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思春期における発育と身体組成の変性.IV。 発育期"青年期食物‐摂取頻度調査

によって推定したエネルギー摂取量 :二重標識水法による妥当性確認
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要約

背景 :エネルギー摂取量の推定は,発育や疾

病の理解にとって必要であるが,小児のエネ

ルギー摂取量の測定法は,殆 ど妥当性の確認

がなされていない.

目的 :我 々の目的は,二重標識水 (DLW)に

よる総エネルギー消費量(TEE)に 対 して発育

期―青年期食物―摂取頻度調査(YAQ)で推定 し

たエネルギー消費量の妥当性を確認すること

であつた

計画 :23人 の男児と27人の女児 (8.6-162

歳)が 1年以内に YAQと TEEの 浪1定 を完了

した.

結 果 :YAQに よ るエ ネ ル ギー 摂 取 量

(1003±312M」 )と DLWに よるエネルギー

消費量(984± 179 MJ)は,± 2SDの一致範囲の

最下(‐630M」 )と 最上 (6.67 MJ)で類似 した

(′=0.91)DLWと YQA法の繰 り返 し測定の

被験者内 CVが用いられると,50人の被験者

のうち 25人 がエネルギー摂取量を誤つて報

告 していると考えられた,エネルギー摂取量

の不一致 (YAQ― TEE)|ま ,体重 (′=‐ 0.25,

P=0077)や体月旨肪率 (′=-0.24,P=009)と は

関連したが,年齢 (F-0.07,P=0.63)或 いは演1

定間隔とは関連がなかった ロジスティック

回帰によると,太 つた男児が太つた女児 より

エネルギー摂取量を低 く報告 しているようで

ある

結論 :YQAは ,グループの平均エネルギー摂

取量については正確 な推定値 を提供す るが
,

個体についてはそ うではない.И ″ ノ Cノノ″
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緒言

食事摂取量は,正常な発育,肥満の進展や

進行,及 び幾多の健康状態に影響を及ぼす .

従つて,個体や集団におけるエネルギーや栄

養素の摂取量を正確に測定できることは極め

て重要である。人生の最初の 10年間における

栄養摂取量に注目することは,一生にわたる

多くの食習1貫が小児期 と青年期に確立される

かも知れないので,特 に重要である(1,2).若

者におけるエネルギーや栄養素の摂取量の沢1

定は,彼 らの低い基礎能力,認識や記憶の違



い,食物や食物の準備技術についての知識不

足,及び主題に興味がないため難 しい(3).

Baranowski and Domel(4)は ,10歳 までの殆

どの小児が,彼 らの食べている食品のことを

意識 してお り,彼 らの食事について正確な情

報をあてが うことができることを認めた

9‐ 18歳までの若者は,経時的な応答において

理に適った一貫性をもつて自己‐記入式食物

摂取―頻度調査を完成 させる能力を示 してい

る(5).食 物摂取‐頻度調査によって得 られた

エネギー摂取量に関する推定値の正確 さは
,

二重標識水(DLW)か ら得 られた総エネルギー

消費量 (TEE)の沢1定値 との比較で評価され

るかも知れない DLWに よるTEEは ,エネル

ギー消費量を決定するための基準法と考えら

れている.多 くの研究は,小児と青年が TEE

と比較 してエネルギー摂取量を過少に報告 し

たことを示 した(6-12)被 験者の身体組成 ,

TEE,及 び年齢が過少報告の程度の明らかな

要因である ;太 った人(6,7,10,H)と 年長の小児

(6,8‐ 10)が 最 も彼 らのエネルギー摂取量を過

少推定している.

近年開発 された若者‐青年食物‐摂取頻度調

査 (YAQ)は ,エネルギー摂取量に関しては

より正確な報告を提供するであろう(5).YAQ

で推定したエネルギー摂取量の 1年間のテス

トー再テス トモデルは,049と いう再現性のあ

る平均係数を示 した.YAQの正確 さは,0.54と

云う相関係数で食事思い出し法と対照 して検

定された(13).し か し,YAQに よって推定さ

れた摂取量の正確さは,基準 DLW法 による

TEEに対 しては検証 されなかつた 本研究の

目的は,DLWに よって測定 した TEEと 自己記

入式 YAQを用いて小児と青年によって報告

されたエネルギー摂取量を比較することと,

性,年齢,体重,或いは体脂肪率が YAQと

TEEの違いに影響を及ぼすかどうか確認する

ことであった.

