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思春期における発育と身体組成の変性eL多成分身体組威モデルとの比較

JAMES NoROEMMICH,PAMELA A.CLARK,ARTHUR WELTMAN,AND ALAN D.

ROGOL.

身体組成の 4‐成分モデル (4C)が ,思春期

前と思春期の男児 (生殖器 I&H,n=17;生 殖

器 Ⅲ &IV,n=7)と 女児 (乳房 I&H,n=8:平 L

房 Ⅲ &Ⅳ,n=15)の 体脂肪率 (%BF)を推定

する 3-成分 (3C)モ デル と 2‐成分 (2C)モ デ

ルの正確さを決定する基準として用いられた .

3C水分 ‐密度 (3C‐H20)及び 3Cミ ネラル

ー密度モデル,二重 ‐エネルギーX‐線吸収法,

Lohmanの年齢 ‐補正式,SIaughterら の皮下

脂肪式,Houtkooperら とBoneauの生体電気イ

ンピーダンス式が評価 された.4Cモデルとの

一致は,測定した成分の数を増やすと (則ち,

体水分と骨 ミネラル)高まった。3C‐H20モ デ

ル以外は,一致の範囲が大きく,個体に対 し

て十分に機能 しなかった。二重 ‐エネルギー

X―線吸収法による平均%BF(23.6%)は ,基準

4C法のそれ (21,7%)よ り大きかつた。フィ

ール ド法では,Slaughterら の皮下脂肪式が
,

Houtkooperら や Boileauの 生体電気インピー

ダンス式より良く機能 した,除脂肪量の水和

は成熟に伴つて低下 し (生殖器 I&II=75,7%,

生殖器 ⅡI&Ⅳ =74.8%,乳房 I&II=75.5%,乳房

Ⅲ&Ⅳ=74.4%),ミ ネラル量は増加 した(生殖

器 I&II=4.9%,生 殖器 III%IV=5,0%,乳 房

I&II=5.1%,乳房 ⅡI&Ⅳ=5.7%).除 脂肪量の密

度 も成 熟 に 伴 つ て 高 ま つ た (生 殖 器

賤II=1.084g/ml,生 殖器 HI&Ⅳ =1.087g/ml,乳

房 I&II=1.086g/ml,乳 房 ΠI&Ⅳ=1,091g/mD.

全てのモデルは,SIiの 2Cモデルの%BFの過

大評価を減じたが,4C及び 3C―H20モデルだ

けが小児と青年の身体組成確認の基準法とし

て使われるべきである.

Children; adolesccntsi body fat; hydrostatic wcighing;

bloelcctrical impedance;skinfolds

小児における身体組成の正確な評価は,肥満

や関連する健康問題のリスクを検査するため

にも,ま た,脂肪組織や除脂肪組織の変化に

及ぼす種々の介入の影響を研究するためにも

必要である。最近まで,小児の身体組成に関

する殆 どの評価は,体脂肪率(%BF)を 明らか

に過大評価する Sti(26)の 2‐成分oC)モデル

に基づいていた。%BFの過大評価は,2Cモ デ

ル (参考文献 4参照)に使われた成人死体の

FFMよ り小児の FFMにおける水の高い比率

とミネラル と蛋白質の低い比率のため,除脂

肪量(FFM)で低い比率を示す小児の化学的未

成熟の為である。

小児における 2C身体組成推定法の不正確

さが,身体組成測定の多成分モデルの開発 と

いう結果につながつた(14).4‐成分 (4C)モデ



ルにおいて,FFMは,その構成要素 :水分,ミ

ネラル,タ ンパク質に分割 される.2つ の 3‐成

分(3C)モ デルが開発 されてお り,それ らのそ

れぞれは,1つ の成分に FFMの 2つの構成要

素を結合 して 1つの成分としている.3C水 分

―密度(3C―H20)モ デルでは,蛋 白質 とミネラ

ルが固体として結合されている.3Cミ ネラル‐

密度(3C‐ min)モ デルでは,水分 と蛋白質が脂

肪のない軟組織を形成するため結合されてい

る(4).身 体組成の多成分モデルは,高い正確

さを提供するであろうが,それ らが小児や青

年で広く確認されている訳ではない .

多成分モデルに加えて,小児の身体組成評

価にとつて技術的に難 しくはなく,高価でも

ない幾つかの方法が,FFMの密度の成熟変化

で補正するように開発 されている.Lohnall

(13)は,Sttiの式(27)について年齢 ¨補正係

数を発表 している.体密度が水中粋量法によ

って沢1定 されると,それは身体組成の2Cモデ

ルを計算する為に年齢 ‐補正 したSIiの 式に

用いることができる.数名の研究者達が,皮

下脂肪予測式 と生体電気イ ンピーダンス

(BIA)予 測式を検定及び交差検定するための

基準法としてこれ らの年齢 ―補正式を利用

している(12,16).し かし,Lo柚mnの年齢 ‐補

正式め妥当性は確定されていない。更に,皮

下脂肪式及び BIA式の幾つかは多成分モデル

に基づいて開発 されているが(2,H,28),こ れ

らの式は,異 なった被験者サンプルの多成分

モデルに対 して適切に交差検定されていない。

本研究で,我 々は,小児 と青年の身体組成の

2C,3C,及び 4Cモデル間の一致を研究した。

方法

被 験者 ,被験者は,思春期の発育と成熟に関す

る内分泌コン トロールの縦断的研究に登録された

24人 の男児と 23人の女児であつた.こ の研究は,

バージニア大学のヒ ト研究委員会によつて審査さ

れ,承認 された,イ ンフォーム ド・コンセン トは,

各小児の親から得られ,小児から同意を得た.

