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序論
研究の背景と目的

骨粗鬆症は，国際的に「低骨量と骨の微細構造の劣化が特徴的で，そ
の結果として骨の脆弱性が増加し，骨折を起こしやすくなる全身性の骨
疾患」と定義されており（Consensus Development Conference, 1993），
閉経後女性や高齢者でみられる原発性骨粗鬆症と，甲状腺機能亢進症や
副腎皮質ホルモンの過剰分泌などとともに生じる続発性（二次性）骨粗
鬆症とに分けられる。わが国における骨粗鬆症の定義は，脆弱性骨折が
ない場合，「骨量が 20〜44 歳の若年成人平均値の 70%未満」と定義され
ており（折茂ら, 2000），骨量測定による客観的評価を重要視している。
骨量は骨の成長・成熟期である小児期から思春期にかけて増加し，成
人期に最大値（peak bone mass: PBM）に達する。その後，骨芽細胞に
よる骨形成と破骨細胞による骨吸収を繰り返しながら，ほぼ一定の値を
維持し，50 歳前後から徐々に減少する。このような骨量の加齢変化を考
慮すると，骨粗鬆症の予防策として，1）成長期に PBM を高める対応，
2）生活習慣の悪化などによる骨量の早期減少を予防する成人期におけ
る対応，3）加齢による骨量の減少を軽減する高齢期における対応，の 3
つを立てることができる。本博士論文は 2）の視点に立ち，骨量減少の
危険因子の 1 つとして数えられる体重減少（減量）に着目し，減量が骨
量に与える影響を検討する。
体重や BMI（body mass index）が骨量と関連性のあることは，さま
ざ ま な 集 団 に お い て 認 め ら れ て い る 事 象 で あ り （ Compston et al.,
1992a; Edelstein & Barrett-Connor, 1993; Felson et al., 1993; Hirota
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et al., 1992; Holbrook & Barrett-Connor, 1993），特にその関係は荷重
負 荷 の か か る 部 位 に お い て 顕 著 で あ る （ Edelstein & Barrett-Connor,
1993; Felson et al., 1993）。このことは，骨への慢性的な負荷である体
重が骨量に影響を与える重要な因子の 1 つであることを示している。
Frost（1993）が提唱する「骨は何らかの力学的負荷が加わるとその負
荷に適応する」という理論からも，体重の変動が良い意味でも悪い意味
でも骨に影響を与えるものと推察される。肥満者の骨量が一般成人より
も多いこと（Frost, 1997; Hyldstrup et al., 1993; Nishizawa et al.,
1991）や，思春期における子供の骨量が身長の伸びとともに増加するこ
と （ Theintz et al., 1992 ）， 宇 宙 飛 行 に よ っ て 骨 量 が 減 少 す る こ と
（Goodship et al., 1998），減量とともに骨量が減少すること（Jensen et
al., 1994）は，いずれも骨への荷重負荷の重要性を示すものである。
減量に伴う骨量の変化については，減量を骨粗鬆症の危険因子の 1 つ
として捉え，減量しても骨量を減少させない介入方法を探るという視点
や，単に体重と骨量の関係を縦断的に検討するという視点から，多くの
研究者が研究結果を報告している。その詳細は第 2 章第 3 節で述べるこ
とにするが，減量プログラムの内容，減量期間，体重減少量，対象者の
体重，BMI，年齢などの違いによって，得られる結果に差が生じ，定ま
った見解が得られていないというのが現状である。
そこで，本博士論文では，減量に伴う骨量の変化を検討する介入研究
を複数回遂行し，その結果をまとめることによって，減量に伴う骨量変
化の再現性を検討するとともに，1）減量プログラムの内容，2）体重減
少量，3）対象者の身体的特徴，と骨量変化の関連性を検討することを
目的とした。
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用語の定義

１．骨量
骨量（bone mass）とは，文字通り「骨の量」を意味する言葉である
が，純粋な骨を取り出してその量を計測することは，少なくとも生きて
いる人間を対象とする場合，不可能である。そのため，現在，病院など
の 多 く の 施 設 で は 二 重 エ ネ ル ギ ー X 線 吸 収 法 （ dual energy X-ray
absorptiometry: DEXA）を用い，骨に照射した X 線の吸収量を重量に
換算することによって骨の量を定量化している。そこで，本博士論文で
は ，「 放 射 線 を 用 い て 定 量 化 さ れ た 骨 の 量 」 を 骨 塩 量 （ bone mineral
content: BMC），BMC を骨の投影面積（bone area: BA）で除した値を
骨密度（bone mineral density: BMD）と定義した。また，骨量は「BMD
と BMC を特に区別しない一般的な言葉としての骨の量」と定義した。

２．骨密度
骨密度（BMD）とは，本来，質量（g）を体積（cm 3 ）で除すること
によって得られる単位体積あたりの質量（g/cm 3 ）であるが，DEXA に
よって得られる BMD は，X 線を照射した際の投影面積を用いた単位面
積あたりの質量（g/cm 2 ）である。単位体積あたりの骨量である体積 BMD
は，今のところ，QCT（quantitative computed tomography）を用いな
い限り測定することはできない。しかしながら，前述した日本骨代謝学
会 （ 折 茂 ら , 2000） に よ る 骨 粗 鬆 症 の 定 義 で 用 い ら れ て い る 骨 量 は ，
DEXA によって測定された腰椎の BMD である。このことは，1）骨粗
鬆症の診断は骨粗鬆症に伴う圧迫骨折が好発する腰椎でおこなわれるべ
きである，2）QCT による腰椎 BMD の測定では被曝量が多く精度も劣
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る，3）被曝量の少ない pQCT（peripheral QCT）法の開発が進んでい
るものの測定部位は末梢骨に限られる，といった理由で説明できる。骨
量 測 定 の 本 来 の 目 的 で あ る 骨 強 度 評 価 を 考 え る と ， DEXA に よ る 面 積
BMD よりも QCT 法による体積 BMD を検討することに大きな意義を認
めることができる。しかしながら，本研究では，機器の普及率や臨床場
面での利用状況を鑑みて，DEXA による面積 BMD を測定することとし，
その値を BMD と定義した。

３．筋量
DEXA の全身骨測定では，全身の BMD と BMC の定量化に加えて，
身体組成に関する情報を得ることができる。DEXA を利用した際の身体
組成は，脂肪量（fat mass: FM），除脂肪除骨塩量（fat- and bone-free
lean mass: LM），BMC から成る 3 組成モデルで表される。このうち，
LM は筋量や水分量，内臓組織量などの総和と考えられるが，22 ヵ所の
CT 画像から計算された筋量との相関が r = 0.95 と極めて高いことが知
られている（Wang et al., 1996）。そこで，本研究では LM を「筋量を
反映する指標」として扱った。また，DEXA によって評価される脂肪量
および除脂肪除骨塩量は，すべて FM および LM と表記した。

４．閉経
世界保健機関（World Health Organization: WHO）は 1981 年に刊行
した閉経についての報告書の中で，閉経を以下のように定義している。
1）閉経（menopause）は卵巣機能の廃絶に伴う永久的な月経の停止と
定義される。2）閉経期（perimenopause）は内分泌学的，生物学的，
または臨床上の閉経の兆候が見られる閉経前の期間と閉経後の少なくと
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も 1 年間を含む。3）閉経後（postmenopause）は閉経した後の期間で
あるが，その開始点は無月経状態が 12 ヵ月以上続いた後で判断される
（WHO, 1981）。この定義は 1996 年の報告書の中でも踏襲されている
（図 1-1）ことから，本研究もこれに準じ，減量前の時点で最終月経発
来後 1 年以上が経過している状態を閉経と定義した。また，上記の定義
を満たさず，月経の発来状況が不定期的である場合を閉経期，月経の発
来状況が定期的である場合を閉経前と定義した。

Final menstrual period
(Menopause)
Menopausal transition

Postmenopause

Perimenopause
12 months
図 1-1. 閉経前後の期間（WHO, 1996）

５．肥満
日本肥満学会の肥満症診断基準検討委員会（松澤ら, 2000）は，日本
における多数の集団を対象にした分析結果から，BMI と疾病合併率との
間には BMI 22 を極小値とする J カーブの関係が成り立つことを報告し，
肥満の判定基準を BMI 25 以上と定義している。本研究もこれに準じ，
BMI 25 以上を肥満，BMI 22 以上 25 未満は肥満傾向と定義した。
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研究の限界

１．定義に伴う限界
前節で本博士論文を通じて使用する用語の定義を明確にした。本博士
論文における結論は，この定義の範囲内で検討し，導き出されたもので
ある。

２．標本抽出に伴う限界
本研究における標本として用いた対象者は，24 歳から 66 歳までの女
性 228 名である。これらの対象者は，母集団から無作為に抽出された集
団ではなく，茨城県取手市東取手病院でおこなわれた減量教室に参加可
能であった近隣住民である。したがって，本研究で得られた結果は，地
域やライフスタイルの異なる集団においても当てはまるとはいえない。
この点は，本研究における標本抽出に伴う限界である。

３．群分け方法に伴う限界
本研究における対象者は，減量プログラムの違いから，食事制限のみ
を指導した（diet: D）群，食事制限と複合運動の指導を組み合わせた（diet
and combined exercise: DE）群，食事制限とウォーキングの指導を組み
合わせた（diet and walking: DW）群，食事制限とレジスタンス運動の
指導を組み合わせた（diet and resistance training: DR）群のいずれか
に分けられた。各群への群分けは，対象者のライフスタイル（職の有無，
日々のスケジュールなど）や整形外科的疾患（腰痛，膝痛など）の有無
を考慮して決められたものであり，無作為な群分け方法をとっていない。
これは，対象者の減量プログラムへの参加継続率を高めるためであるが，
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その過程の中で各群の特徴に何らかの偏りが生じた可能性を否定できな
い。この点は，本研究における群分け方法に伴う限界である。

４．対照群の設定方法に伴う限界
本研究において，対照群に割り当てられた対象者はいない。なぜなら
ば，本研究のように対象者を地域情報誌などで募集した場合，体重を変
化させないことを希望する応募者は皆無であるため，対象者を満足させ
つつ対照群に割り当てることは非常に難しいからである。そこで，本研
究では一部の対象者について，減量前の測定のさらに 3 ヵ月前に減量前
後と同一の項目を測定した。その対象者には，3 ヵ月間，普段と変わら
ない生活を続けるように指示し，その 3 ヵ月間の変化を対照群の結果と
して扱った。このようにして得られた対照群の結果は，減量に伴う変化
と加齢に伴う変化とを比較する上で有用であるが，測定値の季節変動な
ど，その他の系統的誤差を排除できるものではない。この点は，本研究
における対照群の設定方法に伴う限界である。
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骨量計測の重要性

