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原著論文

発育と身体組成の思春期変性.VI.思春期のインスリン抵抗性 :肥満,体脂肪分

布,及びホルモン放出

JN Roerrllnich,PA Clark,M Lusk,A Friel,A Weltman,LH Epstein and AD Rogol

目的 :絶食時血清インスリン濃度の思春期増加と恒常性機能モデル(HOMA)に よって評価 したイ

ンスリン抵抗性に及ぼす脂肪量,体脂肪分布及びホルモン放出の変性に関する独立した影響を

研究することである.

デザインと被験者 :正常な体重と発育速度の思春期以前(n=H,n=8),中期思春期(n=lo,n=11),

及び後期思春期(n=lo,n=11)の 男女に関する横断的研究である。

測定 :身体組成 (4‐成分モデルによる),腹部脂肪分布と大腿中央部維管東間+筋間 (細胞外の)

脂肪 (核磁気共鳴画像による),総体皮下脂肪 (皮 下脂肪厚による),平均夜間成長ホルモン(GH)

放出と血清インスリン朝 6時のサンプル)性ステロイ ド,レプチン及びインスリン様成長因子

‐I(lGF‐ I).

結果 :思春期のインスリン抵抗性は,思春期以前と中期の思春期グループより後期の思春期に

おける大きな(P<0.001)絶食時血清インスリン濃度で示唆 されるが,血清グルコース濃度は変化

せず,以前と中期の思春期の若者より後期の思春期で大きな (P<0.001)HOMA値 であった。一

変量相関から,脂肪量は,HOMAと 最も関連 した(′
=0.59,P<0.001).2つ の階層的回帰分析モデル

が,HOMAを 予測するのに開発された。1つ のアプローチで,性,思春期成熟,身長及び体重の被

験者差は,こ のモデルの第一段階でブロックとしてこれらの変数を加えることで一定に保たれ

た(″

2=0.36).脂
肪分布変数 (筋 細胞外脂肪,腹部内臓脂肪,皮 下脂肪厚の和;″

2=0.H,′ 2=0.55,

P<0.05)ブ ロックのその後の追加 と同様に脂肪量(FM)の 連続的な追加は,″
2(4nc)“

mend=0・ 08,

r2=0.44,P<005)を 高めた.ホ ルモン変数ブロックの連続的な追加(血清 IGF‐ 1と lo致 1の レプチン濃

度 ;″
2inC=004,P>0.05)は

,身体的特性や脂肪変数を上回つて″
2を

確実には改良しなかつた。第 2

のモデルで,性差や思春期の成熟差は,更に,一定(″

2=0.25)を
維持 したが,体格差は,体脂肪率の

データ使用で説明された.体脂肪率の連続的な追加(″ hヽc)。 ncm=0・ H,″2=036,P<005),次
に,分布

変数ブロック (筋細胞外脂肪率,腹部内臓脂肪率,腹部皮下脂肪率;″
2ぃ
。=0.08,r2=0.44,P=0058),

それから,血清 IGF‐ 1と log(10)レ プチン濃度(∴nc=0,07,″
2=0.51,P<0.05)の

連続的追加も,″
2を高め

た。平均の夜間GH放出は,HOMAと 関連しないため(″
=‐004,P=075),階層的回帰には含まれな



かった .

結論 :思春期におけるインス リン抵抗性の増大は,最 も FMと 関連 した。腹部内臓脂肪,皮下脂

肪,筋区画の脂肪の蓄積は,総体脂肪以上に思春期のインス リン抵抗を高めるかも知れない。レ

プチンと IGF‐ 1の血清濃度は,肥満や脂肪分布の影響以上に HOMAを 変えるかも知れない。し

か し,こ の結果は,横断的デザインとHOMAの使用に限定 されている.
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緒言