全被験者は,暦年齢別平均値の 2 SDの 範囲内に

ある身長,身長発育速度,及び体重であつた。身長

は,訓練された人体計測者(J.N.Rocmmich)に よつて

Harpcndcn身長計で測定された,骨午齢は経験を積

ルだ査定者(J,N,Rocmmお h)に よつて Fels法 (21)で測

定された.第二次性徴は,Tanncrの 方法(29)で評価

された.

総 体水 分 (TBW)・ 基線の尿サンプ)レ は,バー

ジニア大学 Gcncrtt Clinお d Rcscarch Centcrで夜間

絶食後の朝に採取した。次に,被験者は 1.5g/水

kgに希釈した 99.9%超 の2H20(ISOtCC,Mね misburc.

OH)の用量(0.5g/体重 kg)を飲んだ。投与瓶は,

40mlの水道水ですすいだ。尿サンプルは,投与 4‐

5時間後に採取し,ガス‐同位元素比率質量分析計

(Mctabolic Solulons,Mcrnmack,NH)に よつて分析

するまで‐20℃で低温小瓶に貯蔵した.2H20のプー

ルサイズは,基線とPrenlcc(19)に よつて記述され

た平衡尿サンプルから計算した,非水系組織への

重水素の取り込みについて補正するために 1.04と

いう因数が使われた(23).TBWは ,体温での水の

密度である09937で害1つ てリッターからkgに変換

した(10).

体密度 .体密度は,ShHng(25)に よつて以前に記

述された方法を用いて水中体重粋量法で浪1定 した。

肺残気量 (RV)は,水 中体重粋量時と同じ位鷲に



座つた被験者の窒素洗い流 し(32)に よつて陸上で

測定した RV測定は,2つの トライアルが±50ml

内になるまで繰 り返 した

骨 ミネ ラル 量 (BMC)。 全身の軟組織と BMC

の測定は,Hologに QDR 2000骨 密度計 (Hologic,

Wdtham,MDを 用いた二重 ‐エネルギーX‐線吸

収法(DEXA)で なされた.被験者は,ス キャンの前

に全ての金属を取 り去 り,金属を含んでいる衣服

を脱いだ。被験者は,仰臥位で静かなままでいるよ

うに指示された。一連の横軸スキャンは,1‐cm間 隔

で被験者の頭から踵までをペンシル ビームでなさ

れた 全てのスキャンは,1人の訓練された技術者

によつて Hologic‐ cnhanccd全 身ソフ トウエア・バ

ージョン 5.64で分析された.BMCは ,骨灰 ミネラ

ル密度の量と比較 して吸光光度法による骨 ミネラ

ル密度量の僅かな低下について補正するため 0,88

で除した(22,24)次に,BMCは ,0.824で除して総 ミ

ネラルに変換された(14).

4Cモデ ル .Lohmallの 4Cモデル式(14)が,全て

の別のモデルや式 を比較す るための基準法 として

使われた。その式は ,

%BF=(2747′ Db-0.714W+1146B-2.053)*100 (1)

ここで,Dbは体密度 (g/mり,Wは 体重の害1合 として

の総体水分量,Bは体重の害1合 としての骨 ミネラル

量である.

3Cモデル .3Cモ デル式が比較された Sin(27)

によつて提案された 3C‐H20式は,脂肪,水分,固

形物の成分を含んでいる

%BF=(2H8/DbЮ .78W-1.354)*100 (2a)

及び Lohmall(14)の 3C‐min式 は,脂肪,ミ ネラル
,

及びその他 (水分 とその他の固形物)を含んでい

る

%BF=(6386/Db 3.96M“ 090)*100       (2b)

ここで,Mは体重の害1合 としてのミネラル量 (骨 +

非骨)である。

2Cモデル .S汁12Cモデル (26)は,Shiモデル

の%BF過大推定について補正するための多成分モ

デルの能力を示すために分析に含まれた。Shi式は,

%BF=(4,95/Db 4.50)*100 (3)

FFMの密度における成熟関連の変化を説明する

Lohmanの 年齢別及び性別の式も%BFを予測する

のに使われた ,

人 体 計 測 法 .全ての測定は,一 人の経験を積

んだ人体計測者(J.N.Rocmmth)に よつてなされた .