被 験者 と方 法

被験者 と研究計画

データは,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 した被験者(27

人の女児と 23人の男児)の横断的サンプルからの

ものである この研究は,バ ージニア大学ヒ 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,各

小児から同意が得られた

研究への入会llt,全 ての被験者は,彼 らの暦年

齢別平均値の 2 SD内 の身長,身長発育速度,及 び

体重の測定値を示 した 身長は,訓練 された人体

計測者 (」NIR)に よつて Harpcndcnス タジオメータ

(HOhttn Ltd,Croswdl,Unicd Kingdom)で 測定され

た 各被験者の裸の体重が,調整 された粋で 001

kgま で測定された 目的は,DLWに よつて沢1定 さ

れた TEEと YAQに よつて報告されたエネルギー

摂取量を比較することであつた,こ れ らの目的を

達成するため,男 児と女児は,TEE測定の 1年以内

に YAQを完了した.YAQは,前の 1年に関してエ

ネルギーと栄養素の摂取量を測定する(5,13).TEE

と YAQの測定間の平均タイムラグ(TEEの 日 ―

YAQの 日)は ,‐ 323か ら322日 までの範囲で 32± 23

日であつた 50人の被験者のうち 15人 は,同 じ日

にYAQと TEE演 1定を完了した TEE測定の60,120,

180,及 び240日 以内に集められたYAQデータの比



率は,それぞれ 17/50,18/50,34/50,及 び 46/50で あ

つた

エネルギー消費量

被験者 の基礎 代謝 (BMR)は ,間 接熱 量測 定法

(Dclatraci Scnsomcdics,Yorba Linda CA)に よつて

測定 した.BMRは ,Gcncrd Clinictt Rcscarch Ccntcr

に一晩滞在 した後,覚醒時に 30分間測定 した TEE

は,DLWに よって測定 した 被験者は,午前 8時 に
,

999%に濃縮 された 2H20(005gなg)と 10%に濃縮

された H2180(15g77kg)を ミックス した経 口投与量

を消費 した 尿サンプルは,投与直前,投与の 4と

5時間後,及 び投与の 1,6,と 12日 後に採取 した

全ての尿サプルは,午前 8時 と午後 12時の間に採

取 され,同位体比率質量分析器(Europa Hydra 20/20

ガス同位体比率質量分析器 ;Matabolに Sohtions,Inc,

Mcrimack,NH)に よって分析 されるまで‐20℃ で低

温小瓶の中に凍結保存 された

2Hの
分析は,白 金触媒 を通 して標準水素ガスで

72時間後の平衡状態で完了 した そのデー タは
,

デル タ対 ウイー ン標 準平均海水(VSMOW)と して

報告 した
2H分

析の精度管理について,4つ それ

ぞれの標準水サンプルが,5-10回 /日 分析 された

50日 に及ぶ最大の 日間 CVは ,009%か ら26%の 範

囲にあつた 国内 CVは ,最 も大きな重水素管理で

2%以下(平均 05%),最 も低い重水素管理で 5%以下

でなければ,そ の分析量は受理 されず,そ のサン

プルは Mctabolic Solution,Incに よつて再分析 され

るか再調整 された

DLWを 分析 している 18の著名な検査室 との比

較で,MctabOlic Solulons検 査室は,59%の 誤差を

示 した 全ての試験室の平均誤差は,66%で あつ

た

投与前後の尿サンプルにおける2Hと 180の
差は

,

先に記述 したように未処理の質量分析データを用

いることで確定された(15).未処理の質量分析デー

タ (濃 縮 度 )は ,Intcrnalond Dictaッ Encrgy

Consultancy Group(15)の コンセンサス報告によつ

て示唆されたように最初の投与量の分数 としてそ

れ らを表すことで標準化 した 直線回帰が,時間

と標準化された
2H及

び
180の

間の線形関係の勾配

と切片を決定するのに使われた 2H20(♪

`D)と

H2180

(′√。)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,ⅣDWο 比であつた データ・ポイン

トが分析され,外れ値は再分析 された 2H(る
)と

180(κ
。)の分数の代謝回転速度は,回 帰直線の勾配

から決定した 10015と 106の範囲外にある如何な

る妨 ―Ⅳ。比も再分析された 炭素酸化物算出の平

均 1日 率(″C02,mOν d)は ,SpCよ man(16)ら の改良式

を使って計算した 1日 の平均エネルギー消費量は
,

″C02と 533 5 kJ/mol C02(127 5 kc州 /mol C02)を 掛け

ることで計算 し,そ のエネルギーは,蛋 自質酸化

によるエネルギーの 15%で,0.85の 呼吸交換比を産

する典型的な西洋食と等価である(15).