寝たきりの原因となり，高齢者の QoL（quality of life）を著しく損な
わせる大腿骨頸部骨折の発生数は，日本において 1987 年から 1997 年の
10 年間で約 2 倍に増加している（Orimo et al., 2000）。その背景には，
「低骨量でかつ骨組織の微細構造が変化し，そのため骨が脆くなり骨折
しやすくなった病態」（折茂ら, 2000）と定義される骨粗鬆症の存在があ
る。この定義にもあるように，骨粗鬆症は骨量の減少や，微細構造の劣
化など，いくつかの解剖学的変化をあわせもつ 1 つの症候群と考えられ
る。このため，骨粗鬆症に対する予防策を議論する場合，何に焦点をあ
てて検討するのかを明確にしなければならない（鈴木, 1999）。そこで本
研究では，骨粗鬆症の診断基準として用いられている骨量に着目し，議
論を展開する。
骨量の測定が重要となる背景には，骨組織が全く変化しない組織では
なく，さまざまな因子の影響を受けながら，絶えず変化する組織である
ことが挙げられる。このような変化は一生を通じて起こるものであり，
骨組織を壊す破骨細胞と骨組織を作り出す骨芽細胞が交互に活性化する
骨代謝回転として理解されている。骨代謝回転は骨リモデリングとも呼
ばれ，細胞レベルで論じると，休止期，吸収期，逆転期，形成期の 4 つ
の状態に分けられる（野田, 1998）。休止期においては，骨組織を壊す骨
吸収も骨組織を作り出す骨形成も起こらない。このような状態は，成人
の皮質骨の約 9 割，海綿骨の約 8 割にあてはまる。休止期から吸収期に
かけて，血液細胞由来の破骨細胞が分化し，骨表面を覆っている間質細
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胞の一部がシグナルを受けて破骨細胞と接着し，骨吸収を開始する。破
骨細胞はある一定レベルに達するまで，骨表面から骨を吸収し続ける。
その活動を停止する機構は明らかとなっていないが，破骨細胞の寿命は
12.5 日（Parfitt, 1984）といわれることから，数週間以内に完了すると
考えられている。吸収期から形成期に至るまでの逆転期には，骨吸収が
起こった骨表面に単核性の細胞が出現し遊走する。この現象は骨形成の
準備過程と解釈される。最後の形成期には，遊走してきた未分化間葉系
の細胞が増殖し，骨芽細胞へと分化して骨の分泌を始める。分泌された
骨基質が石灰化され，吸収量とほぼ見合う量の骨形成がおこなわれた後
で，これも何らかのシグナルによって制御されて停止し，休止期に移る。
このような骨代謝回転が順調におこなわれている場合，吸収される骨
量と形成される骨量は等しく，全体の骨量は変化しない。しかしながら，
骨芽細胞の機能が抑制されている場合や，破骨細胞の機能が亢進してい
る場合などでは，吸収量に見合うだけの骨が形成されず，全体の骨量が
減少することになり，それが繰り返されることによって骨粗鬆症になる
と考えられる。
骨量の低下が骨強度の低下につながり，骨折危険性を高めると考えら
れる背景には，バイオメカニクスにより明らかにされた骨密度と骨強度
の強い関連性が挙げられる。例えば，Carter & Hayes（1976）は，人間
と牛の骨を用いた実験から，骨強度（mN/m 2 ）は体積骨密度（g/cm 3 ）
の 2 乗に比例するという関係を導いている。すなわち，体積骨密度が 1/2
になれば，骨強度は 1/4 にまで低下する。この関係が DEXA によって測
定される BMD（g/cm 2 ）と骨強度との間にも成り立つとは限らないが，
図 2-1 に示すように，脊椎骨折の発生率は BMD の影響を強く受けてお
り，その影響は高齢になるほど強くなる。以上のことから，BMD を測
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定することの重要性が理解できよう。

YAMの70％

YAMの80％

YAM (young adult mean)

骨粗鬆症判定基準

骨量減少判定基準

20〜44歳の若年成人平均値

図 2-1. 女性の脊椎骨折発生率（折茂ら, 2000）

第２節

骨量に影響を与える因子

Khan et al.（2001a）は身体活動と骨の関連性についてまとめた著書
の中で，身体活動の重要性を述べる前に，身体活動以外で骨量に影響を
与える因子を詳細に検討することの必要性を強調している。なぜならば，
骨量に対して身体活動が説明できる割合はわずかに 10%程度であり，そ
の他の遺伝，性，年齢，身体組成，生活習慣（喫煙，飲酒），薬物，ホル
モン，栄養などによって 90%が説明されるといわれているからである。
各因子が骨量に影響を与える程度については，成長期や成人期などのラ
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イフステージ，荷重骨か非荷重骨かといった関心領域によって異なるた
め，客観的に明示することは困難である。Espallargues et al.（2001）
は，骨粗鬆症性骨折に対する危険因子を報告した 94 のコホート研究と
72 のケースコントロール研究を集め，メタ分析によって約 80 の危険因
子の階層化（高リスク，中リスク，リスクなし）を試みている。彼らは
高リスクを相対的危険度（relative risk）2 以上と定義し，加齢，低体
重，体重減少，身体不活動などが高リスクに分類されることを報告して
いる（詳細は表 2-1）。約 80 の危険因子のうち，高リスクに分類された
因子は全体の 15%，中リスクは 18%，リスクなしは 8%であり，残りの
約 60%の 危 険 因 子 は そ の 危 険 度 を 評 価 す る た め の デ ー タ が 不 十 分 と 分
類されている。このようなことから，骨量に影響を与える因子のすべて
を検討することは，特に十分なデータが集められていない因子について
は困難である。したがって，ここでは，先行研究により数多く報告され
ている因子に限定して議論する。
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表 2-1. 骨粗鬆症性骨折の危険因子（Espallargues et al., 2001）
高リスク（15％）

中リスク（18％）

リスクなし（8％）

・加齢（＞70-80歳）
・低体重
・体重減少
・身体不活動
・コルチコステロイド
・抗痙攣薬
・原発性副甲状腺機能
亢進症
・Ⅰ型糖尿病
・神経性食欲不振
・胃切除
・悪性貧血
・骨粗鬆症性骨折
の既往

・カフェイン摂取
・性（女性）
・紅茶摂取
・喫煙
・閉経
・日光被照射不足
・未経産
・骨粗鬆症性骨折の
・フッ素化水摂取
家族歴
・外科手術による閉経 ・サイアザイド系
・早期閉経（＜45歳）
利尿薬
・短い妊孕期間
（＜30年）
・遅い初潮（＞15歳）
・授乳なし
・低カルシウム摂取
（＜500-850 mg/day）
・副甲状腺機能亢進症
（不特定）
・甲状腺機能亢進症
・糖尿病
（Ⅱ型または不特定）
・慢性関節リウマチ

分類不可（59％）
・アルコール摂取
・長期間不動
・閉経のタイプ
（人工 vs 自然）
・更年期障害
・競技歴
・高出産数
・高齢出産
・他の生殖因子
（月経周期など）
・男性の性腺機能低下症
・男性における他のホル
モン因子
・微量栄養素の摂取
・ビタミンD摂取不足
・ビタミンC摂取不足
・高たんぱく質食
・栄養不足の指標
・他の食習慣
・プロスタグランジン
阻害薬
・甲状腺ホルモン補充
療法
・非サイアザイド系
利尿薬
・タモキシフェン
・抗潰瘍作用物質
・代謝胃腸系吸収障害
・他の甲状腺障害
・呼吸器疾患
・新生物
・パジェット病
・消化性潰瘍
・サラセミア
・結石症

１．加齢，性差，閉経
骨量測定機の普及とともに，骨量の加齢変化についての横断的，縦断
的データが集積されている。1993 年の第 4 回国際骨粗鬆症シンポジウ
ム（Consensus Development Conference, 1993）では以下のような報告
がなされた。「骨量は幼児期と思春期に増加し，30 歳台か 40 歳台前半に
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ピークを迎え，その後徐々に減少する。成人女性の骨量は成人男性より
も少なく，閉経後 5 年間で急激に減少する。加齢に伴う骨量の減少は年
間約 1%であるが，閉経後の初期段階では年間 3〜5%の減少もまれでは
ない。一生の中で，女性では PBM の 30〜40%を，男性では 20〜30%を
失う。骨量の減少が骨粗鬆症に発展するかどうかは，PBM の大きさと
閉経後および加齢に伴う骨量減少の割合と期間によって決まる。」
PBM を獲得する時期については，上記の報告とは異なる例もいくつ
か報告されている。その 1 つとして，Theintz et al.（1992）の研究があ
る。彼らは，骨折危険性を予測する上で重要な部位である腰椎と大腿骨
頸部の BMD および BMC の 1 年間の変化を，9〜19 歳の健康な若年者
198 名（98 名の女性と 100 名の男性）を対象に観察した。その結果，女
性における BMD および BMC の増加率は特に 11〜14 歳で著しいが，16
歳以降または初経から 2 年後以降の骨量はほとんど増加しないことを示
している。一方，男性における BMD および BMC の増加率は 13〜17
歳で高く，その後の増加幅は著しく低下するものの，17〜20 歳でも有意
な増加が続いていた。したがって，PBM に達する時期には性差があり，
特に女性では，30 歳台よりも早く PBM に達することが示唆された。
閉経前後における骨量の変化については，Ahlborg et al.（2001）が
16 年間におよぶ縦断研究を報告している。彼らは，48 歳の閉経前女性
156 名を対象に，単一光子吸収法（single photon absorptiometry: SPA）
による尺骨 BMD の測定を，2 年に 1 回，対象者が 64 歳になるまでの
16 年間継続した。その結果，閉経前の期間に BMD は減少しなかったが，
閉経によって BMD の減少が加速した。その変化率は閉経後 5 年間では
年間-2.4%（95%信頼区間-3.9〜-1.0%），その後の 6 年間では年間-0.4%
（95%信頼区間-1.0〜0.3%）であった。Chapurlat et al.（2000）は，閉
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経期の女性についてさらに詳しく検討している。彼らは，DEXA による
さまざまな部位（全身，大腿骨頸部，大転子，腰椎，前腕）の BMD を
272 名の閉経前および閉経期の女性（31〜59 歳）に対して，1 年ごとに
3 年間測定した。その結果，閉経前女性 196 名の BMD はどの部位でも
減少せず，閉経期の女性 76 名では，大腿骨頸部，大転子，腰椎の BMD
が有意に減少した（-0.6〜-0.3%）。また，閉経期の女性では，血清エス
トラジオール濃度が 3 年間で有意に減少し，大転子と腰椎の BMD 減少
量と 3 年後の血清エストラジオール濃度との間には有意な相関関係がみ
とめられた。このことから，閉経期の女性では女性ホルモンの分泌減少
に伴い，骨量が低下し始めることが示唆された。