思春期は,増加 したイ ンス リン分泌 と血清イ

ンス リン濃度によつて補償 された適度のイン

ス リン抵抗性 と関連す る ・ 3増
加 した絶食時

血清イ ンス リン濃度 とイ ンス リン抵抗性は ,

痩せ と肥満の両方で起 こり,男 児 よ り女児で

大きい
1‐3ィ ンス リン抵抗性の一般的な性質

によると,そ れは,総脂肪,体脂肪分布,成長

ホ ル モ ン (GH),イ ン ス リ ン様 成 長 因 子

-1(IGF― I),レ プチ ン放 出における思春期変性

に起因す るであろ う.イ ンス リン抵抗性は成

人期の初期に低下す るが,2,4思 春期は肥満や

2型糖尿病の危険性の高い発生期間であ り,5

インス リン抵抗性はこれ らの疾病の発生に役

割 を果たすかも知れないため思春期のインス

リン抵抗性の調整物 を理解することが重要で

ある。思春期のイ ンス リン抵抗性は,グル コ

ース代謝を制限す るとは言 え,脂肪代謝に及

ぼす同化作用は,強力なままである.6

思春期に 目立つ変化は,体脂肪量 と局所分

布である 総脂肪量(FM)と 腹部内臓に貯まつ

た脂肪 (AVF7■
0),腹

部の皮下脂肪 (ASF,日
,12)及

び筋の貯蔵場所に貯まった脂肪
11'13■6は

,思

春期に体格 と共に増加 し,全てインスリン抵

抗性と関連がある.増加 した AVFは ,イ ンス

リン抵抗性になる代謝攪乱のカスケー ドにつ

ながると思われる.7,17増 加 した筋の脂肪も皮

下脂肪も,イ ンスリン抵抗性を減 じるかも知

れない.11筋の脂肪 とインスリン抵抗性間の

逆の関係は,筋の脂肪が思春期に増加 し,筋

が正常血糖状態下でインシュリンに刺激 され

たブ ドウ糖処分の原発部位であるため思春期

では特に関連性があるのかも知れない 18,19

思春期の間,総 FMや脂肪分布が増加 した血

清インスリン濃度や低下 したインスリン感受

性 と関連するかどうかは明らかではない.

脂 肪 組 織 と ラ ン グ ル ハ ン ス 島 は
,

adlpohsular axisを 通 して機能的に結びつけら

れている.20レ プチンは,ヒ トの島からのイン

スリン分泌を直接抑制 し,食物摂取後,レ プ

チンはインスリン分泌を抑えるようにフィー

ドバックする.20恐 らく,思春期開始での血清

レプチン濃度の増加は,21β
_細胞で適度なレ

プチン抵抗を引き起こすことで高いインスリ

ン濃度になるのであろう。

GH分泌も思春期に増える GHは ,イ ンス



リン拮抗的効果
22と

してょく知 られてお り,

肥満と脂肪分布の変性と共に増加 した GH分

泌が,思春期のインスリン抵抗性の主要なメ

カニズムになるものと考えられている。23‐
25

同じ被験者における調節物のようなものの

測定は,それ らが全てお互いに,そ してイン

スリン感受性 と関連 しているため,それ らの

相対的な重要性を決定するのに必要である.

従つて,我々は,以前‐,中期‐,後期‐思春期の

男女児における肥満,脂肪分布,レプチン濃

度 ,絶 食 時 血 清 イ ンス リン濃度 に よる

GH‐ IGF‐ I axisと インスリン抵抗性の恒常性モ

デル評価 (HOMA)26間 の関係 を検査 した

我々は,体格,思春期成熟における初期の差

を一定に保持すると,イ ンスリン抵抗性の増

加は,総 FMの増加に主として関係するであ

ろうが,体脂肪分布 とホルモン放出も直接 ,

独立して関係するであろうと仮定した .

方法

被験者

サンプルは,正常な体重,身長,及 び身長別

体重をもつ思春期以前(n=lo,n=8),思 春期中

期(n=13,n=8),思春期後期(n=lo,n=12)の 男女

であつた.思春期内分泌科医による男児の性

器(G)と 女児の平L房 (B)の 発達に関する外観検

査後,被験者は,以下の通 り,思春期以前,Gl,

Bl:思春期中期,G5,B5;思春期後期,G5,B5

にTanner基準
27に

基づいた思春期グループに

配置 した 親からのインフォーム ド・コンセ

ン トと小児からの同意が研究へのエン トリー

前に得 られた.全被験者は,発育と成熟に関

する進行中の縦断的研究に登録 され,彼 らの

性的成熟ステージ別の適切な速度で発育 して

いた.本論文は,こ れ らの若者の絶食時血清

インスリン濃度の横断的分析 も含んでいる.

採血 とホルモ ン分析

午前 8時に General Clinicd Research Centerに

入院後,16時にカテーテルが前腕静脈に挿入

され,ヘパ リン。ロックで開存 された。平均夜

間 GH放 出を測定するため,連続的な採血が

(10分 ごと)18時に開始 され,先に記述 された

28ょ
ぅに午前 6時まで続 け られ た。Nたhols

Luma Tag hGH化 学発光法(San Juan capisiano,

CA,USA)が ,0.002 μ gД の感度で血清 GH濃度

を測定するのに使われた.分析内の変動係数

は,0.2μ g/1で 4.9%,2μ g/1で 6.7%,4.9μ g/1で

6.4%,一 方,分析間の変動係数は,1.7と 4,2μ

gAの両方で 7.2%で あつた.GHパルス特性は
,

model‐■ee Clusterア ル ゴリズム,バージョン

601で評価 した .