身体組 成

TEEの演1定 と同時に,身体組成が Lohman(17)の

4‐成分モデルを用いて測定された 我々は,小児と

青年におけるこの方法の使用について記述 した

(18)こ の方法の体密度は,窒素‐洗い出し法に基

づいた肺残気量補正を用いた水中体重粋量法で浪1

定される 体密度は,重水希釈法によつて評価 し

た総体水分量と二重‐エネルギーX‐線吸収法によ

る骨 ミネラル濃度で補正される(18).4‐成分データ

は,TEE浪1定時だけで得 られた Lohman(19)の 年齢

調整 2-成分モデルは,2‐成分モデルのデータが各時



点で得られるため TEE測定時と YAQ測定時の身

体組成の差を比較するのに使われた

エネル ギー と栄養 素 の摂 取 量

被験者は,TEE測 定の 1年以内に YAQを完了し

た 被験者は,YAQを 完成する方法について管理

栄養士(MSP)に よつて指示された YAQの内容は,

先に記述 した(5,13)こ の質問票は,再現性があり
,

多様な 24-時間食事思い出しに対 して 1年間の時間

枠で使 うため正当であることが最近確認 された

(5,13)こ の質問票は,親やスタッフによる最小の

援助で各被験者自身が行つた 被験者は,前の 1年

を通して通常の食事摂取量にの基本について応答

するように指示 された 書式は,Gcncrd Clinicd

Rcscarch Ccntcrに 一晩滞在 している間に完成させ
,

集められた Harvard School of Public HcaLh(BoStOn)

の Channing実 験室で訓練 された研究者が YAQを

分析 した

統 計 分 析

男女間の身体特性 ,エ ネル ギー消費量 ,及 び

YAQで推定 した栄養素摂取量の差は,一 元配置分

散分析 (ANOVA)を用いて検定 した ランダムに

分布 しなかつたデータは,分析前に対数変換 され

た Bland―AIman法 (20)が ,YAQと 測定 した TEEに

よつて推定したエネルギー摂取量の不一致を決定

するのに使われた エネルギー摂取量とエネルギ

ー消費量の不一致は,年齢,体重,体脂肪率,及び

YAQと TEEデータの採取間の時間差と相関した

偏相関分析が,エネルギー摂取量或いは消費量と

年齢,体重,体脂肪率,及び演1定の時間差間で行わ

れた ロジスティック回帰が,性 ,体脂肪率の関数

としてYAQに よるエネルギー摂取量の過少報告の

確率,及 び性 と体脂肪率間の相互作用を確立する

のに使われた ロジスティック回帰モデルに年齢

を加えた尤度比検定も実行 した.繰 り込まれた 2

元配置 [(2)性 ×(2)ツ ール]ANOVAが ,エ ネルギー

消費量分析とYAQ時 の被験者の身体特性を比較す

るのに使われた,SASシ ステム(バ ージョン 6.12:

SAS Insututc,Caヮ ,NC)が ,統計分析に使われた

結果

TEE測定時の身体特性が表 1に示されてい

る.被験者の年齢は,男 児で 9.8か ら 16.2歳 ま

で,女児で 8.6か ら 1596歳 までの範囲にわた

つた.男 児 と女児は,同 じ年齢,身長,体重 ,

そ して除脂肪量であつた 女児は,基本的標

準の男児より大きな BMI(P=0.02),体 脂肪率

(P<0.001),及 び脂肪量を示 した。表 2に示 し

たように,TEE,BMR,及 び身体活動 レベル

(TEE/BMR)は ,男 女間に有意な差はなかった.

