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思春期における発育と身体組成の変性 :Ⅲ.夜間成長ホルモンの放出に及ぼす成

熱9性,身体組威,脂肪分布,有酸素性能力,及びエネルギー消費量の影響

JAMES N ROEMMICH,PAMELA A CLARK,VUル IAI,STUART S.BERR,

ARTHURヽλ/ELTMAN,JOHANNES D VELDHUIS,AND ALAN D ROGOL

要約

我々は,健康な思春期前と思春期の男児 (そ れ

ぞれ,n=18と 11)及 び女児 (それぞれ,n=12と 18)

における性,性的成熟,4‐成分モデルで推定した身

体組成,体脂肪分布 (腹部内臓脂肪に関する MRI

と人体計測),有 酸素性能力,基礎代謝 と総エネ

ルギー代謝,超感度化学ル ミネンス分析による夜

間 GH放出間の関係を検査 した 血液サンプルは
,

血清 GH濃度‐時間曲線下面積 (AUC),GHピーク

高の合計 (ΣGHピーク高),及び平均最下点 GH

濃度を測定するために 18時から翌朝 6時まで 10

分 ごとに採血 した GHの 放 出は , ピー ク値

(43■02対 45■02)は そ うで な いが ,ΣGH高

(438±36対 241■ 3 5ng*mL‐
1,P=00002)及

び平均

最下点 (1.7■o2対 07±0.2ng*mLl,P=0.0002)の 増

加のため思春期前の被験者より思春期の被験者で

大きかった 女児は男児より大きな ΣGHピーク高

(390±35対 28.8■ 3 6ng*mL‐ 1,′=005)と 平均最下

点濃度 (14■02対 09・L02ng*mL‐ 1,P=005)を
示し

た 有意な逆相関が全ての女児ばか りでなく全て

の男児,或 いは全ての被験者を結合 した場合の

ΣGHピ ーク高 (F‐ o.35,P=006)や平均最下点

l―‐039,P=004)と 4‐成分体脂肪率間に存在 した .

全ての女児について,有意な逆相関がΣGHピーク

高 (F‐039,P=0.03)及 び平均最下点 (F‐037,

P=004)と ウエス ト/ヒ ップ比の間に見られた,全

ての男児或いは全被験者における同様の逆相関は

有意ではなかった.前進ステップワイズ回帰分析

は,骨年齢 (則 ち,成熟の基本的要因)と 性が AUC,

ΣGHピーク高,及び平均最下点の明確な予測要因

であつたことを認めた 成熟の影響は,性 ステロ

イ ド濃度の上昇に関係があ り,性差は,身体組成

や体脂肪分布よりむしろエス トラジオール濃度の

違 いの た め で あ る よ うに思 われ る (プ C/ノ″

ε″グοε′ノ′οノMc′αb 831 1440‐ 1447 1998)

小児期や青年期の適切な GH放出は,除脂

肪組織の最適化を促進 し,腹部内臓脂肪貯蔵

の形成を制限するであろう(1,2).成 人におい

て,腹部内臓脂肪(AVF)は ,高脂血症,イ ンス

リン抵抗性,H型糖尿病などの代謝性合併症

につながっている(1,3).GH治療で低下させら

れている(2,4)GH‐障害の小児や成人は,腹部

皮下脂肪や AVF貯蔵のサイズが高まってい

る(4‐6).GH治療は,腹部か ら周辺部位への皮

下脂肪組織の配分を引き起 こすが(7),そ の結

果は一様ではない(8)健康な成人の GH放出

は,内 臓脂肪貯蔵 の大 き さと逆比例す るが



(6,9),同 じ関係は,健康な小児では見られて

いない.

小児や青年における身体組成 と GH放出と

の関係は明らかではない ある研究は,BMI

と GH放出との間に逆相関を認めているが

(10,11),そ の他では認められていない(12),そ

れでも,別 の研究者は,そ の関係が思春期の

女児にだけは明であることを認めている(13).