血清イ ンス リン,総テス トステ ロン,エ ス

トラジオール,IGF‐ I,レ プチン及びグル コー

ス濃度は,6時の血液サンプルで演1定 した。イ

ンス リン,テ ス トステ ロン及びエス トラジオ

ールは,Diagnostic Products Corpora‖ on(Loa

Angcls,CA,USA)の RIAキ ッ ドによつて測定

した.イ ンス リン分析 の感度 は,4,8‐ 54.6μ

IU/mlの範囲内で 83‐ 6.4%の 分析間変動係数

(CV)を もち,4.9‐ 52.9 μ IU/mlの 範 囲内では

12.2‐ 4.7%の 分析内CVを もち,1.3 μIU/mlで あ

っ た 。テ ス トス テ ロ ン 分 析 の 感 度 は ,

100‐ 800ng/dの 範囲内で 5‐6%の分析間 CVを

もち,70¨ 840ng/dlの 範囲内では 9.2‐ 12,9%の 分

析間 CVを もち,10.Ong/dlで あつた.エ ス トラ



ジオール分析の感度は,50-1100pg/mlの 範囲

内で 4‐ 7%の分析間 CVを もち 10.Opg/mlで あ

つた。分析内 CVは ,50‐ 1025pノ mlの範囲内で

4.2‐ 8.10/0ま でに及んだ。IGF‐ I濃度は,グ リオ

キ シル 酸抽 出後 ,RIAい たhoL Insututc,San

Juan Capistrano, CA, USA)に よつて 測 定 し,

0.53と 0 92ng/mlで 2.4と 3.0%の 分析間 CVを

示 し,054と 0.82nノmlで 5.2と 8.4%の分析内

CVを示 した その感度は,0.06ng/mlで あった。

血清レプチン濃度は,0.5ng/mlの 検出範囲を

もつ RIAで測定 し,2.9ng/mlで 4.4と 6.9%,

14 1ng/mlで 57と 90%と いうそれぞれの分析

内と分析間CVであつた
21血

清グルコース濃

農:は , Olympus(Olympus optical Company,

Tokyo,Japan)の 自動化学分析器を用いて測定

した。

身体組 成

身体組成は,Lohman30に よつて記述された 4‐

成分モデルを用いて推定 した。我々は,我々

の実験室におけるこのモデルの使用を記述 し
,

検証 した。
31 

体密度は,水 中体重枠量法で測

定し,窒素洗い出し法による肺残気量で補正

した.体密度は,重水希釈法による総体水分

量 と二重‐エネル ギー X‐ 線吸収法 (HologiC

QDR 2000,Walham,MA,USA)に よる骨 ミネ

ラル量で補正 した.

核磁 気 共鳴画像 法 (MRI)

L4-L5椎間スペースのレベルと大腿中央部の

筋聞プラス維間束間脂肪(筋細胞内)面積での

皮下脂肪 と内臓脂肪は,Siemensバ ージョン

1.5Tス キャナーを用いた核磁気共鳴画像

(MRI)法 で浪1定 した.500msの 繰 り返 し,20ms

のエコー(7E)時間,10mmギ ャップでの 10mm

スライス厚,128× 256マ トリックス及び 2つ

のシグナル平均をもつ T「荷重スピンーエコー

矢状スカウト・スキャンが,L4‐ L5デ ィスク 。

スペース及び大腿骨の大転子と膝蓋骨の上縁

間の距離の 1/2と して定義 した大腿中央部の

位値を確認するのに使われた。脂肪 と除脂肪

組織の面積は,Tl‐ 荷重スピン‐エコー連鎖を

用いて評価 した.組織領域の脂肪 と水は ,

MedXソ フ トウエア(SensOr systems,Sterling,

VA,USA)を用いて決定 した.内臓脂肪と皮下

脂肪から構成 される矢状腹部面積の比率は,

腹部内臓 と腹部皮下脂肪横断面積の両方を画

像の腹部総面積で害1っ て計算 した。類似 した

比が,大腿の筋細胞内脂肪の比率を決定する

のに使われた.