表 1に示 したように,平均時間差(TEEの 日 ―

YAQの 日)は ,女児より男児で 68日 長かつた

が,有意な性差ではなかった.TEEと YAQ測

定時での身体特性に有意差はなく(性 ×時間

相互作用なし),性 ×食事ツール(TEE tt YAQ)

の相互作用にも有意差はなかつた 体脂肪率

(P<0.001)と 月旨肪量(P=0.003)は,YAQと TEE測

定時の両方で男児より女児の方が大きかつ

た。

被験者の同数(■
=25)が TEEよ り大きなYAQ

で推定 したエネルギー摂取量と,少ない TEE

を示 した.TEEと YAQで推定したエネルギー

摂取量とは,関連がなかった(″
=0.22,P=0.13)

推定 したエネルギー摂取量の個々の精度は
,

TEEと 比較 して,639‐ MJ/dの過小推定から



TABLE l
Physical charactchsdcs of children and adolcsccnts at thc dmc of thc total

cncrgy ex"nditure nneasuremcl,ts′

BOth(″ =50)BoyS(″ =23)Girls(″ =27)

Chronologic agc(yり        126± 20     125■ 1 6    127± 23
Hcight(m)        15± 013  14± 014  154± 013
Wcight(kg)              474± 137    45 1 ±141   494± 132

BMI(kノm2)      195± 33  183± 30  205± 332

Pcrccntagc body fat(%)    229± 79     188± 7 1    264± 69′

Fat mass(k3)      113± 62   86± 52  135± 63J

Fat‐ flcc mass(kg)    361± 62  363士 ]16 359± 84
Timc lag ttt、 vccn     31 8± 1604 687■ 1484 03± 1662

mcasurcmcnts(d)V

′,士 SD Body composit on mcasurcd by thc 4‐ corrl)artIYlcnt modcl of

I_ohman(17)

''Signincantly di∬ crcnt flom boys 'P≦ 005,3P≦ 0001

・ Datc of total cnergy cxpcnditurc nncasurcmcnt ― datc of Youth‐

Adolcsccnt Food‐ Frcqucncy QuCSiOnnairc

665-MJ/dの 過大推定 までの範 囲にあつた .

TEEの 1%,5%,10%,25%,及 び 50%の範囲内

の YAQ比 率は,それぞれ 2/50,6/50,13/50,

29/50,及 び 41/50で あつた。YAQ―推定のエネ

ルギー摂取量 とTEE間 の不一致に性差はなか

つた(表 2)

TABI.E2
Total cncrgy cxpcl〕 diturc(TEE),phySiCa;activity lcvcl(PAI´ ),and
cstimated encrgy intakcs(EEI)′

B Oth(′ ,=50)Boys(″ =23)Giris(7・ =27)

TEE(hF」/d)          984士 179   1009士 199   964± 162
Bヽ4R(卜 1」/d)         578± 103    586± 126   570■ 080
FDAL(TEさゝ ⅣfR)     171■ 021   174± 022   169± 019
YAQ EEl o4」 /d)      1003± 312   1034± 322   978■ 307
YAQ EEI-          0185± 324   0242± 297  0136± 351

DBハ/TEE(NI」 /d)

′,士 SD Thcr wcrc no signincmnt scx di∬ crcnccs BMR,basal mcm―

bolic ratclヽ LへQ EEl,EEI by thc Youth― Adolcsccnt FoO」 Frcqucncy QuCS‐

6onnailclヽ しヽQ EEI― DLW TEE,discrepancy bctwccn thc EEI YAQ an(1

「 EE by doubly labclcd watcr

図 1に示 したように,YAQエネルギー摂取

量と DLWに よる TEE間 には僅かな平均不一

致(019M」;P=092)が あつた しか し,± 2 SD

の誤差の許容範囲の最下 (‐
6.30M」 :推定の低

点の信頼限界 :‐ 789,‐ 4.70MJ)と 最上(667 MJ;

推定の高点の信頼限界:509,828M」 )の 間には

大きな範囲があつた .