この混乱は,幾分肥満の粗雑なマーカー,則

ち,脂肪 と除脂肪組織の増加からなる体重の

変化が身長と関係があるため発育期では説明

が特に難 しいBMIを使用する為かも知れない

(14)我 々は,小児や青年の身体組成の正確な

推定が,除脂肪量(FFM)の 比例含水分量で補

正する身体組成の多成分モデル(15)の 使用が

必要であることを示 している.

GH治療は,小児(16,17)や成人(18‐ 20)の エ

ネルギー消費量を高めるが,エネルギー消費

量の増加が FFMの代謝上の活性増加につい

て補正される場合,身体組成の正確な測度は

使われなかつた(16,20).我 々は,小児や青年

のエネルギー消費量と内因性の GH放出間の

関係を明らかにしている研究を知 らない。有

酸素性能力や運動 トレーニングは成人の GH

放出を高めるが(6,21,22,23),こ れ と同じ関係

が小児では研究されていない。これ らの性差

やその他の特性は成人では顕著かも知れない

が(24),身 体組成や GH軸における性差は,青

年期前や青年期では十分に研究されていない

我々は,健康な思春期前や思春期の男女の

GH放出が体脂肪率という推定基準よりAVF

量と高度に関係 し,有酸素性能力やエネルギ

ー消費量とも関係するであろうと仮定 した.

方 法

被験著

思春期前の男児(n=18),思 春期の男児(n=11),思

春期前の女児(n=12),思 春期の女児(n=18)が 横断的

方法で評価 された 被験者は,Tanncr(25)の 方法で

評価された第二次性徴のステージに基づいて配置

された インフォーム ド・コンセン トは,研究に登

録する前に親から得 られ,各 小児から同意が得ら

れた 85%ilc以 上大きな上腕背側部皮下脂肪厚を

cutoffと して用い,思春期前男児 3人 と思春期女児

の 2人が肥満者 として分類された.骨年齢は,訓練

された評価担当者(JN R)に よつて Fclsの 方法(26)

で測定された

採血 とホル モ ン分 析

患者は,8時に Gcncrd ClinicJ Rcscarch Ccntcrに

入院し,カ テーテルが 16時に前腕静脈に挿入され ,

ヘパ リン・ロックでパテンティングした。連続的な

採血 (10分 ごと)は 18時 に始められ,翌朝 6時ま

で続けられた.活動はテ レビ視聴,読書,歩行に限

定され,被験者は 22時の消灯でベッド上に横にな

つた.朝食で始まり,被験者は,標準的な時間に一

定のエネルギー,脂肪 (カ ロリーの 30%),蛋 白質

(カ ロリーの 15%),炭 水化物(カ ロリーの 55%)の 食

事と間食を摂取した,Nichols Luma Tagヒ トGH化

学ル ミネンス法(San Juan capistrano,CA)が血清 GH

濃度を測定するのに使われた.分析器の使用法は,

以前に記述 されている(27)分析の感度は 0002

μノLで ある 分析間変動係数(CVs)は ,0.2μノLで

49%,2μ g7Lで 6.7%,4 9μνLで 64%であるのに対

して,分析内変動係数 CVsは 17隧几 と 42隧几 の

両方とも 72%であつた(28).GHパルスの特性は,



modcl‐ ice Clustcr algo山 hmバーージョン 601に よっ

て評価 した

6時の血液サンプルにおける血清総テス トステ

ロン濃度は,Diagnosic Products Copに よるキット

を用いて RIAに よって演J定 した (Los Angcis,CA)