人体計測

訪1練 された人体計測者lJNR)が全ての測定を

実施 した。身長,腰囲,臀囲,体幹皮下脂肪厚

(肩 甲骨下部,胸部,腋寓中央部,腸骨上部 ,

腹部)及 び末梢部皮下脂肪 (上腕背側部,上腕

前部,大腿部,下腿中央部)が ,推奨された方

法で測定された.32

デ ー タ分析

インスリン抵抗性は,Mattewsら
26に

よつて記

述されたようにHOMAモデルで推定 した,分

散分析(2(性 )× 3(成熟))と 共分散が,身体組成 ,

体脂肪分布及びホルモン濃度におけるグルー

プ差について検定するのに使われた,Pcarson

の相関が,絶食時血清インスリン濃度と身体



組成,体脂肪分布とホルモン変数間の関係の

強さを調査するのに使われた。体脂肪分布 ,

次にホルモン放出に関する情報の追加が,身

体特性の差を一定に保持する限り FMに よっ

て提供されたものを越えて絶食時血清インス

リン濃度の予測を改善するかどうかを決定す

るのに階層的回帰が使われた.FMを越えて体

脂肪分布の独立した予測能力を決定するため

に,体脂肪分布が FMの小成分であり,FMと

高度に相関があるため,体脂肪分布の前に

FMが そのモデルに加えられた.レプチン濃

度は,絶対値が正規分布 しなかつたため,対

数変換された

結果

表 1は ,被験者の身体特性を示 している.年

齢(P=0001),骨 年齢(P<0.001),身長(P<0.001),

体重(P=0.001),及 び除脂肪量(P<0.001)は ,3つ

の思春期グループ全てで異なつた。思春期後

期グループは,思春期前期及び思春期中期グ

Table l  Phys cal charcteristics of the sublect groups

ループより脂肪量(P<0.001),筋細胞内脂肪

(P<0.001),ASF(P=0.002),及 び合計皮下脂肪

厚(P=0.003)で 大きな量を示 した.思春期後期

グループは,思春期以前グループより多量

(P=0.02)の AVFを示 した。男児は,思春期が

遅いため女児より高い暦年齢(P=0.006)と 骨年

齢 (P=0.001)を 示 した。身長(P<0.001),体 重

(P=0.007),及び除脂肪量(P<0.001)も ,女児よ

り男児 で大 きかつた.体脂肪 率 (P<0.001),

FM(P=0.004),筋細胞内脂肪(P=0.01),%筋細胞

内 月旨 肪 c = 0,01), % AVFば <0.001),

ASF(P=0.017),%ASF(P<0.001),及 び合計皮下

脂肪厚(P=0.013),は ,男児より女児で大きか

つた.思春期後期の女児の体脂肪率(性‐成熟

相互作用,P=0.03),FM(′ l■―成熟相互作用効果 ,

P=0.008),筋 細胞内脂肪(性‐成熟相互作用効果,

P=0,01),%筋 細胞内脂肪(性‐成熟相互作用効

果,P=0,05),及 び合計皮下脂肪厚(性‐成熟相互

作用効果,P=0,045)は ,思春期後期の男児より

大きかつた。男児の除脂肪量は,思春期中期

Pre‐ い三8) Midい =11) Late(n=11) Pre_(n=11'  Mid(n=10) Lateい =1の

141■ 04
145± 05
1650■ 23
511± 24
178± 20
94± 13
417± 28
196■ 50
56± 10
468■ 76
117± 14
848± 273
183± 40
1045■ 213

157■ 04
166■ 040
1796■ 19
713■ 28
154■ 20
111■ 14
602■ 24
236± 41
5.4■ 11
570■ 61
117± 14

1203± 193
245± 39
1153± 135

aMaturalon ma n effect aH Pubertal groups d“ erent from one another′ P≦ 005
bSex ma n erect′

P≦ 005
て
nteract on erect sexes differ at iate‐ pubeゥ′P≦ 005

dMaturauon main effect:late‐ puberta1 9「 Oup different from pre‐ and mid‐ pubertal grouPs, P≦ 005
e nteracJon erect sexes d“

er at rn d‐ and late‐ pubertシ P≦ 005
(Maturation main effect:late‐

Pubertal group different than prepubertal g「
oup, P≦ 005

AVら abdOm nal宙 scerJ fat

ASら abdOmina subcutaneous fat



と後期グループの女児より大きかったが,思

春期前のグループではそ うではなかった(相

互作用,P=0.01)

血清ホルモンとグルコース濃度が表 2に示

されている.絶食時インスリン濃度と HoMA

値は,思春期以前と思春期中期グループより

思春期後期グループで大きかったが(P<0.001),

男女児の間に差はなかった.血清インスリン

濃度や HOMAは FMで共変動すると,グルー

プ差や相互作用はなかつたが,思春期後期の

被験者は,体脂肪率で共変動す ると大きな

(P<0.001)血 清インスリン濃度や HOMAを 示

した 血清 グル コー ス濃度 は ,男 女児 間

(P=0.08)及 び成熟グループ間(P=0,77)で は違

わなかつた。男児と女児の血清テス トステロ

ン(相 互作用効果,P<0.001)と エス トラジオー

ル(相 互作用効果,P=0.04)濃 度は,思春期の中

期と後期で異なったが,思春期以前では異な

らなかつた 平均の夜間 GH放出は,思春期

の中期と後期より思春期以前のグループで低

かつた(P=0.009),血 清 IGF‐ I濃度は,各思春期

グループで異なつた(P<0,001).血 清 lo欧 1の
レ

プチン濃度は,男児より女児で大きかった

Table 2 Serum hormone and glucose concentralons of the subleCt 9rOuPS

(P<0001;相互作用効果,P=0.08).

HOMA値 と絶食時血清インスリン濃度は,

表 3に示 してある全ての変数と直接,有意に

関係 し,%AVFを除いた全ての変数が表 4に

示 してある,HOMA値 と絶食時血清インスリ

ン濃度の両方は,FMと 最も高度に関係 した

(表 3).HOMA値 と絶食時血清インスリン濃度

も,暦年 齢 (FO.45,P<0.001;FO.43,P=0.001),

骨年齢(HOMA,図 1参照;絶食時血清インス

リ ン ,″=0.52,P<0.001),及 び ASF(″=0.56,

P<0.001:′=0.67,P<0.001)と 関係 したが,平均

GH濃度 とは関係 しなかった(″
=‐ 0.04,P=0.75;

″==0.07,P=0.60).