２．遺伝
骨量の分散が遺伝によって統計学的にどの程度説明できるのかを検討
するために，親子兄弟を対象とした家族研究が盛んにおこなわれてきた
（Krall & Dawson-Hughes, 1993; McKay et al., 1994; Seeman et al.,
1989, 1994; Tylavsky et al., 1989）。中でも，一卵性双生児と二卵性双
生児を比較する双子研究（twin study）は，遺伝が骨量に影響を与える
程度を明らかにする上で，説得性の高い研究手法である。具体的に説明
すると，一卵性双生児の遺伝的構成は同一であることから，双生児間の
差は環境因子に起因する。一方，二卵性双生児間の差は遺伝因子と環境
因子の両者に起因する。したがって，一卵性双生児の類似度が二卵性双
生児の類似度よりも大きければ，遺伝因子の存在が示唆される。このよ
うな仮定に基づき，先行研究は骨量の 46〜88%が遺伝因子によって規定
されると推察している（Arden et al., 1996; Arden & Spector, 1997;
Flicker et al., 1995; Hopper et al., 1998; Slemenda et al., 1996）。しか
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しながら，双子研究は，1）一卵性双生児の分散と二卵性双生児の分散
は等しい，2）双生児同士の環境因子も一卵性と二卵性で等しい，3）複
数の遺伝子の相互作用はない，という一部疑わしい共通の仮定のもとに
議論を展開しているため，その結論は遺伝因子の貢献度を過大評価する
と い わ れ て い る （ Krall & Dawson-Hughes, 1993; Slemenda et al.,
1991）。実際，先行研究による決定因子をあわせると，骨量の分散に対
する説明率が 100%を超えるという起こり得ない結論が導かれる（Kelly
et al., 1990; Specker, 1996）。このことは，各因子が骨量に独立した影
響を与えているわけではなく，相互に関連して作用する性質があること
を示唆している。近年の遺伝子研究の進歩により，骨量を規定する可能
性 の あ る 遺 伝 子 と し て ， ビ タ ミ ン D 受 容 体 遺 伝 子 （ Morrison et al.,
1994），エストロゲン受容体遺伝子（Kobayashi et al., 1996; Mizunuma
et al., 1997），アポリポ蛋白 E4 遺伝子（Shiraki et al., 1997），インタ
ーロイキン遺伝子（Murray et al., 1997），副甲状腺ホルモン受容体遺伝
子（Duncan et al., 1999），コラーゲン遺伝子（Grant et al., 1996）な
ど，さまざまな遺伝子の関与が明らかとなっているが，遺伝子間の相互
作用，遺伝子と環境因子の相互作用についてはさらなる検討が必要であ
る。

３．ホルモン
身体諸器官で分泌されるホルモンのいくつかは，骨量と深く関わって
いる。それらは，カルシウム恒常性を保つための制御因子として働くホ
ルモンと，骨代謝に影響を与えるホルモンとに大別できる（Khan et al.,
2001b）。
カルシウムレベルを調整するホルモンの代表例は，副甲状腺ホルモン，
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活性型ビタミン D [1,25(OH) 2 D]，カルシトニンである。カルシウム恒常
性を保つために，副甲状腺は血中カルシウム濃度の低下を感知し，副甲
状腺ホルモンを分泌する。副甲状腺ホルモンは以下の 3 つの方法により
血中のカルシウム濃度を上昇させる。
1) 骨吸収を促すことで骨内のカルシウムを溶出させる。
2) 腎臓での活性型ビタミン D の産生を促し，腸管でのカルシウム吸
収能を高める。
3) 直接的に腎遠位尿細管でのカルシウム再吸収を亢進させる。
このように，副甲状腺ホルモンと活性型ビタミン D は血中カルシウム濃
度を増加させる方向に寄与するが，その一方で，血中カルシウム濃度が
上昇した場合，甲状腺がこれを感知し，カルシトニンを分泌する。カル
シトニンは破骨細胞による骨吸収作用を抑制する作用をもち，血中カル
シウム濃度を低下させる。
骨代謝に影響を与えるホルモンは，エストロゲン，プロゲステロン，
テストステロン，成長ホルモン，インスリン様成長因子，コルチコステ
ロイド，甲状腺ホルモンなどである。これらは，前述した血中カルシウ
ムの調節に関わるホルモンとは異なり，直接的または間接的に骨形成ま
たは骨吸収に影響を及ぼしている。例えば，エストロゲンのいくつかの
作用は，骨芽細胞上にあるエストロゲン受容体を介して伝えられる。エ
ストロゲンは受容体と結合すると，Ⅰ型コラーゲンやトランスフォーミ
ング増殖因子βの生成を促す。また，局部的な成長因子であるサイトカ
インの調節作用ももつ。これらはいずれも強力な骨吸収刺激因子である
ことから，エストロゲンによって骨吸収は調整され，骨量は維持される
と考えられる（Pacifici, 1996）。
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４．栄養
骨量に影響を与える最大の栄養因子はカルシウム摂取量である。しか
しながら，食事によって摂取したカルシウムのすべてが身体に吸収され
ることはない。図 2-2 に腸管と腎臓と骨の間でおこなわれるカルシウム
代謝の概要を示した。前述したように，生体内ではカルシウム恒常性を
保つための調節因子が働いていることから，カルシウム摂取量を増やせ
ば骨量が増加するという単純な構図は成り立たない。食事により摂取さ
れたカルシウムが骨に貯蔵される量をカルシウム摂取量に対する割合で
表したものをカルシウム貯蔵効率（calcium retention efficiency）と呼
ぶが，カルシウム摂取量とカルシウム貯蔵効率との間には反比例の関係
が成り立つ（図 2-3）。すなわち，カルシウム摂取量が少なくても，カル
シウム貯蔵効率が良くなり，結果として骨の健康は十分に保たれるので
ある。カルシウム摂取によって骨量が増加するというデータは思春期の
男女（Ruiz et al., 1995），若年成人女性（Kanders et al., 1988; Recker
et al., 1992; Tylavsky et al., 1989），閉経後女性（Nelson et al., 1991;
Reid et al., 1994）について示されているが，そのような効果はないと
いう結論も少なくない（Friedlander et al., 1995; Hannan et al., 2000;
van Beresteijn et al., 1990）。前述の Espallargues et al.（2001）の研
究においても，低カルシウム摂取は骨粗鬆症性骨折に対する中程度の危
険因子として分類されているのは，カルシウム摂取量が骨量に対して決
定的な影響は与えないことを示していると考えられる。
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図 2-2. カルシウム代謝の概要（Khan et al., 2001c）

図 2-3. カルシウム摂取量とカルシウム貯蔵効率の関係（Khan et al., 2001c）
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５．運動
骨には，何らかの物理的負荷がかかると，その負荷に適応しようと量
や質を変化させる性質がある。このことは１世紀以上前から Wolff の法
則として知られ（Chamay & Tschantz, 1972; Mullender & Huiskes,
1995），今日でも運動が骨量を増加させる根拠の 1 つとなっている。骨
量を増加させる負荷としては，動物実験などの基礎的研究から，低強度
の運動よりは高強度の運動，持続的な（加速度の小さい）荷重よりは断
続的な（加速度の大きい）荷重，日常的な刺激よりは非日常的な刺激が
効果的であるといわれている（Lanyon, 1996）。
スポーツ選手を対象とした調査結果においても，基礎的研究から得ら
れた知見が支持されている。Daly et al.（1999）は，小学校の体操選手
31 名（10.1 ± 0.2 歳）とトレーニングを受けていない標準的な子供 50
名（9.4 ± 0.2 歳）を比較し，超音波法による踵骨骨評価指標である超音
波伝播速度が体操選手で有意に高いことを示している。また，その後の
18 ヵ月間のトレーニングによって，もう１つの骨評価指標である超音波
減衰係数が有意に増加することを観察している。体操競技は骨への負荷
が頻繁で高強度であることから，骨量が増加したものと推察される。同
様の結果は若年成人についても報告されており，Block et al.（1989）は
水球選手，Heinonen et al.（1995）はスカッシュ選手，スピードスケー
ト選手，エアロビックダンス選手の BMD が競技をしていない一般人よ
りも有意に高いことを示している。また，Ryan & Elahi（1998）は 50
名の高強度でトレーニングしている女性（水泳選手 18 名，長距離陸上
選手またはトライアスロン選手 32 名）と 21 名の運動習慣のない 18〜
69 歳の女性を比較した結果，大腿骨頸部と大転子の BMD は対照群より
も選手群で高く，重力負荷のかからない水泳選手よりも重力負荷のかか
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る陸上選手において大腿骨の BMD が高いことを示している。
このように，横断研究による結果から，運動には骨量を増加させる効
果のあることが示されているが，その一方で，短期間の運動介入による
効果については，一定の見解が得られていない。例えば，Dalsky et al.
（1988）は 55〜70 歳の閉経後女性 35 名（運動群 17 名，対照群 18 名）
を対象とした 9 ヵ月間の運動介入（ウォーキング，ジョギング，階段上
り）によって，二重光子吸収法（dual photon absorptiometry: DPA）で
測定した腰椎 BMD が 5.2%有意に増加したことを報告している（対照群
は-1.4%）。それに対して，Gleeson et al.（ 1990）は閉経前女性 68 名（運
動群 34 名，対照群 34 名）を対象とした 12 ヵ月間の運動介入（レジス
タンス運動）によって，DPA で測定した腰椎 BMD が 0.81%増加したが
有意ではなく，0.5%減少した対照群と有意な群間差があったに過ぎない
ことを報告している。さらに，Rockwell et al.（1990）は閉経前女性 17
名（運動群 10 名，対照群 7 名）を対象とした 9 ヵ月間の運動介入（レ
ジスタンス運動）によって，DEXA で測定した腰椎 BMD が 3.96%有意
に減少したことを報告している（対照群は有意に変化せず）。
運動が骨量に与える影響を検討した先行研究は多いが，統計学的に有
意な変化を報告したものは少ない。その理由の１つとして，それぞれの
対象者の数が少ないため，統計学的検定力が弱いことが挙げられる。メ
タ分析は過去におこなわれた複数の研究結果を統合するための統計解析
法であり，介入の効果をより正しく客観的に推定することができると考
えられている（丹後, 2002）。運動が骨量に及ぼす効果について検討した
メタ分析によると，閉経後女性に対して有酸素性運動を提供することに
よって，非運動群では 2.51%減少した腰椎 BMD が運動群では 0.32%増
加し，有酸素性運動には骨量を維持する効果のあることが示唆されてい
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る（Kelley, 1998a）。大腿骨 BMD についても同様で，非運動群の-0.29%
という変化に対して，運動群では 2.13%増加しており，有酸素性運動に
は閉経後女性の大腿骨骨量を増加させる効果のあることが示唆されてい
る（Kelley, 1998b）。また，レジスタンス運動は，閉経の有無に関わら
ず す べ て の 女 性 の 腰 椎 骨 密 度 に 効 果 が あ り （ 運 動 群 -0.19%； 非 運 動 群
-1.45%），閉経後女性の大腿骨（運動群 0.40%；非運動群-0.21%）と橈
骨（運動群 1.71%；非運動群-1.39%）にも効果があると結論づけられて
いる（Kelley et al., 2001）。しかしながら，Kelley et al.（2001）は運
動が骨量に与える影響についてのメタ分析を進める上で，運動が骨量に
与える影響を検討した質の高い研究が少ないことが大きな課題であり，
骨粗鬆症を予防するための手段として運動を勧めるのは時期尚早である
とも論じている。今後もこのテーマについての研究が進んでいくと思わ
れるが，これまでの研究成果から運動には約 1%の骨量を増加させる効
果があると推察される。