テス トステロン分析の感度は,loo‐ 800ng*dL Iの 範

囲内で 5‐ 6%の分析間 CVを もつ 10.Ong*dL‐
1で

あっ

た .分 析 内 CVは ,70‐ 840ng*dLJの 範 囲内で

92‐ 129%ま でにわたった インスリン様成長因子

―I(IGF‐ I)と IGF― 結合蛋白質‐3(IGFBP‐ 3)濃度は
,

RIA(Nichols lnsututc,San」 uan Capistrano,CA)に よ

って測定した IGF‐I濃度は,酸性‐エタノール摘出

後に測定し,それぞれ,0 53ng*mL‐
lと 0 92 ng*mLl

で 24%と 30%と い う分析間 CVを 示 し,054

ng*mL‐
1と 082 ng*mL‐ Iそ

れぞれで 52%と 8.4%と

いう分析内CVを示 した その感度は,0 06 ng■ mL‐
l

であつた IGFBP‐ 3の 分析について,そ の分析間

CVは ,017 ng*mL‐
1の

7.3%か ら 3.08 ng*mL‐
1の

38%ま での範 囲にあ り,分 析 内 CVは ,o.60

μg*mLIの 53%か ら 3 169μ g*mLiの 63%ま での

範囲にあった その感度は,0 038μ  g*mL‐
1で

あっ

た

身 体紹成

身体組成は,Lchmanの 4‐成分モデルを用いて推

定した(14)我 々は,最近,小児と青年におけるこ

の方法について記述 し,利用法を確認 した(15).本

モデルでは,体密度が水中体重枠量法で測定され ,

窒素洗浄法によって肺の残気量が補正され,重水

希釈法によって体水分量が,骨 ミネラル含有量が

二重‐エネルギーX_線吸収法で測定されている(15)

人 体計測

31練 された人体計測者(JN.R)が全ての測定を行

つた 身長,腰囲,臀囲,体幹皮下脂肪厚 (肩 甲骨

下部,胸部,腋嵩中央,腸骨上部,腹部)と 末梢部

皮下脂肪厚 (上腕背側部,上腕前部,下腿中央部)

は Lohmanら (30)に よつて推奨されたように演J定 し

た(30).

核磁気妾鳴画像法″ 切

第 4‐ 第 5腰椎間の レベルでの皮下脂肪 と内臓脂

肪面積が Sicmcns Vision 1 5Tス キャナー(Isian,N」 )

を用いて MRIで測定 された.500 msccの繰 り返 し

で A Tl加重スピン‐エ コー矢状スカ ウ ト・スキャン
,

20 msccの エ コー・タイム,lo_mm gapで 10‐mmス

ライス厚,128× 256マ トリックス,及び 2つ のシグ

ナル平均値が L4‐L5の椎間板面積の位置を突きと

めるのに使われた L4‐L5レベルの脂肪組織は,磁

場の異質性について補正 した D破on画像連続位相

を用いて評価 した.標準ス ピン‐エ コーパルス シ

ーケンスが,同位相の画像 のため使 われた.位相

外画像は,112 msに よつてパルスを リフォーカッ

シングする 180度移動で獲得 した。画像は,6mmの

スライス厚,256× 256の マ トリックス,575/15 ms

の TⅣTEで取得 した オーバーサンプ リングや生

の フィル ターは,デ ー タ取得 には一切使 われず ,

スライスにつき 2つの取得物が使われた 画像は
,

100%gapで取得 され,ス ライスのシフ ト後,それ

は,隣接する 2‐デ ィメンジ ョン画像の 1つのセ ッ

トに結果 としてなった。取得後のプロセ ッシング

について,磁場の異質性マ ップは,各 ピクセルの

脂肪 と水分量が不均等である と想定 され るため
,

先に記述 されたよ うに同位相画像 と位相外画像か

ら計算 した(31)こ のマ ップは,次 に,リ ージ ョン‐



グローイング法を用いる不均質によつて誘発され

る位相変移を明らかにするために用い,全 く異な

つた相画像における画像誤差を補正するのに用い

た(32).同位相画像と全く異なつた相画像を加えた

り差 し引いた りすることで,それぞれ水の画像や

脂肪の画像になった 脂肪性の組織 と水性の組織

面積 は,McdXソ フ トウエ ア (ScnsOr Systcms,

stcning,VA)を用いて測定した

エネル ギー消費 重

基礎代謝量(BNIR)は,間接熱量沢1定法(Dc■ttrac,

ScnsorMcdics,Yorba Lind■ CA)に よつて測定した

被験者は Gcncral Clinic Rcarch Ccntcrで 翌朝の採血

後に起きている状態で評価 された 総エネルギー

消費量(TEE)を 測定す るた め,被 験者 は 2H20

(05g*kg・ )と H2180(15g*kgl)の 投与量を経口投与

された 尿サンプルは,ベースライン,投与の 4時

間と5時間後,及び 1,6,12日 後に採取した.全て

の尿サンプルは,8時 と 12時の間に集められた 同

位体比率質量分析器(Mctab01iC Solutions,Mcrimack,

NH)に よる分析まで低温小瓶の中に‐20℃で冷凍保

存された.投与前と後の尿サンプルにおける
2Hと

180の差は先に記述されたように未処理の質量分

析データを用いて確定された(33)一 次回帰がベー

スラインと標準化 した同位元素
2H及 び

180デ _タ

間の関係の勾配 と切片を決定するのに使われた .