階層的回帰分析の 2セ ッ トが実行 され:表 3

と4に示 されている独立変数の全てのブロッ

クの登録後に漸増部分的回帰 (sr12)と ろ r2及 び

調整 r2が 実行 された。表 3に示 した回帰のセ

ッ トについて,性,思春期成熟,身長 と体重

における差は,モデルの第一ステ ップのブロ

ックとしてこれ らの変数を加 えて一定に保持

された.こ れ らの変数は,残 りの独立変数の

予測値が体格や思春期成熟の初期の差を一定

に保持すると同時に決定できるので最初に加

Pre‐ い=8)  Midい =71)  Lateい =11) Pre‐ い=11) Mid“ =7の   Lateい =1の

Testosteroneb′
(d(ng/dD    12 8± 28     227± 22     451± 56

Estradiolb(′
d(pg/mり       195± 87     449± 117    64ア ±14.5

nsu in・ (口 U/m)
Glucose(mmo′ )

HOMA`

Mean CHC(μ 9/り

IGF‐「 (ng/mり
しepunb(ng/m)

73± 10
469■ 010
146± 021
210■ 28
14.0± 40
26S1034
2118± 329
62■ 16

75■ 04
487■ 020
164■ 022
5508=L859
249± 34
412■ 088
3710± 410
43± 14

96± 06
6.15+027
2.21■ 021
6571■ 712
280± 44
456± 051
4579土 SS 6

45± 0.8

73■ 13     78± 08     132■ 11
427■ 015    478± 032    429± 017
146■ 024    167■ 026    254± 021

293■ 065   427■ 059   413± 036
1910± 275   3542± 325   4937± 280
86■ 30      155■ 53     198■ 29

aMaturaJon main effect ate―
puberty greater than pre.and mid― puberty7 P≦ 005

bSex main effect′
P≦ o o5

CMaturaJon main effect mid‐
and ate‐ puberty greater than prePuberty P≦ 005

d nteraction effect:sexes differ at mid・
and late‐ Puberty P≦ 005

・Maturation main effect:a‖ pubertal groups different from one anotheら P≦ 005
HOMA:homeostals mOdel assessment=insui n x glucose/225

GH′ growth hormone

lGF t insui n― ike 9「owth factor l



Table 3  Univariate correlation coefficients of HOMA values and fast n9 Serum insulin concentrations with predlctor variables and

hlerarchical re9ression of physical character stic′ body composit on′ body fat d str bution′ and hormone variables on HOヽ 4A values

and fast ng serum insu in concentration

HOMA Fasting insulin

Univariate       Semipartial regression       Univa″ ate       Semipartial regression

correlaJon「        σncrementa)s12       correlaron r       ぐncrementa,s12

B10ck 7

Sex8

Tanner groupb

Hdght(cm)
Wdght(k9)

31ock 2

Fat mass(k9)

BIock 3

Musde fat(cm2)

AVF(cm2)
Sum ofshnfo ds(mm)      057'☆ '

040★★
'

057・☆★

059・ '・

056・☆★

024☆

036★★
'

008☆☆

011☆★

004

′=o59
Adiustedノ =051

「=077

034★★

057★★+

070★★
=

065★★+

032・・

068'☆・

048★★t

060☆★★

046・★・

006・ '

008'★

004

′=064
Adiusted′ =057

「=080

81ock 4

GFI(ng/m)
しepun(ng/mり

043☆‥

053☆ ''

aCoded as O=female′ 1=mae
bCoded as prepuberta=1′

mldPubertal=2′ late puberta =3

'P≦ 005′ '★ P≦ 001′ ★''P≦ 0001
HOMA′ horreostals mode assessment

AVL abdOminal vも ceral fat

lGFJ′ insunnJ ke g「 oヽvth factor‐ 1

Table 4  Unlvarate correlat on coeficients of HOMA values and fast ng serum lnsulin concentrations、 v th predictor variables and

hierarchlcal regression models of percentage adipos tン percenta9e body fat d stribut on′ and hormone variables on HOMA values

and fasting se「 urn lnsu‖ n concentration

HOMA Fastirlg insulin

c器笙::『r  '解潔f蜀罵夕
n  c器

笙1:『「  ゝ
::潔潟等

∽

Block l

Sexa

ranner grOupb

Block 2

Percentage body fat             0 38★ ☆

31ock 3

Percentage musc e fat        0 40"★
-016
045'☆ '

050・★☆

045織☆

-015
056・ '☆

025''

011‐

0081

007'

′=051
Ad,usted′ =045

r=072

031'・ '

016`・・

008'

005t

′=060
Adiusted′ =054

「=078

Percentage AVF

Percentage ASF

Block 4

1GF‐ (ng/m)
Lepun(ng/mり

aCoded as O=fema e′ 1=mae
bCoded as prepubertal=1′ m dpuberta=2′  ate pubertal=3

・P≦ 005′
★
'P≦ 001′ '★ 'P≦ 0001

+P=006

HOlaA′ homeostas s model assessment

AVF abdOm na v`cera fat

lGFし nsul nJ ke g「 owth facto「

に保持す ると決定できるので最初 に加 え られ  連続 した追加 は ,′
2を

高 めた (′負hc>cmcn湖=008,

た HOMAの 予演1モ デル において,こ れ らの  ″
2=044,P<0.05).残

りの プ ロ ックにつ い て
,

身体的特性は,′
2=036を

生 じた FMの      変数登録の順序は,思春期の間に高まつたイ
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r=050,pく o Ool