第３節

体重および身体組成が骨量に与える影響

体重が骨量に影響を与えることは多くの研究によって示されており
（Compston et al., 1992a; Edelstein & Barrett-Connor, 1993; Felson
et al., 1993; Hirota et al., 1992; Holbrook & Barrett-Connor, 1993），
その事象は「骨は何らかの力学的負荷が加わるとその負荷に適応する」
という Frost（1993）の提唱する理論によって説明される。重力負荷が
重要な役割を果たすことは，宇宙飛行によって骨量が減少すること
（Goodship et al., 1998）などから窺い知ることができるが，必ずしも
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体重が骨に影響を与える独立した因子とはいえない。なぜならば，体重
の構成要素である脂肪や筋が骨に影響を与える可能性があるからである。
多くの研究者が，体重，脂肪量，除脂肪量のいずれが骨量をもっとも良
く説明するかについて議論しており，明確な結論はまだ得られていない
のが現状である。本節では，身体組成が骨量に与える影響を報告した先
行研究をまとめ，脂肪や筋が骨に影響を与えるメカニズムとして想定さ
れている仮説について述べる。

１．横断研究による知見
X 線や超音波を用いた骨量定量法の開発とともに，数多くの研究によ
って体重が骨量と正の相関関係をもつことが報告されるようになった
（Bevier et al., 1989; Compston et al., 1988, 1992a; Hirota et al.,
1992; Kroke et al., 2000; Lindsay et al., 1992; Nichols et al., 1995;
Reid et al., 1992a, 1992b, 1995; Slemenda et al., 1990; Valdimarsson
et al., 1999）。Reid（2002）がまとめた最近のミニレビューの中では，
平均年齢 73 歳の高齢女性 1351 名の全身 BMD と体重との相関係数は
0.45（ P < 0.0001）と報告されている（図 2-4）。その背景には，骨にと
って重力負荷が重要であるということだけでなく，体重の構成要素であ
る脂肪や筋が独立して影響を与えることも想定されている（Slemenda
et al., 1990）。
脂肪が骨に影響を与えるメカニズムについては，脂肪量が骨にかかる
負荷となること以外に，脂肪量が増えると膵β細胞から分泌されるホル
モン（インスリン，アミリン，プレプチン）や脂肪細胞から分泌される
ホルモン（エストロゲン，レプチン）が増え，これらのホルモンによっ
て骨芽細胞が活性化され，破骨細胞の活性が抑えられるという仮説が立
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てられている（Reid, 2002）。図 2-5 に脂肪量と骨代謝の関連について示
したが，これらが骨量に対してどの程度の影響力をもつのかは明らかで
ない。例えば，Reid et al.（1992a）は 45〜71 歳の閉経後女性 140 名を
対象とした横断研究によって，エストロゲンレベルと BMD の関係を検
討しているが，FM と全身 BMD の相関係数が 0.55 であったのに対し，
エストロンと全身 BMD の相関係数は 0.17，エストラジオールと全身
BMD の相関係数は 0.07 といずれも有意でなく，脂肪量が BMD に与え
る影響を脂肪組織で産生されるエストロゲンで説明することはできない
と結論づけている。また，Rico et al.（2002）は 373 名の閉経前後の女
性（48.9 ± 13.4 歳）を対象とした横断研究で，BMI が高いほどエスト
ロゲンレベルの高いことを報告しているものの，全身 BMC を基準変数
とした重回帰分析によって採択された説明変数は，閉経前女性（126 名）
では BMI，閉経後女性（171 名）では年齢と BMI であり，閉経期女性
（76 名）においてのみ BMI と総アルカリフォスファターゼに続く第 3
の変数としてエストラジオール濃度が採択されるに過ぎないことを示し
ている。
一方，筋が骨に影響を与えることは，1980 年代後半に DEXA が普及
する以前に，Doyle et al.（1970）が示唆している。彼らは 26〜83 歳（57.7
± 14.7 歳）の男女 46 名の献体から，第 3 腰椎椎体灰化重量とそこに付
着する大腰筋重量との相関係数が 0.72 と高い関連性を有していること
を報告している。さらに，その論文の中で「ある筋の重量はその筋が付
着する骨に作用する力を反映しており，筋重量が変化するとそれに合わ
せて骨重量も変化する」という仮説を提案している。この仮説を検証す
るために，Bevier et al.（1989）は 61〜84 歳の男女 90 名を対象に筋力
と BMD を比較し，握力と橈骨 BMD の間に男性では r = 0.37，女性で
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は r = 0.30，背筋力と腰椎 BMD の間に男性では r = 0.46 の有意な相関
関係のあることを報告している。また，Nichols et al.（1995）は 58 名
の女子大学生を対象とした横断研究において，脚の BMD は脚の LM，
腕の BMD は腕の LM によってのみ説明されることを重回帰分析によっ
て示している。しかしながら，筋量と骨量はいずれも体格の大きさの影
響を受けるため，体格補正すると両者の関係性は弱くなるという指摘も
ある（Reid et al., 1995）ことから，横断研究だけで結論を導くことは
適切ではないと考えられる。

図 2-4. 全身 BMD と体重の関係（Reid et al., 2002）
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図 2-5. 脂肪量が骨代謝に与える影響についての仮説（Reid et al., 2002）

２．縦断研究による知見
体重および身体組成が骨量に与える影響を明らかにする上で，ある集
団の変化を縦断的に検討することは非常に意義深いが，横断研究と比べ
てその数は少ない。Van Beresteijn et al.（ 1990）は閉経前後の女性 154
名を対象にした SPA による橈骨 BMD の 8 年間の変化を報告している。
その結果，橈骨 BMD の年間変化率はカルシウム摂取量が 800 mg 未満
の群（28 名）で-1.3%，800 mg 以上 1350 mg 以下の群（95 名）で-1.5%，
1350 mg よりも多い群（31 名）で-1.9%であった。相関分析の結果，BMD
変化率は 8 年間の平均 BMI と r = 0.32 の有意な相関関係にあり，閉経
期の女性にとって BMI が骨量減少の保護因子となることが示された。
Hannan et al.（2000）は平均年齢 74 ± 4.5 歳の高齢男女 764 名（男
性 278 名，女性 486 名）を対象とした 4 年間の縦断研究によって，SPA
による橈骨 BMD，DPA または DEXA による大腿骨 BMD，腰椎 BMD
の 変 化 を 検 討 し て い る 。 各 BMD の 年 間 変 化 率 は ， 女 性 で は -0.86〜
-1.21%，男性では-0.04〜-0.90%であった。BMD 減少の危険因子を検討
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すると，男女ともに，ベースライン時の低体重および 4 年間の体重減少
が骨量減少と関係していた。さらに，4 年間で 5%以上体重を増やした群
は，どの BMD も有意な減少を示さなかった。このことから，高齢期に
おける体重維持は骨量減少を予防する上で重要な方策であることが示唆
された。
Chapurlat et al.（2000）は 31〜59 歳の閉経前または閉経期の女性
272 名を対象とした 3 年間の縦断研究によって，DEXA で測定した全身
BMD および BMC，腰椎 BMD，大腿骨 BMD の変化を検討している。
196 名の閉経前女性の骨量はいずれの部位においても 3 年間で減少しな
かったが，76 名の閉経期女性では，大腿骨 BMD が 1 年間あたり頸部で
0.6%，大転子で 0.3%減少し，腰椎 BMD も年間 0.4%減少した。この閉
経期女性における骨量減少に対して，ベースライン時の体重や BMI，FM，
LM は関連性をもたず，3 年間の FM の変化とも関連性がなかった。そ
れに対して，3 年経過時の血清エストラジオール濃度は大転子における
BMD と r = 0.39，頸部の BMD と r = 0.22，腰椎 BMD と r = 0.35 の有
意な相関関係を示し，LM の年間変化率も大転子における BMD と r =
0.27，頸部の BMD と r = 0.22，腰椎 BMD と r = 0.28 の有意な相関関
係を示した。このことから，閉経期の女性に対してエストロゲンレベル
が与える影響は大きいものの，その影響は FM との相関関係に反映され
ないことが示唆された。また，身体組成の中で LM が骨量に与える影響
の大きいことが示唆された。
Bakker et al.（2003）は 27 歳の男性 225 名と女性 241 名に対して，
5 年後の 32 歳時と 10 年後の 37 歳時の計 3 回，DEXA による腰椎 BMD
および BMC と皮脂厚法による脂肪量および除脂肪量を測定している。
27 歳から 32 歳にかけて男性の腰椎 BMD が有意に減少したことを除け
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ば，成人男女の腰椎 BMD および BMC は有意な変化を示さなかった。
重回帰分析により，成人期における骨量の変化を説明する変数を検討し
た結果，除脂肪量の説明率がもっとも高く，女性の腰椎 BMC の 27%，
男性の腰椎 BMC の 6%，男女の腰椎 BMD の 4%を説明した。このこと
から，成人期の骨量の変化は除脂肪量の変化による影響を受けることが
示唆された。