2H20(ND)と H2180(NO)の プールサイズは,切片の

逆数であつた 回帰直線の切片は,ND7NO比 であつ

た 2H(KD)と 180(K。
)の 分別代謝回転率は,回帰直

線の勾配か ら決定 された C02産生の平均 日差

(rC02,m01‐ day‐
|)は

,Spcakmanら (34)の改良式に

よって計算 した 平均 1日 エネルギー消費量は
,

″C02値 に典型的な西欧食のエネルギー等量である

127 5 kc引■mol‐ lC02を
掛けることで計算した.

最大酸紫摂取量

`ω
2ピークノ

V02 ピ~ク は, トレッ ドミル (QuintOn Q65,

scatuc,wA)運 動テス トを用いて測定した 歩行に

よるウオームーアップ後,被験者は小児の体格に応

じて 3.4-6 mphの 初速で開始した.こ の初速は一

定を維持し,勾配は,意志による疲労困億まで2分

ごとに 0か ら 25%ま で高めた 代謝データは,

ScnsorMcdics 2700-Z代 謝カー ト(Yorba Linda,CA)

を用いて標準間接カ ロリーメータ法によつて運動

期間中 20sご とに収集 した 心拍数は,心エ コーに

よってモニター した 被験者は,テ ス トの間,言葉

による激励を受けた

統 計分 析

身体組成,体脂肪分布,エネルギー消費量,有酸

素性能力,血清ホルモン濃度,夜間の GH波特性に

おけるグループ差は 2要因分散分析 [(2)性 ×(2)成

熟]で検定した 一次回帰分析が,GHパルス特性と

血清テス トステロン,身体組成,体脂肪分布,V02

ピーク,及 びエネルギー消費変数 との間の関係の

強さを検討するのに使われた.重 回帰分析が,多

重共線性に注意 して,エネルギー消費量と GH放

出間の関係を FFMで補正するのに使われた 前進

ステップワイズ回帰が,曲 線下(AUC)で最も正確

に予測された GH面積,GHピーク高の合計(Σ GH

ピーク),平均最下点 GH濃度という変数の組み合

わせを決定するのに使われた.2つのステップの最

大値が適切な被験者‐予測因子比を保つために検討

された(35)



結果 子結合蛋白質 (IGFBP‐3)濃度,及び血清テス

思 春 期 の 被 験 者 は ,大 き な 骨 年 齢   トステロン濃度は,表 2に示 してある.思春

(P<00001),身 長 (P<00001),体 重  期の被験者は,大 きな薬物血中濃度 一時間曲

(P<00001),脂 肪量 (FM,P=0.009),AVF  線下面積(AUC;P<00001),平 均最下点 GH濃

(P=0.02),腰 囲 (P<0.0001),BMR(P<0.0001),  度 (P=0.0002),Σ GHピ ー ク高 (P=0.0002),

及び TEE(P=0008)を 示 した(表 1)腰囲/臀   IGF― I(P<00001),及 び IGFBP‐ 3(P=0007)濃 度

囲比(WiH)に 対する成熟効果は P=008で あっ  を示 した.女児は,男性 よ り大 きな平均最下

た .男 性 は女性 よ り低 い体脂 肪 率 (%BF, 点 GH濃 度 (P=0.04),と Σ GHピ ー ク 高

P=00005),FM(P=002),及 び合計皮下脂肪厚  (P=0.05)を 示 した.思春期の男児は,他のグル

と大きな身長(P=0.02),BMR(P=0.01)を 示 した  ―プよ り高いテス トステ ロン濃度 を示 した

思春期男児が思春期女児 より大きな FFMと   (成 熟効果による性 :′=0.0001).