6    8    10   12   14   16   18   20

Bone age(years)

Fi9ure l  Relationship between homeostasis model assessment of
insu in resistance and bone age of the boys and gir15,

ンスリン抵抗性が,体脂肪分布やホルモン放

出の影響として高い FMと 最も関係するとい

う我々の仮説の通 りであった。脂肪分布変数

(筋細胞外脂肪,AVF,及 び皮下脂肪厚合計)の

その後の追加は,更 に′2を 高めた(″Lnc=0,H,

″2=0.55,P<0.05).ホ ルモン変数(血清 IGF‐ Iと

10欧 1の レプチン濃度;スnc=004,P>005)ブ ロッ

クの連続的な追加は,身体特性や脂肪変数を

越えても確実には改善されなかつた。絶食時

血清インスリン 。モデルについて,身体特性

ブロックは,″
2〒
0.46(P<0.001)を 生 じた.身体

特性に FMを加えた後,0.06と いう″2

から 0.52(P=0.01)と いう新 しい総 ″2ま で有意

な増加があった FMと 身体特性に体脂肪分布

変数ブロックを追加すると,r2の 0.08か ら

0.60(P=0.01)の 新 しい総 ″
2ま

で有意に増加 し

た。身体組成にホルモン変数(血清 lo数 1の レプ

チンとIGF‐ I濃度)を 追加すると,FMと 身体特

性変数は,004か ら0.64と いう新 しい総 /2の

増加によって ″2を 高めたが,こ のことは,確

かな改善ではなかった(P=0.08)

モデルの第 2セ ットにおいて(表 4))性 と思

春期成熟の差が再度一定を保持 されたが

(′

2=0.25),体
格差は,体脂肪率データを使つ

て説明された。身長 (″
=0.34,P=0.007)と 体重

(′
=0,66,P<0,001)が FMと 直接関係 し,最初の

ブロックに身長と体重を算入することが第 2

ブロックにおける FMに よつて説明できる分

散を減 じるであろうという懸念のため,こ れ

らのモデルが開発 された.HOMAモ デルで
,

性 と思春期成 熟 グル ー プのブ ロ ックは ,

″2=0.25(P<0,001)を 生 じた.体脂肪率の連続的

な追加は,′
2を 高め(∴nc=0.H,″

2=0.36,P<0.05),

次に,体 脂肪 分布変数 (%筋 細胞 内脂

肪 ,0/。AVF, 及 び %ASF;/2hc=0.08,/2=0.44,

P=0.058)の ブ ロック,そ の次 に,血清 IGF‐ I

と b致 !の
レプ チ ン 濃 度 (rヽ nc=0.07,″

2=0.51,

P<005)の ブロックが,″
2を

高めた。インス リ

ン 。モデルについて,性 と思春期成熟ブロッ

クは,′
2=0.31(P<0.001)を

生 じた。体脂肪 率

(/2inc=0,16,″
2=047,P<0.001),体

脂肪分布変数

のブロック(4nc=0.08,″
2=0.55,P<0.05),及

び

血清 IGF‐ Iと logllの レプチン濃度のプロック

(/2hc=0.05,″
2=0.60,P=0.059)の

連続的な追カロは,

′
2を

高めた。平均夜間のGH放出は,HOMAと

関連せず(r=‐0.04,P=0.75),絶 食時血清インス

リン濃度(″ =‐ 0.07,P=0,60)と も関連 しないため
,

階層的回帰モデルには含まれなかった。

考察

思春期のインスリン抵抗性は,高 い血清イン

スリン濃度になる高いインスリン分泌によつ

て相殺される.卜
3思

春期インスリン抵抗性の

原因は,はつきりとは分からないが,その一

般的な性質から,肥満度,体脂肪分布及びホ
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ルモン放出の思春期変性によるようである.