３．介入研究による知見
体重および身体組成が骨量に与える影響をより明確に示すための研究
手法として，体重を減少させる減量介入と体重を増加させる増量介入を
実施する 2 つの介入研究が考えられる。しかしながら，これまでに体重
を増加させた際の骨量の変化を検討した研究は皆無であることから，体
重を減少させた際の骨量の変化についての先行研究をまとめる。
減量に伴う骨量の変化については，減量を骨粗鬆症の危険因子の 1 つ
として捉え，減量しても骨量を減少させない介入方法を探るという視点
や，単に体重と骨量の関係を縦断的に検討するという視点から，多くの
研究者が研究結果を報告している。1990 年代前半，主に食事制限のみに
よる減量についての検討が進み，徐々に食事制限に他の要因を組み合わ
せたプログラムの効果が検証されるようになった。
Compston et al.（1992b）は 37〜60 歳の女性 13 名に対して，405
kcal/d の摂取エネルギーで 10 週間減量介入し，ドロップアウトしなか
った 8 名の結果を報告している。減量幅は平均 15.6 kg（93.6 kg→78.0
kg）であり，DEXA によって測定した全身 BMD は 1.205 g/cm 2 から 1.175
g/cm 2 ，全身 BMC は 3170 g から 3025 g へと有意に減少した。このよう
な減量に伴う骨量の減少は，Albu et al.（ 1992）や Jensen et al.（ 1994）
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の介入研究によっても示されている。しかしながら，必ずしも減量に伴
い骨量が減少するのではなく，Nishizawa et al.（1992）が報告した 8
名の肥満女性の場合は，9.5 kg の体重を減少させても全身 BMC の変化
は-21 g とわずかであり，有意ではなかった。このような結果の違いか
ら，摂取エネルギー，介入期間，対象者の年齢，月経の有無，肥満度な
どの違いが骨量の変化に影響を与える可能性が推察された。
Svendsen et al.（1993）は対象者を閉経後女性に限定し，加齢変化を
みるための対照群 20 名，1000 kcal/d の摂取エネルギーで減量する食事
群 50 名，同様の食事制限に加えて週 3 回の有酸素性運動とレジスタン
ス運動を実践する運動併用群 48 名の結果を比較している。12 週間の減
量介入によって，対照群の体重に変化はなく，食事群では 9.5 kg，運動
併用群では 10.3 kg の体重が減少した。それに伴い，全身 BMD は対照
群で 1.2%，食事群で 1.9%，運動併用群で 1.9%減少したが，3 群間で差
はみられなかった。しかしながら，腰椎 BMD は対照群で-0.4%，食事群
で-1.6%，運動併用群で-2.4%と 3 群間で差がみられた。非荷重骨である
前腕 BMD が 3 群ともに変化しなかったことをあわせて考えると，減量
に伴う骨量の減少は主に荷重骨で生じ，運動を併用することによる骨量
減少の予防は困難であり，むしろ骨量減少を助長することが示唆された。
一方，Ryan et al.（1998）は 52〜72 歳の閉経後女性を対象にした 6 ヵ
月間の減量介入において，食事群 15 名と食事制限に加えて有酸素性運
動を実践した運動併用群 15 名の結果を報告している。体重減少量は食
事群で 7.4 kg，運動併用群で 6.6 kg であり，全身 BMD は 1〜2%両群と
もに減少した。大腿骨 BMD は食事群でのみ有意に減少し，運動併用群
では維持された。腰椎 BMD の変化は有意ではないが，食事群で減少，
運動併用群で増加した。体重と全身 BMD の変化に群間差はなかったが，
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腰椎 BMD の変化では有意傾向（ P = 0.07），大腿骨 BMD の変化では群
間差がみとめられた。以上の結果から，食事制限に運動実践を加えるこ
とで，減量に伴う骨量減少が抑制されることが示唆された。
減量プログラムの内容を変えることによって骨量減少の抑制を図るも
う 1 つの介入方法として，カルシウムサプリメントの利用がある。Ricci
et al.（1998）は閉経後肥満女性に対して，1100〜1300 kcal/d の食事制
限に加えて 1 日 1 g のカルシウムサプリメントを付加する群 15 名と，
プラセボを付加する群 16 名の 2 群を比較検討している。6 ヵ月間の介入
期間を通して，体重はカルシウム付加群で 10.2%，プラセボ群で 10.0%
減少した。減量に伴う全身 BMD の減少はプラセボ群で 1.4%大きい傾向
にあり（ P < 0.08），カルシウムを付加することによって骨量減少を抑制
できることを示唆している。カルシウムサプリメントの効果については，
Shapses et al.（2001）も閉経前女性を対象に検討している。対象者は
1200〜1300 kcal/d の食事制限に加えて 1 g/d のカルシウムを付加する
群 14 名とプラセボ群 14 名，食事内容を変えない対照群 10 名に分けら
れた。6 ヵ月間の介入による減量幅は，カルシウム付加群で 7.9%，プラ
セボ群で 7.1%，対照群で 0.6%であった。全身 BMD はすべての群で有
意な変化を示さなかったが，腰椎 BMD はカルシウム付加群でのみ 1.7%
有意に増加し，他の群では変化しなかった。以上の結果から，カルシウ
ムサプリメントの効果はみとめられたものの，閉経後女性と閉経前女性
とでその変化に差があり，閉経の前後を考慮に入れた検討が必要である
ことが示唆された。
上記の先行研究以外にも，減量に伴う骨量の変化を検討した研究は報
告されている。表 2-2 にそれらの研究デザインと主な結果についてまと
めた。介入研究の多くは，複数の減量プログラムを提供することにより，
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その効果を検討しているが，結果は必ずしも一致していない。その原因
は，対象者の体重や BMI，年齢など，集団特性の差にあると考えられる。
したがって，減量に伴う骨量の変化を明らかにするためには，複数の集
団に対して介入研究を実施し，集団特性を考慮して検討することが必要
であろう。
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表 2-2. 減量に伴う骨量の変化を報告した先行研究のまとめ
報告者

性別
人数

月経

年齢

体重
BMI

測定方法
製造元

介入内容
介入期間

体重

Albu et al.
1992

F
7

?

47.6
(n = 10)

112.8 kg
2
43 kg/m

DPA
Lunar

D600
24 wk

-13.8 kg
-12.2%

TB-BMC

-263 g

Compston et al.
F
Pre-, peri-, 47.2
1992b
13→8 & post-M (n = 13)

89.6 kg
2
32.2 kg/m

DEXA
Lunar

D405
10 wk

-15.6 kg
-17.4%

TB-BMD
TB-BMC

-2.5%
-4.6%

Nishizawa et al.
1992

F
8

?

34.3

100.8 kg
42.7 kg/m2

DPA
Norland

D*
4 wk

-9.5 kg
-9.4%

TB-BMC

-0.8%

Hyldstrup et al.
1993

F37
M7

Pre-, peri-,
& post-M

34

126 kg
2
45.8 kg/m

SPA
?

D388
8 wk

-22.4 kg
-17.8%

F-BMC

-3.3%

Svendsen et al.
1993

F
121
C: 20
D: 50
DE: 48

Post-M

53.8

29.7 kg/m

Avenell et al.
1994

F
16

Post-M

60.1

81.1 kg
2
31.4 kg/m

DEXA
Norland

D1200
6 mo

Jensen et al.
1994

F49
M2

Peri-M

19-70

96.3 kg
2
27.1-44.8 kg/m

DEXA
Hologic

Ramsdale &
Bassey 1994

F
45

Pre-M

33

67.3 kg
2
25.6 kg/m

Hendel et al.
1996

F25
M6

?

42

Pritchard et al.
1996

M
58
C: 19
D: 18
A: 21

−

43.4
(n = 66)

Andersen et al.
1997

38
F
Pre-, peri-,
19
& post-M (n = 21)
D8
DR11

2

1

DEXA
C
TB: Lunar D1000
L: Hologic D1000+E
SPA
12 wk
F: Rodovre

骨量

C: +0.5 kg TB-BMD
+0.7%
L-BMD
A-BMD
D: -9.5 kg TB-BMD
-12.2%
L-BMD
A-BMD
DE: -10.3 kg TB-BMD
-13.2%
L-BMD
A-BMD

-1.2%
-0.4%
+0.1%
-1.9%
-1.6%
+0.3%
-1.9%
-2.4%
+0.2%

-2.8 kg
-3.5%

L-BMD
F-BMD

-3.2%
-1.9%

D455*
15 wk

-12.3 kg
-12.8%

TB-BMC

-6.0%

DEXA
Lunar

D1000
6 mo

-3.3 kg
-4.9%

TB-BMD
TB-BMC
L-BMD

-0.7%
-0.8%
-0.5%

105.2 kg

DEXA
Norland

D?
1 yr

-11.5 kg
-10.9%

TB-BMD
TB-BMC

+0.9%
-1.0%

87.5 kg
2
29 kg/m

DEXA
Hologic

C
D1800
A
6 mo

C: +0.0 kg
+0.0%
D: -6.4 kg
-7.2%
A: -2.6 kg
-3.0%

TB-BMD
TB-BMC
TB-BMD
TB-BMC
TB-BMD
TB-BMC

+0.4%
-0.1%
-1.5%
-1.4%
-1.1%
-0.8%

91.1 kg

DEXA
Lunar

D925*
DR
24 wk

D: -19.4 kg TB-BMD
-21.2% TB-BMC
L-BMD
L-BMC
F-BMD
F-BMC
DR: -16.6 kg TB-BMD
-18.2% TB-BMC
L-BMD
L-BMC
F-BMD
F-BMC

+0.8%
+1.2%
+1.2%
+0.8%
-2.9%
-13.3%
+1.0%
-0.6%
+0.7%
+0.7%
-3.9%
-7.8%

2

3

F: female, M: male, C: control, D: diet, DE: diet and combined exercise, A: aerobic exercise,
DR: diet and resistance training, M: menopause, TB: total body, F: femoral, L: lumbar, A: arm.
?: 詳細は記載されていない
1
* : 1440→1200→880→420 kcal/d（1週間ごとに減少）
2
* : 男性は574 kcal/d
3
* : 17週目までは925 kcal/d，18週目からは1500 kcal/dまで漸増
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表 2-2. （続き）
報告者

性別
人数

月経

年齢

体重
BMI

測定方法
製造元

介入内容
介入期間

体重

骨量

Thompson et al.
1997

F
40
D113
D211
DE16

Post-M

66

79.3 kg

DEXA
Hologic

D1*1
D2
DE
24 wk

D1: -6.6 kg
-8.5%
D2: -5.8 kg
-7.4%
DE: -7.1 kg
-8.7%

TB-BMD No change

Ricci et al.
1998

F
31
DP16
DCa15

Post-M

58.3

88.0 kg
33.1 kg/m2

DEXA
Lunar

Ryan et al.
1998

F
30
D15
DA15

Post-M

62.5

81.2 kg
30.7 kg/m2

DEXA
Lunar

Van Loan et al.
1998

F
14

?

25-42

89.7 kg

DEXA
Lunar

D*3
15 wk

Evans et al.
1999

F
29
C11
D9
DE9

Pre-M

31.4

87.4 kg
31.2 kg/m2

DEXA
Hologic

C
D*4
DE
16 wk

Chao et al.
2000

F
67
C40
D27

Post-M

65.9

80.6 kg
30.9 kg/m2

DEXA
Hologic

C
D?
6 mo

F
52
D27
DCa25

Pre- &
Post-M

F
34
C10
DP14
DCa14

Pre-M

Jensen et al.
2001

Shapses et al.
2001

D1200+P
DP: -10.0%
D+Ca1000
6 mo
DCa: -10.2%
D*2
DA
6 mo

D: -7.4 kg
-8.9%
DA: -6.6 kg
-8.3%
-15.6 kg
-17.4%

94.2 kg
34.4 kg/m2

DEXA
D*5
Hologic D+Ca1000
6 mo

C: -0.8 kg
-1.0%

D: -4.7 kg
-5.5%
DCa: -5.6 kg
-5.6%

42.1

94.2 kg
34.6 kg/m2

DEXA
Lunar

C
D1200+P
D+Ca1000

TB-BMD No change
TB-BMD
TB-BMC
TB-BMD
TB-BMC

-1.7%
-1.0%
-0.3%
-0.1%

TB-BMD
L-BMD
F-BMD
TB-BMD
L-BMD
F-BMD

-1.7%
-0.9%
-4.3%
-1.4%
+1.4%
+1.0%

TB-BMD
TB-BMC

-1.4%
-0.6%

C: +1.2 kg TB-BMC No change
+1.3%
D: -7.2 kg TB-BMC No change
-7.9%
DE: -3.9 kg TB-BMC No change
-4.8%

D: -4.2 kg
-5.1%
?