V02ピ~ク を示 したため,FFM(P=0.05)と V02   AUCは ,平均最下点血清 GH濃度 (FO,71,

ピーク(P=005)に は交互作用があつた      P<o oool)や ΣGHピーク高 (FO.83,P<0.001)

TABLE l.Physical characte五 stics,iour‐ compartment model body composition,body fat dist五 bution,stlll1 0f Shlfolds,ener〔 v
expenditure,and aerobic rltness of the subject grOups

Meall tt sE
Prepubeltal bOys

(n=18)
Pubertal boys

(ll=11)

Prepubertal glrls

(n= 12)
Pubertal glrls

(n=18)

Bone age(ン T)a

Height(cm)° 'ろ

Weight(kg)α
%BF・
Fat nlass(kg)・ 6

FFⅣI(kg)°

Abdominal subcutaneous ht(cm2)
AUS(cm2)●
Walst glrth(cm)α
W:H
S呻、ofsh」olds(mm)わ
BMR(kc」 dayF'あ

TEE(kca1/day)α

V02 peak(ml・ kg~1,min~1)°

106■ 08
1424= 18
353■ 20
19.7■ 14
73■ 10

281■ 13
77=22
45=6

618■ 14
0.83± 001
990■ 99
1263■ 47
2130■ 137
47.5■ 1.5

146=04
1673± 23
545=26
168■ 18
94■ 13

451ま 17
125=25
73■ 7

703=18
081■ 002
944■ 126
1624■ 60
2697± 203
514■ 17

10.6± 04
1400■ 22
366=25
240=18
91± 12

27.5=1.6
133■ 31
48■ 10

607± 18
082■ 002
1126± 121
1222■ 58
1929■ 186
414± 15

137± 03
1602■ 18
518■ 20
247± 14
13.1■ 10
38.9■ 13
129■ 19
55■ 6

66.9■ 1,4

078■ 0.01

124.8■ 99
1387■ 47
2310■ 126
393■ 12

°Maturation emectt P≦ o05
ι Gender efFecI P≦ 005.
C Gender× matllration interactioni P≦ 0.05.

12時間の GHパルス特性,血清インス リン  とは正に関連 したが,GHピ ーク数(F‐ 0.13,

様成長因子-1(IGF‐ 1),イ ンス リン様成長因  P=0.34)や ピーク間隔 (FO,14,P=0.29)と は正

TABLE 2.Twelve‐hour nocturnal serum GH pulse characteistics,serum IGF‐ I,and IGFBP‐ 3 concentrations,and testosterone
concentrations of sublect groups

Mean+SE Prepubertal bOys Pubertal bovs Prepubertal gtris Pubertal glrk

GH AUC(ng mL~1 12h l)“
Mean nadir(ng.mL l)α b

GH pulse intewal(min)
Σ GH peak heights(ng・ mL~1)° 'わ

NO GH peaks
IGF‐ I(ng・ mL~1)α

IGFBP‐ 3(mg・ L~1)α

Testosterone(ng・ dL~1)°

1625■ 366
0.50± 0.22

144.8■ 114
20.89■ 443

4.3± 0.3

1811± 306
303=016
278± 210

4019■ 469
132■ 0.28

1343■ 153
86.79=567
44=04

3907=410
344=0.20
4516■ 269

2160=449
085± 0.26
1220■  139
2723■ 543

4.7± 0.4

2526■ 375
301■ 0.20

118± 258

4916=366
200± 022
149.4= 114
50.73■ 443
43± 03

872.8■ 306
362■ 0.16

275± 210
GH pulse properties were deterlnined using the Cluster pulse detection algo五 thm applied to the 73 se五 al GH samples collected eve7 10

min from 1800-0600h

:晶瞥盤言笹8屁
Q∞

°gender× maturation interaction:p≦ 005
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に関連 しなかった (データは示 していない),

血清テス トステロン濃度は,男児の GHパル

ス・パラメータと正に関連 した(表 3).

