもつ被

験者と同じように成人の内臓脂肪組織量にも

影響を与えた。青年期におけるBMIの増大は,

5

0
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Prepubclttt Btt αθ ycぶ

の思春期前 BMIグループについて,BMIが青

年期に大きな増大を示 した被験者は,平均的

な思春期前のBMI増大の被験者より有意に大

きな内臓脂肪面積 を示 した(低 思春期前

BMI+56%,平 均 思春期前 BMI+53%,高 思

春期前 BMI+57%;全てで P<0.05)(図 4).青 年

期のBMIの増大は,思春期前のBMIと は関係

なく成人の内臓脂肪組織量を予浪1した。

考察

BMIも 肥満も小児期から成人期までつながる

が(7-9,30,31),成人の身体組成や脂肪分布の

マ
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思春期前のBMIと は関係なく成人の内臓脂肪

組織量を予測 した.

本研究では,小児期後期 と青年期の両方で

標準化されたBMIの lSD以上の増大は,成人

体脂肪率 と～50%以 上の関連があつた。New

Delhi誕 生コホー ト研究も小児期後期の BMI

変化が成人の脂肪量の人体計浪1学的測定値と

関連があつたことを示 した(13).New Delhi研

究は,コ ホー トを縦断的に追跡 した大規模な

ものであるが,脂肪量と除脂肪量の指標は人

体計沢1学的測定値からのみ得 られてお り,従

って,内臓脂肪はこの研究では確定すること

ができない。年齢別 の身長 と体重や Ncw

Dehi誕生コホー トのイン ド人小児 と西側世

界の小児 (13,32-34)の 栄養状態の違いもNcw

Delhi誕 生コホー トによるデータからは西側

世界へのデータの解釈を困難にするかも知れ

ない。本研究の大きな長所は,皮下脂肪 と内

臓脂肪面積の両方が腹部 CTス キヤンを用い

て測定されたことであり,我々にこれら 2つ

の脂肪貯蔵それぞれについて発育上のBMI変

化の予測値 を確定す る機会 を与えている .

1930年 と 1956年の間に生まれた男子を含む

デンマーク人研究では,7歳 と 13歳の間の

BMIの増大 と低下の両方を示 した被験者が

BMIレベルを維持した人達に比べて成人期に

おける肥満の高 リスクを示 したことが見られ

ている(35).対照的に,1983年 と 1985年の間

に生まれた男児の本コホー トでは,発育期の

BMIの低下ではなく増大が成人の脂肪量や

BMIの増大と関連があつた。デンマーク人研

究の被験者は,1930年 と 1956年の間に生まれ

たため,発育期における BMIの低下がこの期

間 (第二次世界大戦)における特定被験者の

一時的な栄養不足のような環境要因との関係

があるのかも知れない。本研究で,我 々は ,

小児期のBMIと 成人肥満との関連の特徴を述

べたが,成人肥満の本質的な部分が小児期肥

満によつて説明できないことは明らかである

(6)・

本研究では,小児期初期 と青年期の BMI変

化が成人の除脂肪量を予測 しているが,小児

期後期と青年期の BMI変化は,成人の総体脂

肪量を予汲1し た。これ らの結果は,小児期初

期のBMIがイン ド人小児において成人の脂肪

量の人体計測学的測定値以上に成人の除脂肪

量の人体計測学的測定値を予測することを示

している(13).こ のように本研究とNew Delhi

誕生コホー ト研究とは,小児期初期の BMI変

化が成人の除脂肪量の指標であり,小児期後

期と青年期のBMI変化は成人の総体脂肪量の

指標であるとい う意見を支持 している.我々

のデータは,BMIが増大するスウエーデン人

男児の境界年齢であつた 4歳 とい う年齢が明

らかに成人の高い総体脂肪量と関連があつた

ことを示 している。この年齢以前の高い BMI

は,成人の高い除脂肪量の指標であつた。今

回の結果は,関連研究に基づいているため注

意 して解釈されるべきであることが強調され

なければならない .

本研究は,若年成人の皮下脂肪組織量が小

児期後期と青年期の両方のBMI変化 と関連が

あり,若年成人の内臓脂肪組織面積は特に青

年期のBMI変化 と関連があつたことを示 して

いる.これらの結果は,思春期前の BMIと は

関係なく,青年期における BMIの増大を避け
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ることが成人の低い内臓脂肪量につながるの

かも知れないことを示唆 している.
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