Harrisonら (7)の 勧告がラン ドマークや方法のより

どころとされた.上腕背側部,肩 甲骨下部,及び下

腿部の皮下脂肪厚測定は,Harpcndcnキ ャリパーで

身体の右側 で行 われ,01mm単 位 まで記録 し

た。%BF予測に使われた式は,基準法として多成

分モデルを用いて導き出されてお り,性 と成熟に

ついて補正 した Slaughtcrら (28)の ものであつた ,

上腕背側部 と肩甲骨下部の皮下脂肪厚を利用した

式が Siaughtcr TttSと して参照され,上腕背側部と

下腿部の皮下脂肪厚を利用 した Siaughtcrら の式が

SlaughtcF TttCと して参照されている 皮下脂肪厚

測定に関する国内の信頼性は,先に記述(17)さ れた

ように浪1定値の技術的誤差 と変動係数(CV;表 1)

を計算 して評価 した。

Table l. Tech nical error of measurement

and oⅨ〕fflcient of varlation of theskinfold

th cknes measures for all subl∝ tS

Tochnical Error of

Measurement,mm
Coo伍 cient

OfVariation

Subscapular
Triceps

ⅣIedial calf

Values are for 47 subjects

BIA.BIAは ,Vdhdla 1990Bイ ンピーダンス分析

器(Vdhttla,San Dお go,CA)で 測定した.被験者は,



靴,靴下,どんな金属 (宝石や衣服)も はず し,次

に,測定の前 5分間,乾燥 した非導電性の表面に仰

臥位になつた 被験者は,腕 と脚を僅かに外転 さ

せ身体の他の部分につけずに不動のままであった.

500μ A,50‐口Hzの電気信号が誘導され,抵抗値が 4‐

電極配置によつて測定された。生体電気抵抗値は,

右手から右足までで測定された。ソース電極は,2

第中足骨の遠位端で足の前表面と第 3中手骨の遠

位端で手の後面に配置 した.受信電極は,躁の内

踵と外踵の間と撓骨 と尺骨の茎状突起の間に配置

した.ソース電極は,受信電極まで少なくとも5cm

遠位であった

基準として用いた多成分モデルによつて開発さ

れた 2つの身体組成予測式が交差検定された,FFM

を予測するHoutkoopcrら (11)の式は,

FFM=0.61(身 長
2/抵

抗値)+0.25(体 重l■ l.31 (4)

及び,FFMも 予測するVdhab生体電気分析器の使

用で特別に作られた Boitau(3)の 式は,

FFM(Vdhala)=4138+0657(身 長
2/抵

抗値)+0.16(体

重)-0,131(性 ) (5)

ここで,性は,分類上の変数 (+1=男 性,・ 1=女

性)である

FFMの 相 対 的組 成 .FFMに 対する水分,ミ ネ

ラル,及 び蛋白質の寄与率は,TBW,骨 ミネラル

(OM),非 骨 ミネラルNOM),及 び蛋白質を FFMで

割ることによつて計算 した NOMは,Mに 0176を

掛けることで求めた(14).蛋 白質″FMは ,蛋 白質

″FM=1-(TBW″ FM+0ヽクTFM tt NOンツTFM)と

して計算した FFMの密度(DFFM)は,水分について

0.9937,OM Iこ ついて 2.982,NOMに ついて 3.317,

及び蛋白質について 134ノmlと いう密度を仮定し

て計算した 炭水化物 (FFMの 0.6%で あると仮定

して)は,蛋 白質分画に加えた(8)

統計 分析 .各モデル と予測式は,Bland‐ALman

の相互比較(1)で 4Cモデルとの一致度で比較した

データのグラフによる表現に基づいたこの方法で,

2つのモデル間の平均差 (偏 り)が 4Cモデルから

得 られた値に対 してプロッ トされた.Bhnd and

ALmanに よると,も し,差の全てが平均値の±2

SDの範囲内で,そ の差と平均値間に有意な関係が

ないならば,そ の方法は同等のものと考えられる

しかし,幾つかの状況では,平均値の±2SDは ,臨

床的に関連性のある差かも知れない.こ の場合 ,

不一致の容認できるレベルは,厳格なレベル (例 え

ば,± l SD)以 上にセットすることができる.二元

配置分散分析[(2)性 ×(2)成熟]が ,身体的特性と

偏 りの差を比較するのに使われた。グループが結

合された場合,一元配置分散分析が,2C,3C,及 び

4Cモデルの%BFの平均推定値を比較するのに使

われた,ピアソンの積率相関係数が基準 4Cと 他の

モデル間で計算された.定誤差(CE)と 全誤差(TE)

が ThOnandら (30)に よつて記述された様に計算さ

れた,

結果

被験者の身体特性が表 2に示 してある.性‐

成熟相互作用はなかつた.幾つかの性差があ

つた :男 児は,女児より大きな Db,低い%BF

と 脂 肪 量 を 示 し た .TBW(P=0,08)と

FFM(P=0.07)の 性差は:明 らかに似通つてい

た 予期 した通 り,思春期成熟のため色々な

差もあつた.思春期的な発育が進んだ男女は
,

思春期前の男女より年長であり,背 が高 く
,

より骨成熟 してお り,体重が重 く:体水分

量,%BF,及 び FFMの大きな値を示 した。体



密度の成熟差 (P=0.08)は ,明 らかに似通 つて  い う平均値で%BFを過小評価 した,そ の他の

ぃた。                    全モデル と式は,様 々な量で%BFを過大評価

Table 2.SubleCt Characteristlcs,lncluding maturational sta9o(dlstrlbutionofstagesareshown),
and four‐oompartment estimates of body∞ mpositlon grouped by gender and pubertal stage