TB-BMD No change

C: -0.6 kg
-0.6%
DP: -6.7 kg
-7.1%
DCa: -7.5 kg
-7.9%

TB-BMD
L-BMD
F-BMD
TB-BMD
L-BMD
F-BMD

-0.9%
+0.2%
-1.1%
-1.3%
-0.8%
-1.5%

TB-BMC
L-BMC
F-BMC
TB-BMC
L-BMC
F-BMC

-4.2%
-2.2%
-4.0%
-3.3%
-0.2%
-0.3%

TB-BMD
TB-BMC
LBMD
LBMC
TB-BMD
TB-BMC
LBMD
LBMC
TB-BMD
TB-BMC
LBMD
LBMC

-0.1%
-0.5%
-0.8%
+0.5%
+0.4%
+0.5%
-0.2%
-0.4%
+0.8%
+0.8%
+1.7%
+0.5%

F: female, C: control, D: diet, DE: diet and combined exercise, DP: diet and placebo, DCa: diet and calcium,
DA: diet and aerobic exercise, M: menopause, TB: total body, L: lumbar, F: femoral.
?: 詳細は記載されていない
*1: D1とDEは減量前の摂取エネルギーから500 kcal/d減らし，D2は700 kcal/d減らす
*2: 1日の栄養所要量から250-350 kcal/d減らす
*3: 摂取エネルギーを50％減らす
*4: 1日の栄養所要量から1000 kcal/d減らす
*5: 最初の3ヵ月間は1000 kcal/d，残りの3ヵ月間は低エネルギー摂取を意識した通常食
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研究手順と課題
研究手順

Intervention 1

Database

Age: 34-66 yr, BMI > 24
Pre-, peri-, post-M
N: 58→55
D (27) vs DE (28) vs C (29)

Age: 24-66 yr, BMI > 22
Pre-, peri-, post-M
N: 228→201
D (63) & DE (45) & DW (54)
& DR (39)

Intervention 2
Age: 31-64 yr, BMI > 26
Pre-, peri-, post-M
N: 62→51
D (19) vs DW (15) vs DE (17) vs C (29)

Intervention 3
Age: 26-58 yr, BMI > 22
Pre-, post-M
N: 45→42
DW (21) vs DR (21)

Intervention 4
Age: 24-52 yr, BMI > 25
Pre-M
N: 63→53
D (17) vs DW (18) vs DR (18)
M: menopause, D: diet, DE: diet and combined exercise, DW: diet and walking,
DR: diet and resistance training, C: control.
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研究課題

本博士論文では，減量に伴う骨量の変化を明らかにすることを目的と
し，前節のフローチャートに示したように，4 期にわたり減量教室を開
催した。各期とも複数の減量プログラムを提供し，対象者の身体的特徴
（年齢，BMI，閉経の前後）に差をもたせた。このように，異なる集団
に同一の減量プログラムを提供することで，減量に伴う骨量変化の再現
性を検討するとともに，減量プログラムの違いが減量に伴う骨量変化に
及ぼす影響を検討した（第 5 章）。その後，すべての結果を 1 つのデー
タベースにまとめ，以下に示す研究課題を検討した（第 6〜8 章）。なお，
すべての結果をデータベース化する利点は，各期の教室では外れ値とし
て扱われたデータを有効にすることができ，十分な標本数を確保できる
ため，統計学的信頼性を高められることにある。

１．身体的特徴が骨量に及ぼす影響（第 6 章）
先行研究から，年齢，閉経の前後，体重および身体組成が骨量と関連
性のあることが示されている。これらの因子は，対象者の身体的特徴と
してまとめられるが，本研究で扱う日本人肥満女性の骨量に対してどの
程度の影響を及ぼしているかは明らかでない。そこで，データベース化
された対象者の減量前の測定値から，年齢および閉経の前後，体重，身
体組成と骨量との関連性を横断的に検討した。

２．身体的特徴が減量に伴う骨量変化に及ぼす影響（第 7 章）
横断研究から示される身体的特徴と骨量の関連性と同様に，減量に伴
う骨量変化に身体的特徴が影響を及ぼしている可能性がある。特に，体
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重や身体組成の変化と骨量変化の関連性は，多くの先行研究により指摘
されている（Compston et al., 1992b; Jensen et al., 1994; Pritchard et
al., 1996; Ramsdale & Bassey, 1994）。そこで，データベース化された
対象者の減量前後の測定値から，身体的特徴とその変化が減量に伴う骨
量変化に及ぼす影響を検討した。

３．閉経の前後と肥満度の違いが減量に伴う骨量変化に及ぼす影響（第
8 章）
本研究における対象者の身体的特徴（年齢，BMI，閉経の前後）を各
期の減量教室において統一しなかったことは，異なる対象者に同一の減
量プログラムを提供した際の骨量変化の検討を可能にする一方で，身体
的特徴が骨量変化に及ぼす影響を排除できないという欠点を生じさせた。
特に，閉経の前後と肥満度は骨量と高い関連性を有することから，両者
が減量に伴う骨量変化に及ぼす影響を，データベース化された D 群，
DE 群，DW 群，DR 群の 4 群について検討した。
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研究方法
対象者

本研究の対象者は，茨城県取手市東取手病院でおこなわれた第 1 期か
ら第 4 期の減量教室に参加可能であった茨城県および千葉県に在住する
肥満または肥満傾向女性 228 名である。対象者の募集には地域情報誌を
利用し，電話で応募者の身体的特徴を把握して，各期の選定基準に合致
する者を対象者とした。応募者が多い場合は，抽選によって決定した。
対象者を決定した後，研究の目的や減量プログラムの内容，測定内容に
ついての説明会を開催し，研究内容を十分に理解させた上で，研究参加
への同意を得た。

第２節

測定項目と方法

１．身長と体重
身長（height）は身長計を用いて 0.1 cm 単位で測定し，体重（weight）
は体重計を用いて，0.1 kg 単位で測定した。その際，着衣分の重量（0.5
〜 1.0 kg ） を 測 定 値 か ら 差 し 引 い た 。 ま た ， BMI は weight/height 2
（kg/m 2 ）として算出した。

２．身体組成と全身骨密度
脂肪量（fat mass: FM），筋量（fat- and bone-free lean tissue mass:
LM），骨塩量（BMC）の 3 組成モデルで求められる身体組成および全身
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骨密度（total body BMD: TB-BMD），全身骨面積（total body bone area:
TB-BA）は，Lunar 社製 DPX-L（Version 1.35）の全身スキャンモード
を用いて測定し，extended research mode を用いて解析した。また，体
脂肪率（%fat）を FM/(FM + LM + BMC) によって算出した。身体組成
の結果は，図 4-1 に示したようなカットラインを設定することで，全身
だけでなく，頭（head），腕（arms），脚（legs），体幹（trunk）の各
部位において算出した。身体組成の測定に際しては，測定の 2 時間前か
ら飲食を控えるように指示し，測定前には身につけていた金属類を外し，
測定用の衣服に着替えさせた。測定姿勢は仰臥位で，掌を下向きにして
ベッドに密着させた。測定時間は約 15 分間であった。
35 名の男女（男性 22 名，女性 13 名）に対して，ポジショニングし
直して測定した 2 回の結果から求めた各測定値の変動係数（percentage
of coefficient variance: %CV）を表 4-1 に示した。

head
arm

arm

trunk

leg

図 4-1. 身体組成を各部位に分けるカットライン
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表 4-1. 全身骨測定における各項目の変動係数 （%CV）
Weight
FM
LM
BMC
BA
BMD
Total
0.2
2.5
0.5
0.8
0.8
0.3
Head
0.9
10.0
1.9
0.9
Arms
2.0
6.0
1.6
1.8
Legs
0.9
3.1
1.0
1.0
Trunk
0.9
3.7
1.1
2.2
FM: fat mass, LM: lean mass, BMC: bone mineral content,
BA: bone area, BMD: bone mineral density.

３．腰椎骨密度と橈骨骨密度
腰椎骨密度（lumbar-spine BMD: L-BMD），骨塩量（L-BMC），骨面
積（L-BA）は，全身骨測定と同じ機種の正面腰椎スキャンモードによっ
て測定した（第 3 期，第 4 期の対象者についてのみ実施）。測定姿勢は
仰臥位で，足置き台に足を乗せ，膝を約 90 度に屈曲させた。測定部位
は第 2〜第 4 腰椎とし，測定時間は約 5 分間であった。
橈 骨 の 骨 密 度 （ radial BMD: R-BMD）， 骨 塩 量 （ R-BMC）， 骨 面 積
（R-BA）も，同機種の前腕骨スキャンモードによって測定した（第 2〜
第 4 期の対象者について実施）。測定部位は左腕の橈骨 1/3 遠位部で，測
定時間は約 1 分間であった。
17 名の男女（男性 14 名，女性 3 名）に対して，ポジショニングし直
し て 測 定 し た 2 回 の 結 果 か ら 求 め た 各 測 定 値 の 変 動 係 数 は ， L-BMD
0.4%，L-BMC 0.6%，L-BA 0.9%，R-BMD 1.1%，R-BMC 1.2%，R-BA
1.1%であった。したがって，表 4-1 に示した全身骨量の変動係数とあわ
せて，DEXA による骨量評価の再現性は 0.3〜1.2%と良好であることが
示された。
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４．踵骨超音波骨指標
超音波骨評価装置 AOS-100（Aloka）を用いて，踵骨の音響的骨評価
値（osteo sono-assessment index: OSI）を算出した（第 3 期，第 4 期
の対象者についてのみ実施）。AOS-100 は，踵骨部分に対して，対向す
る一対の振動子で広帯域超音波パルスを送受信することで，超音波の音
速（speed of sound: SOS），透過指標（transmission index: TI）を測定
する。OSI は TI×SOS 2 であらわされる総合的な骨指標であることから，
本研究では，OSI を踵骨骨量と定義した。測定部位は右踵骨とし，3 回
測定した平均値を算出した。測定時間は約 1 分間であった。
282 名の女性に対して，ポジショニングし直して測定した 3 回の結果
から求めた各測定値の変動係数は SOS 0.2%，TI 1.4%，OSI 1.5%であ
り，DEXA と同程度の再現性を有することが示された。

５．骨代謝マーカー
第 4 期の対象者についてのみ，上記の骨量測定と平行して，早朝空腹
時の血液と早朝第 2 尿を採取した。血液サンプルからは，骨型アルカリ
フォスファターゼ（bone specific alkaline phosphatase: BAP），オステ
オカルシン（osteocalcin: OC）を骨形成マーカーとして分析し，尿サン
プルからは，デオキシピリジノリン架橋（deoxypyridinoline cross-links:
DPD），Ⅰ型コラーゲン N 末端テロペプチド（type I collagen crosslinked N-telopeptides: NTX）を骨吸収マーカーとして分析した。BAP
は酵素免疫測定法（enzyme immunoassay: EIA），OC は免疫放射定量
法（immuno radio metric assay: IRMA）により分析した。DPD は EIA
により分析し，クレアチニンで補正した。NTX は EIA により分析し，
クレアチニンで補正し，骨コラーゲン 1 mol が分解したときに生成する
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NTX 量を 1 mol として算定した。なお，BAP と NTX は SRL 社，OC
は三菱化学 BCL 社，DPD は江東微生物研究所に分析を依頼した。