4‐成分で推定 した%BFと GHパルス・パラ

メータ間の関係は図 1に示 されている AUC

は,ど の被験者グループでも%BFと は関連 し

なかった.%BFと ΣGHピーク高及び平均最

下点 GH濃度間の逆相関は,女児や統合 した

全被験者より男児で強かつた.図 2に示 した

ように,AVFと GHパルス特性間にだけ弱い

正の関係があつた 腰囲と V02ピ~ク は,GH
パルス特性 とは関連がなかった.男 児では

,

適度の相関が合計皮下脂肪 と AUC(r=‐ 0.31,

P=011),Σ GHピーク高(r=_o.30,P=0.H),及

び平均最下点(r=_o30,P=0.001)の 間で見られ

GH υs time
AUC
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BMRは ,全被験者(r=o.33,P=0.01)及 び全

女児の AUC(r=0.57,P=0.001)と ,そ して,全

女児のΣGHピーク高(FO,37,P=0.04)と 正に

関連 した 男児の BMRと AUCの 間には中程

度の関係(l-048,Pく 005)が あつた.TEEは ,

全女児の AUC(FO,48,P<0.05),及 びΣ GHピ

ーク高(FO.43,P<0,05)と 関連はあつたが,全

男児では関連がなかった.4‐ 成分で推定 した

FFMで BMRと TEEを補正 した後に も維持 さ

れた唯一の関係 は,女児の AUCと BMR間 の

関係 であつた(表 4)

Independent variable

Intercept
BMR
FF卜任

-501648   2505,64   0.055     035
509      2.52   0.054

6144     60.04   0.315

前進ステ ップワイズ回帰(表 5)は ,骨年齢

(成熟)が AUCに影響を及ぼす第 1の変数で

あったが,性は第 2の予測変数であつたこと

を示した ΣGHピーク高については,骨年齢

が強い予測変数として,W:Hが 弓れ 予ヽ沢1変数

として明らかになつた W:H(P=0006)と 骨年

齢(P=0.07)が 平均最下点を予沢1す るステップ

ワイズ回帰に貢献 した。我々は,統計分析に

おける比の使用で引き起こされる潜在的な見

せかけの結果のため,独立変数として WiHを

除いた前進ステップワイズ回帰も行つた(36).

WiHを除外すると,骨年齢 と性が第 1予浸1変

数,3つの全パルス特性が第 2の予演1変数であ

つた(表 6).

考 察

我々は,小児 と青年の身体組成,体脂肪分

布,エネルギー消費量,有酸素性能力,及 び

GH放出に関する標準測度間の関係を研究 し

た.水 中体重粋量法,二重エネルギーX‐線吸

収法,生体電気インピーダンス法,皮 下脂肪

厚法による推定が小児や青年にとつて妥当で

はないかも知れないし,上記の方法が小児の

FFMの仮定より低い密度を正確に説明しない

ため,肥満と GH放出の関係を研究するには

身体組成の多成分標準演1度 と GH放出の使用

が必要 とされる(15)更 に,我々の超‐感度分

析よりGHの低‐感度 GH演1定 は,経時的なGH

―ク高や平均最下点 との関連があつた(図 3). TABLE 4. Results from multiple linear regression analyses using
GH concentration υs time AUC of all drlS as dependent vanable
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濃度を過小評価する(27,28). (P=0.05)と 平均最下点(P=0.04)を 示すため,

TARLE 5.Results Of fOmard stepwise regression analyses using GH υs time AUC,Σ GH peak heights,and lnean nadir GH
concentration as the dependent variables Only those vanables that accounted for a signiflcant amount of vanance in dependent variable
are shown

Standardized β β S2 Δr' Model r2

GH AUC
Intercept

Bone age
Gender

Σ peak heights
lntercept

Bone age
W:H

Mean nadir
lntercept

WiH
Bone age

-9399
5484

-14562

9756
454

-13925

910
-950

22715
1587
662.1

6440
194

6284

259
322

051
-033

038
-036

-048

0002
0.04

039

TABLE 6.Results of foぃ vard stepwise regression analyses using GH υs time AUC,Σ GH peak heights,and mean nadir GH
concentration as the dependent vanables M/:H circulnference was excluded as an independent vanable because it is a ratio and may
produce spu五 ous statistical results