Maleo(n=24) Fernale8(n=23)

Genital I&H(n=17) Genital HI&Ⅳ (n=7) Breast I&II(n=8) Breast III&IV(n=15)

札 e,十 yr

Height,十 Cm
Bone age,l yr

Pubertal stage

VVeight,十 kg
Body densitytt g/ml

TЭ tal body water,十 kg
%Body fat■十
Fat"ee mass,十 kg
Fat mass,*kg

109± 03
(92-142)
1447± 21
112=04

Genital I(n=15)
Genital H(n=2)

3742=228
10397二L0003
2248■ 124
1988± 143
2967± 158
780■ 101

134=05
(11.1-154)
165.8± 3,7

145± 0,6

GenitalIH(n=3)
Genital IV(n=4)

5353■ 384
10515■ 0005
3465■ 209
1368=240
4624=266
730± 170

104=04
(8.5-130)
1411± 3.0

107=0.5
Breast I(n=7)
Breast II(n=1)

3941■ 314
10303==0004
2176± 171
26.26± 1.96

28,77■ 217
1064■ 139

133± 03
(11.0-14.3)
160.3± 2.3

139=04
Breast III(n=5)
Breast IV(n=10)

5196■ 243
10337」=00032953=1.32
24,16± 1.52

3964± 1.68

1290■ 108

Values are means ■ SE、vith range for age given in parenthesesi n , no of subjects ■Signincant gender ettect, P≦ 0.05 +Sig過 cant

maturation egect,P≦ 005

表3は ,FFMに対する水分:ミ ネラル1蛋 白

質の寄与率を示している 思春期の被験者は
,

小 さな FFM(TBW″ FM)水分 率 (P=0.09)と 大 き

な FFM総 ミネ ラル 率 (ⅣL/FFM)(P=0・ 05)を示 し

ている。NクTFMは ,男性被験者より女性で大

きかつた(P=0.01).思 春期の男女児は,思春期

前 の グ ル ー プ よ り 大 き な DFFM(P=0.06)を 示 し

た .

した.予期 した通 り,Si責 2Cモデルの CEは
,

その他全てのモデル より有意に大きかつた .

Boileau BIA式 の CEは ,Houtkooperら の BIA

式を除いて,その他全ての式と有意に異なつ

た.TEは ,実際の%BF値(基準 4C)と 予測 し

た%BF値の間の差を反映し,ア イデンティテ

ィ・ライン周辺のバラツキを反映する(30).TE

は,0.88%BF(3C‐H20)か ら6.07%BF(Boileau

Table 3. Proportional contrlbutlon of wateL mineral,and proteln to the fat‐ free mass

grouped by gender and pubertal stage

Males(n=24) Females(n=23)

Genital I&H
(n‐ 17)

Genital HI&IV
(n=7)

Breast I&H
(n=8)

Brea8t III&IV
(n=15)

TBW/FFルI,%
Mineraν TFM,■ 十

O/o

ProteiゴFFM,°/0

FFM density g/ml

7571± 049
486± 0.13

1943± 045
10841=0002

74.83± 082
497=022

20.21± 076
1087± 0003

75501=0.67
5.11± 018

1989■ 062
1086」=0003

74.41■ 0.52

567=014
1992■ 0.48
1091± 0002

Values are means tt SEi n,no ofsubjects TBW,total body water FFM,ね t iee mass★ Signttcant gender e“ ect,P≦ 005 +Signttcant
nlaturation e“ ect,P≦ 005

4Cモデル と比較 した身体組成モデルそれ

ぞれの%BFに 関す る r2,cE,及 び TEが表 4に

示 され てい る。R2は 0.990(3C‐ H20)か ら

0.402(BoilCau BIA)ま で の範 囲 に あ つた。CEで

不さオしているように,Houtkooperら と Boileau

の BIA式は,それぞれ,068及び 2180/OBFと

BIA)ま での範囲にあつた,3C‐H20式の TEは ,

他のモデルや式の TE値より2,36倍 から 5.89

倍低かつた.

SIi 2Cモデルは,5.150/0程 度%BFを 過大評

価 し,平均偏 りの周辺でかなりの量の変動を

示 した (図 lA),幾つかの予測誤差は,一致



Table 4. Correlation statistlcs used for

cross‐vandatiOn of prediction equations

against iour― ∞ mpartment criterion

A

1ヽ。del CE.%BF TE.%BF

Siri 2C

bhman age adJusted
3C・ mh
3C H20
DEXA
Slaughter T tt C

Slaughter T+S
Houtkooper et al BIA
Boileau BIA

0783
0778
0812
0990
0713
0610
0621
0434
0402
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114
040
075
188
031
010
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-2.18
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Values are br 47 subjects CE,constant error TE,total errori BF,

body faJ 2C,2‐ compartment mode1 3C, 3‐ conlpartment modell

3C min,3C mineral‐density modeL 3C H20,3C water‐ density modeL

DEメしヽ,dual energy X‐ray absorptiometry Slaughter T+C and T十
S,Slaughter et al equations that utilize the triceps and subscapular

skinfolds and the triceps and calf skinfolds, respectivelyl BIA,
bioelectricalimpedance,