DLWと YAQ法の繰 り返 し測定について被

験者内(w)CVSが公表 されているため,こ れ ら

の演1定値間の 95%の 一致の信頼限界は,どれ

くらいの被験者がエネルギー摂取量を誤つて

報告したと見なされ うるかを確定するため下

記のように確立された I

VC。口=ヾ [CVwDLヽ V2+(CVwYAQ/マ d)2]      (1)

我 々 は ,CVwDLW=8.9%(21‐ 23)と CVwYAQ=

23%(24)を仮定 した ;グ は食事評価の日であり
,

YAQの 28日 であると仮定した.YAQは ,前の

1年間にわたる習慣的なエネルギー摂取量を

測定すると仮定されるが,こ れは真実ではな

いかも知れない.こ の測定には中位の再検査

精度 しかなく(5,13),こ の質問票の精度は,テ

ス ト間の時間が増せば低下するし(5,13),小 児

のエネルギー所要量は時間と共に変化する

これらの仮定に基づくと,95%の 信頼限界は
,

エネルギー消費量 とエネルギー摂取量(994

M」/d)或 いは±1.97 MJ/dと い う平均値の±

19.81%で ある.こ の範囲は,50人 の被験者の

25人 を包含する

TEEと エネルギーの不一致(YAQエネルギ

ー摂取量 ―TEE)及び YAQで推定したエネル

ギー摂取量の平均値 との間には正の関係

(″
=051,P<0001)が あつた(図 1).エネルギー

不一致と体重(r=‐o.25,P=0.08)及び体脂肪率

(″ =‐0.07,P=0.63)の 間には負の関係があつた。

暦年令(′
=‐ 007,P=0.63)と 沢1定間の時間のズレ

(r<000,P=0,98)は ,エネルギーの不一致とは

相関しなかつた,エ ネルギーの不一致と年齢 ,

体重,体脂肪率,及 び各モデルの共変量とし

ての残 りの各変数それぞれと YAQエネルギ

ー摂取量の平均値及び各モデルの共変量とし

ての残 りの各変数のそれぞれとの間で偏相関

分析が実施 された。この方法は,重 回帰分析

と同じである.偏相関分析の後,体重(″
=‐0.52,



齢変数は,尤度比テス トの結果に基づいてロ

ジスティック回帰モデルから最後に除外され
,

年齢と性,体脂肪率に関する条件を含んだモ

デルの 10g尤度において,年齢×性,年齢×体

脂肪率,性 ×体脂肪率,及び年齢×性 ×体脂

肪率の相互作用が,性,体脂肪率,性 ×体脂

肪率の相互作用だけを含んだモデルの log尤

度 と比較 された。尤度比テス トの P値は
,

0306で あると決定されたので,年齢に関連 し

た条件は,小児のエネルギー摂取量を過少報

告する確率を正確に予測する最も簡素なモデ

ルから取 り除かれた 図 2に示 したように
,

大きな体脂肪率について,エネルギー摂取量

を過少報告する確率は,男女間で違った.低

い体脂肪率をもつ男児は.エネルギー摂取量

を過少報告する低い確率(～ 0.10)を 示 し,こ の

確率は痩せた女児のそれ(～ 0.48)よ り低かつた

10

01

9         14 19       24       29        34       39

Four‐ companment rrodel estlmate of perccntage body Fat(・ /o)

FIGURE 2.Logislc lcgrcssioll of thc probabihty of undcrrcponing thc csttmatcd cncrgy intakc by thc Yo口 th― Adolcsccnt Food‐ Frcqucncy QuCS60n

nairc(YAQ)and thC pcrccntagc body fat cstimatcd by thc 4‐ conipartmcnt l■ odcl of Lohman(17)

（
）
く
ア

、
０

０
ｙ
”
一Ｃ
一
ゝ
０
」
０
こ
ｏ

Ｏ
Ｃ
一ｔ
Ｏ
α
Ｏ
」
」
ｏ
Ｏ
こ
う

｝
ｏ

、
〓
〓
０
０
つ
０
」
∝

6



大きな体脂肪率の男児で,エネルギー摂取量

を過少報告する確率が(>0,90)大 きかった.し

かし,大 きな体脂肪率の女児で過少報告する

確率は,低い体脂肪率の女児の確率より僅か

に低かった(γ O.36)

YAQに よって推定した栄養素摂取量は,表

3に示されている カルシウム摂取量は女児

より男児で大きいが(P=0.057),そ の他の点で

は,栄養素摂取量に有意な性差はなかった.