従って,我々は,正常な体重の男女児の絶食

時血清インスリン濃度 と総脂肪,体脂肪分布 ,

及び GH,IGF‐ I,及びレプチン放出の関係を確

定 した。これは,同 じ被験者におけるこれ ら

の変数全てを測定する最初の試みである。

絶食時インスリンの成熟による増加が身体

組成,体脂肪分布或いはホルモン放出の変性

と関係があるかどうかを決定することは,こ

れらの変数がお互いに関係 し,絶食時血清イ

ンスリン或いはインスリン抵抗性の測度と関

係があるため困難である。我々は,イ ンスリ

ン抵抗性の思春期増大が第一に総脂肪の増加

に関係 し,体脂肪分布 とホルモン放出,特に
,

GH放 出と単独に関係するであろ うとい う

我々の仮説をテス トするのに階層的回帰を用

いた,階層的回帰の 2つのセットが開発され

た。第 1セ ットは,第 1段階でモデルに身体特

性変数のブロックを加えることで体格 と生物

学的成熟の差について調節 した。モデルの第

2セ ットは,成熟の差について調節 したが,体

格差は,絶対的な脂肪データよりむ しろ%脂

肪データを使つて説明された.モデル両セッ

トの結果は,非常に一致 した(表 3と 4).重 要

な結果は,HOMAモデルで測定 したインスリ

ン抵抗性が思春期以前と思春期中期のグルー

プより思春期後期のグループで大きかったと

いうことであつた(表 2).絶食時血清インスリ

ン濃度は,思春期後期のグループで大きく,

一方,絶食時血清グルコース濃度は思春期グ

ループ間では異ならず,ど ちらも思春期イン

スリン抵抗性を示唆 している(表 2).イ ンスリ

ン抵抗性は,正常血糖性クランプ法で最もよ

く測定されるが,HOMAモデル 26,33と
絶食時

インスリン濃度
2,17,34,35は

,十分に類似 してい

る。しかし,HOル鳳 値と絶食時血清インスリ

ン濃度は,高 度 に関係 し(FO.92,P<0.001),

HOMAが ,絶食時血清インスリン濃度以上の

情報を提供することは殆 どないであろう.更

に,我々は,血清インス リン濃度,イ ンスリ

ン分泌及びインスリン抵抗性が生理学的な要

因によつて影響されるかも知れないので,例

え,我々が正常血糖性クランプ法でインスリ

ン抵抗性を測定 したとしても,同 じ結果が認

められるということをはつきりさせることは

できない。我々の仮説 と一致 して,イ ンスリ

ン抵抗性は,FM(表 3)及び体脂肪率(表 4)と 最

も関係 した.更に,FMに 関してHOMA値或い

は絶食時血清インスリン濃度を統計的に調整

すると,イ ンスリン抵抗性に成熟差はなかつ

た。この仮定は,イ ンスリン抵抗性 と絶食時

血清インスリン濃度が肥満の小児や青年で高

いとい う強力な証拠に基づいている.17,36‐
38

体脂肪仮説に対 して可能性のある論点は,イ

ンスリン抵抗性が思春期‐中期にピークに達

し,次いで,FMは一定のままか増加 し続ける

がインスリン抵抗性が低下するということで

ある。図 1が示 しているように,骨年齢とイ

ンスリン抵抗性の間には直接関係があり,本

被験者では,イ ンスリン抵抗性が思春期を通

して増加 したことを示唆 している。他の研究

者は,イ ンスリン抵抗性が思春期を通 して上

昇 したままであることも報告 している.2,24,39

しかし,FM量 と体月旨肪率が増加するとは云え
,

成人期には最終的に減少するので,イ ンスリ

ン抵抗性は,FM以外の要因が恐らく含まれる

9



のであろう

インスリン抵抗性が総脂肪 と最も関連 した

という我々の結果は,AVFが成人のインスリ

ン抵抗性 と最も強くつながつていることを示

している成人のデータに反 している.40幾つ

かの経験的なデータが若者の AVF仮説を支

持 している.Arslanianと Suprasongsin 34は
,

AVFを 測定していないが,思春期以前と思春

期の被験者では体脂肪率がインスリン抵抗性

に関連 した主要な変数であつたことを示 した。

他の人達
7■ 0は

,総身体組成データは報告 して

いないが,小児における基礎或いは刺激 され

たインスリン分泌と AVFと の間に直接関係

を報告している.Gowerと 同僚達
41は

,小児に

おいて絶食時のインスリンが AVFよ り総脂

肪量とより関連 したと報告 した 本研究では,

HOMA値 と絶食時血清インスリン濃度は,FM

や体脂肪率より AVFや%AVFと も関連がな

かつた(表 3と 4).我 々の研究への正常‐体重若

者の参入が,HOMA値や絶食時インスリン濃

度 と AVF間 の強力な直接関係の結果を妨げ

たかも知れない.恐 らく,AVFの 閾値は,逆の

事象が観 察 され る以前 に必要 であ ろ う

130cm2と ぃぅ閾値が成人で示されてお り
40,

我々の被験者のうち誰も 120cm2ょ り大きな

AVF面積を示さなかつた。AVFデータをパー

セン トとして示 した場合,女児(14.8%)は ,男

児(12.3%)よ り僅かではあるがまだ有意に大

きな%AVFを示 した(表 1).対照的に,成人女

子は,男 子の%AVFの約半分を示 したが,男

性は,思春期 と若年成人期に脂肪が少なく,

次いで,テ ス トステロンと GH濃度が下降す

るため,AVFの 増大を経験 し始める.

上述 した研究及びホルモン排出や総脂肪よ

り AVFと 小さな関係を示 した我々の先行研

究
21,28に

基づいて,我々は,階層モデルに二次

の予測因子として体脂肪分布変数(AVF,外部

の筋細胞脂肪,皮下脂肪)のブロックを含めた.