第３節

測定原理

１．二重エネルギーX 線吸収法（DEXA）
DEXA は，物質の密度，すなわち分子数によって光線の透過率が逆対
数で表されるというランバート（Lambert）の法則に基づき，エネルギ
ーの異なる 2 種類の X 線を使用して，軟部組織の影響を除外している（大
村ら, 1994）。つまり，軟部組織の骨組織はその密度により，40〜50 keV
の低エネルギーの X 線と 80〜100 keV の高エネルギーの X 線とで異な
る透過率が得られ，それぞれの吸収特性とエネルギーごとの透過率の比
により補正し，組織の密度が求められる。さらに，全身骨の測定におい
ては，脂肪組織と筋肉や他の臓器とではエネルギーの透過率が異なって
いることを利用し，軟部組織吸収係数（R-value）を算出した上で，軟
部組織量を計算し，FM および LM を求めている。なお，R-value は
100%fat の物質では 1.288，100%lean の物質では 1.451 となる（大村ら,
1994）。

２．超音波法
超音波骨評価装置 AOS-100 は SOS，TI，OSI の 3 つの指標を算出す
ることができる。SOS は踵部分の距離（m）を超音波パルス伝播時間（s）
で除することによって得られる踵部分の音速（m/s）である。TI は超音
波の受信波形から計算される超音波の透過に関する値であり，受信透過
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波形の第一極大値の半値幅（s）と定義される。TI は他の超音波骨評価
装 置 （ Lunar 社 製 Achilles な ど ） で 算 出 さ れ る 超 音 波 減 衰 係 数
（broadband ultrasound attenuation: BUA）と同様の性質をもつ値で
あり（Tsuda-Futami et al., 1999），定性的に SOS は骨密度が高いほど
速く，TI は骨量が少ないほど低いと考えられる（アロカ株式会社, 2000）。

第４節

減量プログラム

１．食事プログラム
食事プログラムの内容は，対照群を除くすべての群にほぼ共通したも
のである。本研究では摂取エネルギー量を抑えながらも良好な栄養状態
を維持する目的で，減量補助食品としてその顕著な効果が認められてい
る（平尾, 1995; 鹿児島ら, 1993; 田中ら, 1999; 矢野ら, 1996）マイク
ロダイエット（サニーヘルス社）の使用を指示した。マイクロダイエッ
トは英国のサリー大学生化学教室で開発，ユニバイト・ニュートリショ
ン社（英国）により製品・市販化され，わが国ではサニーヘルス社（長
野）によってライセンス生産されている。1 食分のエネルギー量は 169
〜173 kcal であり，たんぱく質，糖質，脂質，アミノ酸，ビタミン，ミ
ネ ラ ル な ど を バ ラ ン ス よ く 摂 取 す る こ と が可 能 な こ と か ら （ 鹿 児 島 ら ,
1993; 矢野ら, 1996），1 食に求められる各栄養素の摂取基準（健康・栄
養情報研究会, 1999）を脂質以外はすべて満たしている。摂取頻度は教
室によって異なるが， 1 日 1〜2 食であった。その他の食事は 1 食あた
り 400 kcal を目標に，4 群点数法（香川, 2002）を用いて，栄養バラン
スのよい食事を摂取するように指導した。具体的には，毎食，第 1 群（乳・
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乳製品／卵）から 1 点（80 kcal），第 2 群（魚介・肉類／豆・豆製品）
から 1 点，第 3 群（野菜／芋類／果物／きのこ／海藻）から 1 点，第 4
群（穀物／砂糖／油脂／その他の嗜好品）から 2 点（160 kcal）の範囲
内で食品を選んで摂取するように指導した。したがって，1 日の摂取エ
ネルギーは 1000〜1200 kcal が目標となる。しかし，実際にはこれらの
内容を理想としつつも，マイクロダイエットを摂取する際に，他の食品
の併用を認めるなど柔軟に指導した。対象者には 1 食ごとの食事内容を
記録させ，各教室参加時に提出させた。その記録をもとに摂取エネルギ
ー量を確認し，管理栄養士が食習慣などについて指導した。

２．運動プログラム
1）複合運動
DE 群に対しては，75 分間の運動指導を週 3 回実施した。週 3 回のう
ち，週 2 回はベンチステップエクササイズ（Hayakawa et al., 1996,
2000）を中心とした内容であり，週 1 回はペース（programmed aerobic/
anaerobic/accommodating circuit exercise: PACE）（田中, 1998）を中
心とした内容であった。ベンチステップエクササイズは，個人の体力レ
ベルに合わせて高さを調節できるベンチを用いた aerobic dance の一種
である。ウォーミングアップ，メインエクササイズ，クーリングダウン
は，ベンチステップエクササイズの中で一連の運動として取り入れられ
た。PACE は，有酸素性運動のステーション（フロアエクササイズ）と，
レジスタンス運動のステーション（油圧式トレーニングマシン 8 台を用
いる）を 30 秒間ずつ交互におこなうサーキット形式の運動である。マ
シン 8 台は，上半身，下半身をバランスよくトレーニングできるよう交
互に配置された。1 セットは 8 分間で，2 分ほどの休憩をはさみながら 2
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〜3 セット実践させた。PACE の前には準備運動を，後には自宅ででき
る筋力運動と整理運動を指導した。なお，運動強度は主観的運動強度
（rating of perceived exertion: RPE）が 13（ややきつい）あたりに保
たれるように指導した。

2）ウォーキング
DW 群に対しては 90 分間の運動指導を週 1 回実施した。指導内容は，
15 分間のウォーミングアップ，60 分間のウォーキング，15 分間のクー
リングダウンであった。DW 群に対しては，教室に来ない日も自宅でで
きるだけ毎日ウォーキングを実践するように指示した。運動強度は RPE
が 13 あたりに保たれるように指導した。運動時間は，開始初期は 20〜
30 分程度に抑え，膝関節痛などの障害を起こさぬように配慮した。運動
時間は徐々に長くし，30〜60 分間のウォーキングを習慣化させた。

3）レジスタンス運動
DR 群に対しては 90 分間の運動指導を週 3 回実施した。指導内容は，
15 分間のウォーミングアップ，60 分間のレジスタンス運動，15 分間の
クーリングダウンであった。開始初期のレジスタンス運動は，自体重や
ダンベル，チューブなどを用いた低強度の運動であり，徐々にフリーウ
エイトを用いた高強度の運動を導入していった。種目はスクワット，ベ
ンチプレス，レッグカール，レッグエクステンション，クランチを中心
とし，ダンベルフライやアームカールなどを補助的に実践させた。最初
の 1 ヵ月間はレジスタンス運動に慣れることを重視し，2 ヵ月目以降は
最大筋力の 60〜70%に負荷を設定し，10〜12 回の反復動作を 2〜5 セッ
ト実践させた。
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減量に伴う骨量変化についての縦断研究
減量教室第 1 期（1999 年 2 月〜5 月）

１．対象者
34 歳から 66 歳までの女性 58 名が参加した。選定条件は BMI 24 以上
とし，閉経の前後は不問とした。DEXA による測定を受けられなかった
3 名を除いた 55 名分のデータが有効であった。そのうち，23 名が閉経
前，8 名が閉経期，24 名が閉経後であった。減量プログラムの違いによ
り，D 群 27 名と DE 群 28 名に分けられた。第 1 期では C 群を設定しな
かったため，第 2 期の C 群の結果と比較した。なお，C 群についての詳
細は次節に示す。対象者の身体的特徴は表 5-1 に示した。身体的特徴に
ついて，3 群間で有意な差はなかった。

表 5-1. 対象者の身体的特徴 （第 1 期）
D
(n = 27)

DE
(n = 28)

C
(n = 29)

Difference between
groups

Age
(yr)
49.4 ±7.6
50.4 ± 7.2
48.9 ±8.4
Height (cm)
156.0 ±5.0 154.9 ± 4.1 155.3 ±6.1
Weight (kg)
67.7 ±8.8
68.5 ± 6.6
70.0 ±6.6
2
28.5 ± 1.9
29.0 ±1.7
BMI
(kg/m ) 27.8 ±3.4
Pre-M (n, %)
13 (48.1)
10 (35.7)
14 (48.3)
Peri-M (n, %)
3 (11.1)
5 (17.9)
3 (10.3)
Post-M (n, %)
11 (40.7)
13 (46.4)
12 (41.4)
D: diet, DE: diet and exercise, C: control, BMI: body mass index,
M: menopause, ns: not significant.
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２．測定項目
測定項目は，身長，体重，BMI および DEXA の全身骨測定から得ら
れる%fat，FM，LM，BMD，BMC，BA であった。測定方法および測
定原理については，第 4 章に詳述した。

３．減量プログラム
D 群，DE 群ともに共通した食事プログラムを提供した。また，DE 群
に対しては，週 3 回の複合運動プログラムを提供した。介入期間は 13
週間であり，D 群への介入回数は 7 回，DE 群への介入回数は 39 回であ
った。減量プログラムの内容については，第 4 章に詳述した。

４．統計解析
各項目の測定結果は平均値±標準偏差で表した。ベースライン時の各
測定項目の平均値を比較するためには一元配置の分散分析を用いた。各
群に含まれる閉経者の割合を比較するためには χ 2 検定を適用した。各
群における減量に伴う測定項目の変化の有意性は対応のある t 検定によ
って検討し，減量に伴う変化を比較するために二元配置の分散分析を施
した。二元配置の分散分析によって有意性がみとめられた項目について
は Bonferonni の 事 後 検 定 を 適 用 し た 。 す べ て の 統 計 解 析 に は SPSS
11.0J を用い，統計学的有意水準を 5%に設定した。

５．結果
各群の減量に伴う測定項目の変化を表 5-2 に示した。体重，%fat，FM，
LM，BMC は D 群と DE 群で有意に減少した。BMD は DE 群でのみ減
少した。二元配置の分散分析の結果，いずれの項目も時間の主効果が有
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意であり，減量による影響を受けることが示された。また，体重，%fat，
FM については時間×減量方法の交互作用がみとめられ，事後検定によ
って D 群，DE 群ともに C 群よりも有意に減少することが示された。

表 5-2. 減量に伴う測定項目の変化 （第 1 期）

Weight (kg)
Pre
Post
%change
%fat (%)
Pre
Post
%change
FM (kg)
Pre
Post
%change
LM (kg)
Pre
Post
%change

C
(n = 29)

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

Post hoc

D
(n = 27)

DE
(n = 28)