の大きな±2 SD限界を越えた。Siri 2 Cモ デル

による%BFの 過大評価 は,%BF(r2=015,

P=0.007)に 依存 し,低い%BFで は大きく過大

評価 した。また,偏 りは,女性被験者におけ

るより男性で大きかつた(表 5).Sin 2Cモ デル

に Lohmanの年齢―補正係数を使用すると(図

lB),1.14%BFと いう平均過大評価まで偏 りを

縮小した,誤差の許容範囲(図 lB)は,5%BFの

過小評価から 8%BFの過大評価までの範囲に

あり,ま だ大きかつた。幾つかのデータ。ポイ

ン トは,大 きな±2SDの誤差の許容範囲に近

いか越えていた.Siri 2Cモ デルと同様に,偏

りは女性被験者より男性で大きく,°/oBFの 過

大 評 価 は ,%BFに 依 存 し た (r2=0.08,

P=0.06).%BFに 関する範囲の上端で,1つの推
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Fig l A: bias(dttference; △)in percent body fat(%BF)騰 om
4 compartment(4C)model― Siri 2 compartment(2C)model vs 4C
model%BF 8:△ in%BF Trom 4C model-2C Lohman age adjusted
equations vs 4C model%BE Dashed lines,mean△ i solld lines,■ 2

SD of mean△ ;dotted line,regression between△ %BF and 4C model
%B「 O,Breast I&IIね male subjects;● )breast IH&IV female
SubieCtSi△ ,genital I&H male subjectsi▲ ,genital HI&IV male
subjects

定値 だ けが平 均 差 を越 えた。偏 りの成 熟差 は ,

明 らか に似 通 つた (P=0.09)(表 5).ミ ネ ラル組

成比(3C‐ min,図 2A)の 相関も,偏 りの平均過

大評価(0.40%BF)を縮小したが,Lohmanの年

齢 補̈正式のそれを越えて一致率を改善しな

かった.Siri 3C‐H20モデル(図 2B)は ,0,75%BF

Table 5 Mean bias and± 2 SD im tsofagr(ementfor9る BF by gender and pubertai stage

Males(n‐ 24) Fer.nales(n=23)

Genital III&IV
(n=7)

Breast I&H
(n‐ 8)

Breast HI&IV
(n-15)

r2_015,p=0007

が手ず詈
ぷ
IFβ丁~

Siri 2C☆

Lohman age adjusted'
3C Min
3C H20
DEXA
Slaughter T+C・
Slaughter T+S
Houtkooper et al.BIA
Boileau BIA★ 十

1/alues are means± 2SD n,No of subjects For each comparison,bias is%BF from criterion 4 compartment method alinus%BF from
alternative method ☆Signttcant gender elect,P≦ 0 05 1Signincant lllaturation eFect,P≦ 005

-628■ 610
-153■ 628
-082=606
-087=096
-1.13=841
-070=981
-052■ 981
087=1096
246=1121

-686=661
-391± 677
-147=656
-077■ 104
-343=909
-406■ 1058
-283± 1058
-261=1294
-339± 1482

-408± 577
051± 594
090■ 572

-094■ 091
-2.68± 794
182± 928
203■ 922
3.22± 1030
6.25± 1058

-383± 612
-056± 6.27
-029■ 607
-050■ 096
-162± 842
-034± 984

0、 21± 984
003± 1092
093■ 1123
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考察

%BFを予測するために現存する身体組成

式の能力が,小児 と青年でテス トされた.全

ては,FFMに対する水分とミネラルの比にお

ける個体差と成熟差を説明することによつて

誤差の小さい身体組成 4Cモデルに対 して確

認された。S静12C式を除いて,テス トされた

式の全ては,身体組成の多成分モデルに対 し

て直接確認 されたか,元 々確認 されていた .

我々の結果は,Sinの 2Cモデル とDEXAに よ

る%BFの 平均推定値が基準の 4Cモデルより

有意に大きかつたことを示 している。誤差の

許容範囲 (平均偏 りの±2SD,図 1‐4)の比較
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subjects.

では,3C‐H20モ デルが他のモデルや式より少

なくとも 5.16倍 良く 4Cモデルと一致したこ

とを示 した。3C‐H20モデルを除いて,4Cモ デ

ルとの誤差の許容範囲は大きく,そ のモデル

は,個体に関して十分に機能 しなかつた.