Ъヽ BI′ E3
Nぃ tricnt data cstilnatcd by using thc Youth― Adolcsccnt「 ood― Frcqtlcncy

QuCSdOnnairc′

BOth(″ =50)  BoyS(″ =23)  Giris(″ =27)

Carbohydratc(g)   3379± 1072     3514± 1089     3265± 1064
Protcin(g)    889± 307   928± 301   855± 314
Fat(g)      788± 284   792± 310   785± 266
Sttttlratcd at(g)    279± 107      279± 120      280± 97
Cholcstcrol(mg)   2236± 936     2273士  102      2205± 877
Dict釘 y nbcr(g) 217± 81   218± 87   216± 76
Sodium (Ing)     29989± 8683   30838± 8976   29266± 8526
C`Hcitlnl(mg)     13373± 5278   14908± 5280   12066± 5006
L On(nng)           194± 93        186± 76        20 1 ±106
ZinC(mg)          147± 66       143± 56       150± 75
Folatc(μ g)        4097士  1979    4050士 1659    4137± 2247

′I tt SD Therc was no signinctttinain c∬ cct oF scx for tty vttablc

考察

我々は,小児と青年のDLWで測定 したTEE

と YAQで推定したエネルギー摂取量を比較

した.先行研究は,YAQのテス ト‐再テス ト信

頼性を確立したが(5,13),本研究は,測定 した

DLWに よる TEEを 用 いて YAQの精度 を最初

に研究 した ものである 我 々の平均 TEEは
,

別 の小児や青年 につ いて記述 され ている範囲

内にある(6,8,9).我々の YAQで得た平均エネ

ル ギー摂取量 と栄養素摂取量の推定値は
,

YAQの 開発で報告されたデータと同 じであ

る(5,13)YAQで推定 したエネルギー摂取量

の報告 ミスは,665‐M」/dの 過大評価 か ら

639‐MJ/dの 過小評価までの範囲にわたった

小児の半定量的な食物頻度アンケー トの妥当

性は,4‐7歳の小児グループのデータ(12)を 除

いては報告されてお らず,年齢,成熟,及び

認知能力などの違いのため本研究集団とは比

較できなかった .

我々が検査 した全ての栄養素の平均推定摂

取量は,繊維を除いて,Rockettら (13)に よって

報告されたデータの<10%程度異なる.推定し

た繊維摂取量の他に類をみない違いは,我 々

のバージエア被験者だけからのものであり
,

Rocke慣 らの研究の被験者は全国にわたる幾

つかの州からのものであったため地域の食事

パターンに起因しているかも知れない.

食事評価ツールを確認するのに使 う場合 ,

TEEは ,被験者がエネルギー 。バランスにあ

ると仮定する.我々は,1年間隔でとつた TEE

とYAQの データを比較 した.こ の期間中,幾

人かの被験者は,彼 らの発育速度や彼 らの典

型的な日々のエネルギー所要量を高める思春

期に進行 していた。しか し,測定間の時間の

ズレは,それがエネルギーの不一致(YAQエ

ネルギー摂取量 ―TEE)と は関係 しなかった

ため(″
<o,00,P=0.98),エ ネルギー摂取量の報

告 ミスという結論に影響を及ぼすとは思われ

なかった,

正常な発育を維持するため,我々は,我 々

の被験者では,エネルギー摂取量がエネルギ

ー消費量より大きくなければならないであろ

うことを我々の被験者で認めた YAQで推定

したエネルギー摂取量を過少報告 している小

児は,彼 らのエネルギー摂取量が前年のエネ

ルギー消費量より少ないことを示唆 している.