Standardized β β SE △ ♂ Modelピ

GH AUC
Intercept

Bone age
Gellder

Σ peak heights
lntercept

Bone age
Gender

ⅣIean nad缶

Intercept

Bone age
Gender

-10564
49164

-117830

324
4 19

-1325

-061
022

-065

16069
11167
47261

1829
127
538

087
0.06

026

050
-028

040
-030

043
-030

<0001
0.02

0002
002

<0001
001

以前に示 したように,思春期は,GHピーク

数よりむ しろΣGHピーク高や平均最下点GH

濃度が増加す るため,思春期前 より大きな夜

間 GH放出 (AUC)を示す(表 2).我 々の高感

度化学発光 GH分析器の使用は,女児につい

ては以前に報告 した通 りであ り(10),男 児で

も最下点 GH濃度における思春期上昇の検出

を可能に している.GHの思春期上昇は,男性

では芳香族化によってテス トステロンか ら主

として引き出され る (40,41)性 ステロイ ド濃度

(37‐39),特 にエス トロゲン(40)の 同時上昇に

幾分帰す るとされている.我 々は,テ ス トス

テロン濃度が男児の GH放出に直接関係があ

ったことを認めた(表 3)

女児 が 男児 よ り大 きな ΣGHピ ー ク高

GH放出には性差もある (表 2).女性も,大

きな GHパルス量がエス トログンにあるとさ

れるため (42,43),男 性より大きな GH放出を

示す.エス トラジオール濃度は,数名の思春

期前女児が分析の感度以下のエス トラジオー

ル濃度を示 したため,ま た,思春期の女児で

は,エス トラジオール濃度を測定する単一の

血液サンプルが月経周期の段階に影響され有

用性に限界があるため報告されていない.思

春期女児の非正規の月経期間の長さと月経に

よる出血のない月経周期の発現が彼女らを研

究する時,女児の月経段階の決定を困難にす

る.

小児や青年における内因性の GH放出とエ

ネルギー消費量の関係に関するデータは殆ど

入手できない.代謝的に活性な組織(FFM)量



と思春期における GH放出の増大は,両方と

もFFMの補正を必要としている.回帰に基づ

いた‐補正後,AUCは それで もなお女児の

BMRと 関連があった 従つて,FFMは,GH放

出とエネルギー消費量との間の直接の関係に

ついて完全には説明できない GHは ,よ り代

謝的に活性である T3‐T4変換を高めることで

(20),幾 分 BMRを高めると考えられる.

我々は,正確 な 4‐ 成分モデルで推定 し

た%BFと 男児の拍動性 GH放出(Σ GHピーク

高)及び基礎の GH放出 (平均最下点)間 に適

度な負の関係があつたことを示 した(図 1).こ

れらのデータは,一般に肥満が女児より男児

で GH放出に影響を及ぼす(逆 も同じ)こ とを

示唆している 基礎の GH濃度がピーク値以

上 に身 体 組 成 と強 く関連 した こ とは
,

Hhdmarshら (44)の データとも一致 している

我々は,身 体組成 との相互作用に寄与する

種々のパルスの正確な役害1は まだ分からない

が,ピーク GH濃度 と最下点濃度が,ヒ ト

(45,46)や 超歯類 (47,48)の 標的組織に対す る

色々な代謝‐シグナル と遺伝 子応答を伝達す

るであろうという証拠はある.

W:Hも ,GH放出とは逆の関連を示 したが

(図 3),そ の関係は,男児より女児でより強力

であった.今 のところ,我々は,W:Hが小児や

若者のマーカーであるかどうかは分からない .

他の研究者は,W:Rが成人の AVFと 強く関連

することを示 しているが(49),我 々は,WiHが

AVF(F=003,P=0.84)と も
°/OBF(r=0.05,P=0,72)

とも関連 しなかった ことを示 した(デ ータは

示 していない).W:Hは ,~般に腹部脂肪分布

のマー カー で あ る と考 え られ て い る(50).