ここに示 した FFMの比率組成や DFFMデ~

夕は(表 3),小児と青年に関する以前の研究に

匹敵し,我々の 4Cモデルの妥当性を支持 し
,

その結果をここに示 した。思春期前の男児と

女児の TBW/FFMは ,それぞれ,73.1か ら

76.2%ま で,72.2か ら77.0%ま でと報告されて

おり,ま た,思春期男女児のTBW/FFMは ,そ

れぞれ 74.2か ら75,0%,74.0か ら75.5%と 報告

されている(3,8‐ 10,13,15,31).M/FFMも 10.5歳
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とい う平均過大評価 を示 し,一 致で最 も狭い

範囲(2 SD=± 0.99%BF)を 示 した ,3C‐ H20式

の誤差の許容範囲は,3C‐minモデルのそれ よ

り516倍低く,それは小さな誤差の許容範囲

を示した.3C‐ H20モデルに関する%BFの差の

殆どである9つは,± lSDの範囲内であった.

偏りは,思春期前の被験者で大きくなる傾向

にあった(P=008,表 5).DEXAモデル(図 2C)
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Fig 2 A:△ in%BF from 4C model-3 coinpartinent nnineral density
(3C n、in)I■ odel vs 4C inodel%BF BIΔ %BF ttom 4C model-3C
water density(3C H20)mOdel vs 4C mode10/。 BF Ci△ in%BF tto:ll
4C lllodel― dual ener[ν  X ray absorptiometry(DEX´ O vs 4C nlodel
%BF Dashed lines,mean△ i solid lines,=2 SD of mean Δl dotted

lines,regression between△ %BF and 4C model%BF o,breast I&II
ねmale subleCtSi O,breast HI&IV ttmale subjectsi△ ,genital I&H
male subjects;▲ ,gen■ tal III&IV male subjects

は,‐ 1.88%BFと い う平均過大評価の偏 りをつ

くりだ し,皮 下脂肪厚法 と BIA法 を除いて
,

誤差の許容範囲(2SD=+8.30%BF)は ,テ ス トし

たその他のモデルの どれ よ りも大 きかった .

全ての被験者の%BFの 推定値が 1つ のグルー

プに統合 され ると(デ ー タは示 していない),

DEXAに よる%BFは、4Cモデルによるもの

より有意に大きかつた。

皮下脂肪厚式 も2C Sinモ デルに比較 して偏

りを縮 /Jヽ した.Slaughter TttCと Slaughter TttS

式 (図 3,Aと B)は ,それぞれ 0.31と 0.09%BF

程度,及 び 8,10と 9.88%BF程度,そ れぞれ誤

差 のヽ 許 容 範 囲 (± 2SD)を 過 大 評 価 した .

Slaughter TttC式 は,%BFが 30%を越えた場合 ,

十分に予浪1し なかった,Slaughter TttC式 は ,

女児 よ り男児 で よ り%BFを 過 大評価 した

(P=0.03,5),Slaughtcr TttS式 は,女性被験者で

体脂肪を過小評価す る傾 向にあ り,男性被験

者 で体脂 肪 を過 大評 価 す る傾 向 に あ つた

(P=0.08,表 5).Houtk00perら とBoileauの BIA

式(図 4,それぞれ Aと B)は ,それぞれ 0.68と

2.18%と い う平 均 の 偏 りを 生 み 出 した 。

Houtkooperら と Boileau BIA式 の誤差の許容

範囲は,それぞれ H.04と 1202%BFで あつた ,

Houtkooper   ら  (r2=0.22,   P=0.001) と

Boilcau(r2=0.14,P=0.01)の BIA式 の 偏 り

は,%BFに依存 した。Houtkoopcr BIA式 も思春

期男児の%BFを過大評価 し,思春期前 と思春

期初期の女児の%BFを 過小評価す る傾 向に

あつた(P=007,表 5)%BFを推定する Boileau

BIA式 の偏 りは,被験者の性 と成熟の両方に

依存 した(表 5).
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で男児 (4.90/0)よ り女児 (5,0%)で 大きくな り,

105歳 と 13.5歳の間の男児では実質上増加 し

なくなると既に報告されている(8,9,31).思 春

期前の女児の M/FFMは ,12.5歳の 5.3%か ら

14.5歳の 7.0%ま で増大する(31).

本研究の平均 DFFMも 先に報告された範囲

と一致する。9‐ 10.5歳 の男女児の DFFMは,そ

れぞれ 1.084か ら1.089g/mlま でと 1.082か ら

1.087ノ mlま でに及んでいる.13‐ 14歳の男女

児の DFFMは ,それぞれ 1087か ら 1.094動」

までと1092か ら1.093g/mlま でに及んでいる

(2,3,8,9,14)