このことは,発育速度の減少なしには起こら



ない 我々は,縦断的発育研究の一部として
,

過去 5年間これらの小児を追跡 し,体重と身

長の発育率が正常であることを明らかにして

いる.第 1の見解で,TEE測 定の十分前に

YAQを完了した人達の中で小さい者でも,プ

ラスのエネルギー・バランスが期待されるで

あろう。しかし,こ の議論は,YAQと TEE測

定におけるテス ト‐再テス トの誤差はないと

いうことを仮定にしている DLWと YAQ法

の繰 り返 し測定で公表 されている被験者内

CVを 使 うと,こ れ らの測定値間の一致の

95%信頼限界は,± 1.97M」/dで あることが認

められた このことが,50人 の被験者のうち

25人 に過少か過大報告をもたらした.更 に
,

我々が,YAQの日寺とTEE測定日寺σ)刷]で BMR

の浪1定 した変化のせいだとし,発育が TEEの

2%を 占めると仮定 しても,24人 の被験者の不

一致は,こ れ らの信頼限界の範囲内のままで

あつた 従つて,エネルギー消費量の発育関

連の差は,測定間の時間のズレがエネルギー

の不一致とは関連 しなかったという我々の結

論に影響を及ぼさなかった 大抵の食物頻度

調査票は,正確 さの標準として観察や食事記

録を使 うのが常であつた しか し,エネルギ

ー・バランスを想定すると,DLW法が,食事

評価のツールによるエネルギー摂取量推定の

不一致を確認する最も適切な方法である た

だ 1つの研究がエネルギー摂取量について食

物頻度調査票推定を確認するのに DLW法 を

使用しているが(12),本研究は,TEEに 対 して

YAQを確認 している最初の研究である.推定

したエネルギー摂取量を確認するのに食事記

録を用いる研究と食物頻度調査票を用いる研

究の結果は,それらが食事摂取量の自己‐報告

を必、要とする 2つのツールを比較する較正研

究として非常に正確に記述されている(3).食

事記録によるエネルギー摂取量の過少報告に

関する文献があるとすれば,それは,そ の方

法が,YAQ推定の不一致の大きさと種類の同

定には適切でないことが明らかである.

幾つかの要因が食事評価ツールの正確さに

影響を及ぼすであろう.年齢と食事記録によ

るエネルギー摂取量の過少報告 とは,明確に

関連する(7‐ 9).驚いたことには,年齢 と推定

されたエネルギー摂取量の不一致との間に相

関はないことが我々の研究で観測された こ

のことは,こ の年齢範囲全体を通 してYAQ使

用の妥当性を支持するであろう.幾つかの研

究は,非肥満の小児や青年より肥満者の食事

記録でエネルギー摂取量の大きな過少報告を

示 した(6,7,10,H).我 々は,体脂肪率と YAQ

によつて報告されたエネルギー摂取量の不一

致との間で類似 した相関を明らかにした.過

少報告の確率は,10%体脂肪の男児で低かつ

たが(～ 0.10),大 きな体脂肪率の者ではより高

く,25%体脂肪の男児では非常に高かった.女

児の過少報告の確率は,大 きな体脂肪率の者

でも明らかには違わず,ヽ 0.40-0.50の ままで

ある 女児についてはないが,男児の報告の

正確さに及ぼす脂肪の強力な影響は,我々が

説明する事実を持たない異常な結果である.

特に,こ れら性‐特有の応答は,正常な体脂肪

率の範囲内で起こり,被験者の年齢とは関連

しなかった.肥満に関わらず,恐 らく女児は
,

痩せた体型を維持するために認知 している社

会的なプレッシャーのため,彼 らの食事摂取



量に関 しても同 じように認識 している.逆 に
,

男児は,過体重の心配は持たず,肥満で太っ

た男児は,彼 らの食事摂取量について意識が

な く,エネル ギー摂取量に関す る彼 らの過少

推定をはつきりとは理解 していないのかも知

れない 栄養士は,YAQを 完了するための指

示だけを与えた 臨床環境で YAQを 完了 し
,

身体組成の開始後,何人かの小児の報告に影

響を及ぼ したであろ う―恐 らく,女児 よ り男

児で Kaskounら (12)|ま ,DLWで測定 した TEE

と半定量的な食物‐頻度質問票によつて推定

したエネルギー摂取量を比較 し,身体組成と

推定したエネルギー摂取量の不一致間に相関

を認めなかった しか し,食物‐頻度調査票が
,

被験者の母親によって完成 されたため,小児

と青年の報告の不一致を表示するものではな

かつた 将来の研究は,我 々の結果を確認す

べきであり,何故太った男児が彼 らのエネル

ギー摂取量を過少報告に回答する行動に関す

る測度も含むべきである.

結論として,YAQは ,集団として思春期前

や思春期における男女児の平均エネルギー摂

取量の優れた推定をな したが,報告の精度に

は有意な変わりやすさを示 した.報告された

エネルギー摂取量とTEE間 の不一致は,YAQ

エネルギー摂取量平均推定値と TEE,TEEそ

のもの,身体組成,及 び体重と正比例 し相関

した 本研究で見られたYAQの 持つ報告精度

の変動性の範囲を考慮すれば,YAQは ,個 々

の小児や青年の日々の摂取量を沢1定するため

の基準法とは考えられない しか し,YAQは ,

グループの平均エネルギー摂取量と栄養素摂

取量を推定するための方法としての保証は保

つている.
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