我々のデータは,男 性型脂肪分布の女児が
,

パルス時に放出された GHの少ない量と低い

最下点 GH濃度を示すことを示唆 し,それは
,

女児より男児でピーク高及び平均最下点 GH

放出の合計値が低いという我々の研究成果と

一致している(表 2).

興味深いことには,脂肪分布に関する他の

尺度 ;腹部内臓脂肪組織 (図 2),腹部皮下脂

肪組織,腰囲,及び皮下脂肪の合計値 (総皮下

脂肪のマーカー)は ,GH放出パラメータ(表

3)と は,WiHの ように強くは関連 しなかった

(表 3).成 人では,内臓脂肪組織が,GH軸 の神

経分泌活性に影響を及ぼす主要な負の決定要

因である(6,9,51).若 者における関係の無さは
,

思春期のAVFと GH放出両方の増加のためで

あろう (表 1と 2).こ のことは,我々が AVF

と GH放出パメータ間の弱い正の関係を示 し

た理由を説明するであろうが,それに対 して
,

他の研究者は成人で逆の関係 を示 している

(6,9,51).我 々は,FMと AVFの随伴 した増加

にも関わらず性ステロイ ドと GH放出の増加

に対す る思春期の最 も重要な影響のため
,

AVFと GH放出間の関係がこの基準法では明

確に理解できないのであろうと主張した.さ

らに,我々の被験者の 1人にだけ認められた

内臓脂肪の c五●c」 な量(130cm2)は ,GH軸に及

ぼす影響が明らかになる以前になくてはなら

ないのかも知れない(49).

身体組成とエネルギー消費量は,GH放出と

関連はあつたが,前進ステップワイズ回帰は
,

成熟,性,及び W:Hが種々の GHパルスの特

性をうまく予浸1し うることを示 した(表 5).骨

年齢 (成熟)は,3つ全てのパルス特性を予測



する共通の要因であり,AUCと ΣGHピーク

高に影響を及ぼす主要な要因である.AUCの

第 2要因は,性であり,総夜間GH放出が思春

期状態や性に最も左右されることを示 してい

る.上述 したように,思春期及び男児 と比較

して女児で大きな総夜FH5 GH放出は,性ステ

ロイ ド (主 にエス トログン)濃度の違いのた

めと考えられる Σ GHピーク高に影響 して

いる第 2要因は W:Hで あり,何故ならば,よ

り男性型分布の腹部脂肪と小さな GHピーク

高のためである.こ のことは,女性より小さ

なΣGHピーク高を示す男性で一部説明され

るであろう(表 2).し かし,W:Hと GHピーク

高の大きさとの負の関係は,女性で強かつた.

W:Hは ,最下点 GH濃度が体脂肪分布や代謝

に影響を及ぼすであろうことを示唆する平均

最下点 GH濃度の主要な予浪1因子でもあつた

(逆 も同じ).別の研究は,GHの低い基礎濃度

が増大 した脂肪分解などのヒトにおける重大

な代謝性効果を示すことを示唆 した(45).

しかし,統計分析におけるWiHの ような比

結論として,大 きな FMと %BFに も関わらず

の使用は,見せかけの結果を生み出しうるし
,

注意 して解釈すべきである(36).前進ステ ッ

プワイズ回帰分析が完了し,WiHが独立変数

として除かれると,種々の GHパルス・パラ

メーと関連があつた骨年齢 と性だけが変数で

であった(表 6).こ れ らの結果は,思春期にお

ける成熟過程と性が GH放出に及ぼす身体組

成や脂肪分布の影響を越えるという我々の理

論を支持 している.

結論として,大 きな FMと %BFに関わらず

男児より女児の方が大きな GH放出を示 した .

従つて,小児や青年では,成熟,性,及び性ス

テ ロイ ドの一般的な状態のような付加的要因

の方が GH放出を調節するには身体組成の絶

対値や体脂肪分布以上に重要である.前進ス

テ ップワイズ回帰分析 は,成熟 (骨年齢)と

性が総夜間 GH放出,Σ GHピーク高,及び平

均最下点 GH濃度の第 1の決定要因であつた

ことを示 した .
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