siriの 2C式による思春期前 と思春期の男女

児における%BFの 過大評価 は,結果 として

DFFMの定数を 1.lg/mlと なるように 73.2%の

TBW/FFMと 6.8%の MだFMと い う定数を仮

定 したためである(4).例 えば,S静iの 2Cモデ

ルは女児 より男児の%BFを過大評価 したが
,

DFFMデ~夕 の比較(表 3)で は,女児が仮定 した

1.13/mlと 類似 した DFFMを示 した。身体組成

の幾つかの 3Cモデルは,TBW/FFMや M/FFM

における個体差や成熟差を補正するように開

発 されている.し か し,こ れ らのモデルは,

多種多様な被験者集団での交差‐妥当化を必

要としている(2).M(3C¨minモデル,図 2)の 相

関は,Sinの 2Cモ デルの 5.15%BFと 比較して

0.40%BFま で偏 りを小 さくした.し か し
,

3C‐mlnモ デルの TEは ,3C‐H20式 より2.36倍

高く,全体として 3C‐H20モデルが 3C‐ minモ

デルより正確に機能 した(図 2).3C‐mhモデル

(図 2)は,Lohmanの 年齢で補正した式のそれ

を 越 え て 目 立 つ ほ ど に は 一 致 度

(2SD=+6.06%BF)を 向上させなかつた(図 1,以

下に記述 した).こ のように,放射線被曝 (例

え少なくても)を必要とする 3C‐minモデル

は,個体レベルでもうまく機能せず,Lohman

の非‐侵襲的な年齢‐補正式を越えて小児の身

体組成を予測する正確 さを向上させることは

ない.

水は FFMの 74‐79%を 占めるが,ミ ネラル

は FFMの 4-7%と 比較的小さく占めるため

(26),TBWの 補正は,Mの補正より%BFを正

確に評価するであろう。もう一つの視点から

見ると,4Cと 3C‐H20モ デル間の CEの SDは
,

0.49%BFで ,それは,4Cモデルに含まれてい

るミネラル成分による誤差変動性の減少であ

る(24).4Cと 3C‐minモ デル間の CEの SDは ,

3.02%BFで あつた ,

3C― H20と 基準 4Cモデル間の高い一致度に

も関わらず(図 2),偏 りは,被験者の成熟に依

存 した(P=0・ 08)(表 5).これは,3C‐H20モ デル

が M/FFMに ついて修正されていない為かも

知れない.思春期前の被験者の ″ヽFFMは,思

春期の被験者で仮定 した定数以上だつた。し

か し,平均偏 りは,全ての被験者グループで

小さく,誤差の許容範囲±2SDは ,<1%BFで

あった.こ のように我々のデータは,3C―H20

モデルが妥当な%BFの 予測変数であるとい

うSicon01■ ら(24)と Lohman(14)の 結論を支持

している.こ のデータは,小児や青年の基準

法として 3C‐minモデルの使用を支持 してい

ない.

多成分モデルは,正確 さにおいて利点をも

たらすが,多 くの研究者は,価格や技術的な

制約のために利用することができない.従 つ

て,Lohman(13)は ,Si五 の 2C式に関する年齢―
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補正定数を公表 した。これ らの式は,基準法

として記述されてお り(4,13),他の方法を確認

するため(12,16)に 使われている Lohmanの 年

齢‐補正式は,Sきiの 2Cモ デルによる過大評価

を低減 した(図 1).し かし,誤差の許容範囲は

大きく,SIiの 2C式 と非常に類似 した(図 1)

Lohmanの式は,本研究の男児に見られたも

のより大きな DFFMを 想定 し,それが結果的

にO/。BFの過大評価につながつた(表 5).さ ら

に,Lohmanの式の偏 りは,%BFに依存する傾

向 に あ り(FO.28,P=0.06),一 般 的 に <120/OBFの

男性の%BFを過大評価 した.

従って,Lohmanの 年齢‐補正式は,図 1に示

したように,新 しい式や既存の式を確認する

の に使 われ るべ きで は な い し,小 児 の

TBW/FFMや M/FFMが年齢別性別の平均値 と

異なるならば,大 きな予沢1誤 差が生 じうる

(13).Lo柚餞n(13)に よつて示唆されたように,

これらの式を更に改良するために,今後の研

究は FFMの水とミネラルの分画を報告 し続

けるべきである.更 に正確にされた式は,医

師やコーチが青年のレスラー,体操選手,長

距離ランナーのミネラル重量を簡単に,よ り

正確に推定することを可能にするであろう.

本研究の最も痩せた被験者における Lohman

の式による%BFの過大評価は,これ ら個体の

ミネラル重量の処方を損なつている.

小児や青年の 4Cモデルに対 して DEXA法

を交差‐妥当化 している研究は他にない.%BF

の平均 DEXA推定イ直は,4Cモ デルより高かつ

た,Hologた DEXAは ,73.2%の 比較的低い定数

を仮定しているため,幾分°
/・BFを過大評価す

る(表 3参照)。 大きな誤差の許容範囲 (図 2)

と大きな TEを示す DEXAは ,小児や青年に

おいては正確さが限定される.DEXAは ,小児

の身体組成確認研究の基準法として使われて

いる(5,18).しかし, このことは,DEXA のソ

フ トウエアが FFMに対する水の寄与率にお

ける成熟差を説明できるまでは避けるべきで

ある.

身体組成研究の重要な要因は,臨床的,教

育的,健康クラブ環境などでの正確な身体組

成評価を可能にする人体計測法や BIAの よう

な フィール ド法 を開発す る こ とで ある .