我々の仮説 と一致 して,総脂肪の差を一定に

保持すると,体脂肪分布がHOMA値や絶食時

インスリン濃度に対する予浪1値 に独立した量

が加わった.我々の知る限 りでは,こ れらは
,

小児と青年の絶食時インスリンと外部筋細胞

の脂肪及び別の体脂肪分布変数の独立した関

係を示す最初のデータである.筋脂質とイン

スリン感受性 との間の逆関係は,肥満の糖尿

病でない成人についても報告されており‖
'15,

筋中性脂肪 とインスリン感受性間の逆関係を

示 した筋バイオプシー研究によつても確認さ

れた,13,14,16本研究で測定 した外部筋細胞の

脂肪は,内部筋細胞の中性脂肪 と同じ蓄積場

所ではない。内部筋細胞の中性脂肪は,恐 ら

く,イ ンスリン抵抗性に対する寄与因子であ

るかも知れないが,42,43大 抵の個体における

内部と外部の筋細胞中性脂肪は,恐 らく高度

に関連するので,イ ンスリン抵抗性を暗示す

る.筋脂質によるインスリン感受性の潜在的

な低下は,筋が正常血糖状態でインスリンに

刺激された糖処分のための原発部位であるた

め重大な関心事である.18,19健 康な正常体重

の若者の外部の筋細胞脂肪 と絶食時血清イン

スリン濃度間の逆関係は,筋 中性脂肪の蓄積

が 2型糖尿病の前兆かも知れないし,単に疾

病の代謝性合併症ではないとい う証拠も提供

する.14

我々の仮説 とは対照的に,平均の夜間 GH

10



排出は,HOMA値や絶食時インスリン濃度と

は関連 しなかった(表 3と 4)我 々は,GHが イ

ンスリン作用に及ぼす反作用を通 してインス

リン抵抗性 を高めるであろ うと仮定 した .

25,44‐46本
研究(表 3)と 同様に,Cookら

24も
,血

清 IGF‐l濃度はインスリン抵抗性に直接関係

するが,GH排出はそうではないことを示 した。

更に,他の研究者は,思春期の間,増加する

IGF― Iと インスリン抵抗性の測度間に直接の

関係を報告した.4.23.47 GHに 及ぼすインスリン

の反作用は,IGF‐ Iの 下流刺激によつて左右さ

れるかも知れないが,こ のことは,外因性の

IGF-1が 1型糖尿病におけるインスリン要求を

減 じるため,あ りそ うもない.48

青年期は,肥満の発生にとつて重大な時期

であり,5思春期のインスリン抵抗性は,肥満

発生や 2型糖尿病のリスクに加えられるであ

ろうが, GHや IGF‐ Iの影響を増大すること

で発育過程のためになるのかも知れない.思

春期のインスリン抵抗性は,炭水化物のため

に起こるが,青年期の急速な発育時の蛋白同

化作用により高まったインスリン作用の結果

として起こる蛋白質や脂肪の代謝では起こら

ない 6更
に,高 インス リン血症は,生物学的

に活性な無‐IGF‐ Iの大きな量の結果として起

こるIGF結 合蛋白‐Iを減 じる.25ィ ンスリンは,

食物摂取量を調節するために視床下部にフィ

ー ドバックされる.49次に,イ ンスリン抵抗性

は,イ ンスリンの飽食信号の低下のため十分

なエネルギーと栄養素の摂取量を確保するこ

とで発育を促進すると同時に蛋白質や脂肪に

関する末梢の同化作用も維持する.

レプチンの血清濃度,別 の飽満ホルモンは,

HOMA値 と絶食時血清インスリン濃度 とは

プラスに関連 したが,総脂肪 と局所脂肪及び

身体特性を調整すると,″
2は

確実には増大 し

なかつた(表 3と 4).我 々は,部分的に,思春

期の高インス リン血症が,レプチン抵抗性の

機能を果たすと仮定 した。脂肪組織 と膵臓は,

脂肪島軸を通 して機能的に結びつけられてい

る.20食物摂取は,イ ンスリンの分泌と脂肪細

胞内を刺激 し,脂質生成 とレプチン産生を高

める.次 に,レ プチンは,イ ンス リン分泌を

減 じるように膵島にフィー ドバ ックされる.

インスリン分泌に及ぼす レプチンの直接的な

抑制効果は,摘出したヒト
20ゃ

誓歯類
50の

島

で認められている.思春期,レプチン抵抗性

は,そ の島で起こるために,イ ンス リン分泌

は上昇 したままである.我 々は,思春期の正

常体重の若者で起こる余 り大きくないインス

リン抵抗性の仮説については強力な支持を認

めなかつたが,レプチン抵抗性は,明 白な肥

満ではインス リン抵抗性を調節するであろ

う。

結果として,脂肪の正常な量をもつ男女児

の HOMA値 と絶食時血清インスリン濃度は
,

思春期インスリン抵抗性を示 している思春期

以前や思春期中期のグループより思春期後期

で大きかった,増加 した総体脂肪が主要なも

のであ り,体脂肪分布(筋細胞外脂肪,AVF,

皮下脂肪)は ,思春期に増加 した絶食時インス

リンに関連する脂肪変数であつた.FM,筋細

胞外脂肪及び AVFが ,思春期のインスリン感

受性の低下の原因であるかも知れない。さら

なる研究は,イ ンスリン抵抗性に及ぼす思春

期の成熟や体脂肪の影響をより簡単に分離す

■
■
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るであろう研究として思春期の身体組成,体

脂肪分布,及びホルモン放出を縦断的に研究

すべきである
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