Slaughtcrら (28)は ,4Cモデルに対して確認 し

た皮下脂肪厚式を公表 した.しかし,彼 らは
,

身体組成の多成分モデルを用いて正確に交差

‐妥当化 していない.本研究において,皮下脂

肪厚式は個体に対 して十分に機能 しなかつた

Reilbyら (20)は ,Siriの 2Cモ デルの修正に関し

て Slaughter TttS式を交差‐妥当化 し,大 きな誤

差の許容範囲を示 した,男性被験者について
,

SIaughtcr T+S式 は,～7%BFと いう誤差の許容

範囲+2SDで～3.5%程度%BFを過大評価 した.

女性の被験者 について,Slaughter T+Sは ,

12%BFと い う誤差 の許容範 囲で～2.5%程

度%BFを過小評価 した。このように,Shughtcr

らの皮下脂肪厚式(28)が 小児や青年にとつて

最も正確であると見なされるには,さ らなる

改良が必要である。あいにく,小児で使 う適

切な皮下脂肪厚式は,例えあるにしても少な

く,新 しい皮下脂肪厚式が開発 され,身体組

成の 3C‐H20或 いは4Cモデルのいずれかを用

いて確認されるべきである.

4Cモ デルと Houtkooperら (11)及 び Boitau

(2)の BIA式間の%BFの一致率の不足が 4Cモ
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デル(図 4)に 対 して確認 されたため意外であ

る。大きな誤差の許容範囲に加 えて,両 BIA

式の偏 りは,%BFに 依存 した,両 方の式は ,

痩せた被験者 (男性)の O/OBFを過大評価 し,太

った個体の%BFを過小評価 した.確認 された

当初,Houtkooperら の BIA式は,r2=0.95,2.lkg

の SE(SEE),51%の CVで FFMを予測 した.本

研究で予沢1変数 として FFMを使用すると,r2

は 0.91,SEEは 2.8kg,TEは 2.43 kg FFMで あ

った.Houtkooperら の式は,5 06kgと い う誤差

の許容範囲±2SDで平均 0.36kg程 度 FFMを

過大評価 した。研 究間のある程度 の違いは ,

本研究では Valllalla生体電気インピーダンス

分析器を使用 し,Houtkoopcrら は R」L分析器

を使用 したためか も知れない.予測式の開発

に同 じ分析器 を使用す るとい う選択の重要性

は ,先 に記 述 され て い る(6).Boileau(2)は ,

Valldhと R」L機器で別 々の式を報告 した .

Boileau Vahalla式 について,SEE は 1.75kg

FFMで あつた 本研究では,そ れぞれの r2,

SEE,TEは ,0.88,2.3 kg FFMと 2.62 kg FFⅣl~C

あつた,Boilcau式は,0.58 kg FFMと い う平均

過大評価 を生 じ,± 2 SDの誤差の許容範囲は

564 kgで あった.Boileau式は,女児,特に思

春期前の女児で一層大きな偏 りを生 じた。

結論 として,テ ス トした全てのモデル と式

は,小児 と青年の%BFの 決定で SIiの 2Cモ デ

ルの偏 りを縮小 した.しか し,3C‐H20モデル

を除いて,小児 によつては,4Cモ デル によ

る%BFの推定値 と 1)ⅣツTFMの修正(3C‐ minモ

デル),2)TBW/FFMと M/FFMの 平均量の修正

(Lohmanの 年齢―補正式),3)DEXA法 に基づい

たもの,及び 4)皮 下脂肪厚 と BIAに 基づいた

推定値間は概 して低い一致度である.研究者

は 3C‐ H20モ デルを用いると,高い信頼度を

持つことができ,それは妥当性試験の基準法

として使える.同 じ結論は,3C‐minモデルで

は得ることができない.Lohmanの年齢‐補正

式は,DEXAや 3C‐ minモデルと同様の予測を

するので,DEXAス キャンに必要な費用や被

曝が避けられる。一般的に一致度が低いため,

研究者や臨床医は,小児の%BFを推定すると

きは注意すべきである.新 しい式が開発 され

るべきであり,基準の4Cモ デルに対 して確認

されるべきである。それぞれに小児の%BFを

予 沢1す る最 近 のモ デル が能 力 不 足 のた

め,%BFを予測する業務は,本気でとりかか

るべきである.よ り正確な式が開発 されるま

で,3C‐H20モデルにアクセスできない研究者

や健康管理者は,誤つた%BFを報告するより

む しろ身長 と体重と共に皮下脂肪厚の合計値

を用いることを考慮 して欲 しい。

我々は,患者の管理をした Gcner」 Cllllた al Rescarch

Ccntcrの Sandra」 ackson及 び看護スタッフに,また,デー

タの収集の補助に対してBcctt Ndsonと SharOn Alldcrson

に感謝する 我々は,過 去 2年間の研究プログラムの連

続的なサポー トに対して被験者に感謝する

本研究は,一部,Natlond lnS■ tutc of Clllld Hcdth and
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て,Gencral Clinical Rcscarch Centcr Grant MOI RR‐ 00847

(UniVCrsけ 。f VIginlaに 対 して),Gcncntcchに よる grant

(P A Clarkに 対 して),UniVCrsⅢ  of Virginia Chndrcn7s

Mcdt」 Center(J N Rocmmthに 対 して)に よつて援助 さ
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