67.7 ±8.8
61.0 ±8.5*
-9.9 ±3.2

68.5 ±6.6
58.7 ±6.0*
-14.2 ±4.2

70.0 ±6.6
70.1 ±6.9
0.2 ±2.2

P < 0.05

P < 0.05

D, DE vs C

36.4 ±3.0
31.8 ±4.6*
-12.9 ±7.6

38.9 ±3.6
30.7 ±5.2*
-21.4 ±9.3

39.4 ±3.0
38.9 ±3.1
-1.2 ±3.4

P < 0.05

P < 0.05

D, DE vs C

24.3 ±4.2
19.3 ±4.8*
-21.2 ±8.7

26.3 ±4.4
17.9 ±4.5*
-32.0 ±10.6

27.2 ±3.3
27.0 ±3.3
-0.9 ±4.7

P < 0.05

P < 0.05

D, DE vs C

40.0 ±5.0
38.6 ±4.8*
-3.4 ±3.4

38.8 ±3.4
37.8 ±3.2*
-2.6 ±2.5

39.6 ±4.4
40.1 ±4.9*
1.2 ±2.7

P < 0.05

ns

-

1.14 ±0.09
1.14 ±0.09
-0.2 ±1.2

1.12 ±0.09
1.11 ±0.10*
-0.8 ±1.6

1.16 ±0.08
1.15 ±0.09
-0.1 ±0.9

P < 0.05

ns

-

2.34 ±0.34
2.32 ±0.32*
-1.0 ±2.8

2.25 ±0.34
2.21 ±0.35*
-1.5 ±2.5

2.40 ±0.36
2.38 ±0.34
-0.5 ±2.4

P < 0.05

ns

-

test

2

BMD (g/cm )
Pre
Post
%change
BMC (kg)
Pre
Post
%change
2

2

BA (cm ×10 )
Pre
20.4 ±1.8
20.0 ±1.6
20.7 ±2.0
P < 0.05
ns
Post
20.2 ±1.7
19.9 ±1.6
20.6 ±1.9
%change
-0.8 ±3.0
-0.6 ±2.3
-0.4 ±2.2
D: diet, DE: diet and exercise, ANOVA: analysis of variance, FM: fat mass, LM: lean mass,
BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content, BA: bone area, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).
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６．まとめ
第 1 期の教室における D 群と DE 群の比較から，運動を併用すること
により，体重，%fat，FM の減少効率が高まることが示唆された。LM
は運動を実践しても維持されず，両群において減少した。このような減
量に伴う BMD の変化率は，D 群では-0.2％と有意ではなかったのに対
し，DE 群では-0.8％と有意な減少を示した。3 ヵ月間でみとめられた
0.8％という BMD 減少率は，年間 3.2％の減少率に相当し，1993 年の第
4 回国際骨粗鬆症シンポジウム（Consensus Development Conference,
1993）で示された加齢に伴う BMD 減少率である年間 1％を明らかに超
える値となる。BMC における変化はより顕著であり，D 群では-1.0％，
DE 群では-1.5％と，両群において有意な減少を示した。このことから，
本研究において提供した減量プログラムによって，BMD，BMC ともに
減少することが示唆された。また，BMD の減少が DE 群においてのみ
有意であったように，運動を実践しても骨量減少は抑制されず，むしろ
骨吸収が促進されることが示唆された。しかしながら，DE 群の体重と
FM は D 群よりも有意に多く減少したことから，体重または FM の減少
量に比例して骨量が減少したとも考えられる。また，第 1 期の対象者の
選定条件では閉経の前後を不問とした。閉経前，閉経期，閉経後の女性
が含まれる割合に群間差はみとめられなかったものの，閉経の前後が何
らかの影響を与えた可能性は否定できない。したがって，本集団におけ
る結果を一般化するためには，体重や身体組成の群間差を考慮し，閉経
の前後を統一した上で，再検討する必要があろう。
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減量教室第 2 期（1999 年 12 月〜2000 年 3 月）

１．対象者
31 歳から 64 歳までの女性 62 名が参加した。選定条件は BMI 26 以上
とし，閉経の前後は不問とした。減量教室への参加をとりやめた 6 名と
測定方法が不適切であった 5 名を除いた 51 名分のデータが有効であっ
た。そのうち，17 名が閉経前，13 名が閉経期，21 名が閉経後であった。
減量プログラムの違いにより，D 群 19 名と DW 群 15 名，DE 群 17 名
に分けられた。なお，第 2 期の対象者の中から無作為に抽出した 29 名
については，C 群のデータを得るために，1999 年 9 月に教室前後と同様
の項目を測定した。この測定後，教室前まで普段と変わらない生活をす
るように指示し，教室前までの 3 ヵ月間の変化を C 群の結果として扱っ
た。対象者の身体的特徴は表 5-3 に示した。閉経前の対象者が含まれる
割合については 4 群間で有意な差がみとめられた。

表 5-3. 対象者の身体的特徴 （第 2 期）
D
(n = 19)

DW
(n = 15)

DE
(n = 17)

C
(n = 29)

Difference between
groups

Age
(yr)
47.4 ±7.9
52.4 ±8.2
49.9 ±5.4
48.9 ±8.4
ns
Height (cm)
155.5 ±5.3 155.7 ±6.1 155.4 ±5.7 155.3 ±6.1
ns
Weight (kg)
70.8 ±7.7
72.5 ±6.8
71.2 ±6.2
70.0 ±6.6
ns
2
±2.0
±1.9
±2.5
±1.7
BMI
29.2
29.9
29.5
29.0
ns
(kg/m )
DW, DE
DE
Pre-M (n, %) 11 (57.9)
3 (20.0)
3 (17.6)
14 (48.3)
P < 0.05
Peri-M (n, %)
3 (15.8)
5 (33.3)
5 (29.4)
3 (10.3)
ns
Post-M (n, %)
5 (26.3)
7 (46.7)
9 (52.9)
12 (41.4)
ns
D: diet, DW: diet and walking, DE: diet and exercise, C: control, BMI: body mass index,
M: menopause, ns: not significant.
X
: significantly higher compared with X.
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２．測定項目
測定項目は，身長，体重，BMI および DEXA の全身骨測定から得ら
れる%fat，FM，LM，BMD，BMC，BA であった。また，前腕骨測定
から R-BMD，R-BMC，R-BA を得た。測定方法および測定原理につい
ては，第 4 章に詳述した。

３．減量プログラム
D 群，DW 群，DE 群ともに共通した食事プログラムを提供した。ま
た，DW 群に対しては週 1 回のウォーキングプログラムを，DE 群に対
しては週 3 回の複合運動プログラムを提供した。介入期間は 13 週間で
あり，D 群への介入回数は 9 回，DW 群への介入回数は 12 回，DE 群へ
の介入回数は 35 回であった。減量プログラムの内容については，第 4
章に詳述した。

４．統計解析
各項目の測定結果は平均値±標準偏差で表した。ベースライン時の各
測定項目の平均値を比較するためには一元配置の分散分析と Scheffe の
多重比較検定を用いた。各群に含まれる閉経者の割合を比較するために
は χ 2 検定を用いた。各群における減量に伴う測定項目の変化の有意性
は対応のある t 検定によって検討し，各減量方法の効果を比較するため
に二元配置の分散分析を施した。二元配置の分散分析によって有意性が
みとめられた項目については Bonferonni の事後検定を適用した。すべ
ての統計解析には SPSS 11.0J を用い，統計学的有意水準を 5%に設定し
た。
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５．結果
各群の減量に伴う測定項目の変化を表 5-4 に示した。体重，%fat，FM
は，C 群を除くすべての群で有意に減少した。LM は DW 群と DE 群で
有意に減少，C 群で有意に増加した。TB-BMC および TB-BA はいずれ
の群でも変化しなかったが，TB-BMD は DE 群においてのみ有意に減少
した。橈骨については，DW 群において R-BA が有意に減少したことを
除けば，いずれの項目も変化しなかった。二元配置の分散分析の結果，
体重，%fat，FM，LM，R-BMC，R-BA は時間の主効果が有意であり，
減量による影響を受けることが示された。また，体重，%fat，FM，LM
に つ い て は 時 間 ×減 量 方 法 の 交 互 作 用 が み と め ら れ ， 事 後 検 定 に よ っ
て，%fat と FM は C 群よりも D 群において有意に減少することが示さ
れた。
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表 5-4. 減量に伴う測定項目の変化 （第 2 期）

Weight (kg)
Pre
Post
%change
%fat (%)
Pre
Post
%change
FM (kg)
Pre
Post
%change
LM (kg)
Pre
Post
%change

2

test

DE
(n = 17)

70.8 ±7.7
62.2 ±8.2*
-12.4 ±4.7

72.5 ±6.8
64.3 ±7.6*
-11.4 ±4.2

71.2 ±6.2
62.9 ±6.0*
-11.7 ±3.5

70.0 ±6.6
70.1 ±6.9
0.2 ±2.2

P < 0.05

P < 0.05

ns

39.3 ±2.3
31.6 ±4.9*
-19.6 ±10.6

39.6 ±4.9
33.8 ±5.0*
-14.6 ±5.2

39.5 ±4.4
32.5 ±5.1*
-18.0 ±7.6

39.4 ±3.0
38.9 ±3.1
-1.2 ±3.4

P < 0.05

P < 0.05

D vs C

27.6 ±4.0
19.8 ±5.2*
-29.0 ±12.4

28.4 ±4.6
21.6 ±4.6*
-24.2 ±7.4

28.0 ±4.8
20.4 ±4.6*
-27.5 ±9.1

27.2 ±3.3
27.0 ±3.3
-0.9 ±4.7

P < 0.05

P < 0.05

D vs C

40.0 ±3.8
39.4 ±3.5
-1.4 ±3.0

41.0 ±5.1
39.7 ±5.4*
-3.2 ±3.9

40.3 ±3.3
39.5 ±3.4*
-1.8 ±3.4

39.6 ±4.4
40.1 ±4.9*
1.2 ±2.7

P < 0.05

P < 0.05

ns

1.13 ±0.08
1.13 ±0.09
0.2 ±1.2

1.14 ±0.09
1.14 ±0.08*
-0.5 ±1.1

1.16 ±0.08
1.15 ±0.09
-0.1 ±0.9

ns

ns

-

2.34 ±0.34
2.36 ±0.37
0.8 ±2.7

2.36 ±0.33
2.36 ±0.34
0.2 ±2.6

2.40 ±0.36
2.38 ±0.34
-0.5 ±2.4

ns

ns

-

20.6 ±1.9
20.8 ±2.1
0.6 ±2.7

20.6 ±1.7
20.7 ±1.7
0.8 ±2.7

20.7 ±2.0
20.6 ±1.9
-0.4 ±2.2

ns

ns

-

0.67 ±0.09
0.66 ±0.09
-0.4 ±2.4

0.63 ±0.07
0.63 ±0.07
0.0 ±4.3

0.65 ±0.08
0.65 ±0.07
-0.4 ±3.2

0.64 ±0.08
0.65 ±0.08
0.8 ±3.0

ns

ns

-

1.60 ±0.24
1.59 ±0.25
-1.0 ±3.2

1.53 ±0.17
1.51 ±0.17
-1.4 ±3.8

1.57 ±0.19
1.55 ±0.17
-0.9 ±3.5

1.54 ±0.18
1.54 ±0.18
0.0 ±3.2

P < 0.05

ns

-

2

TB-BA (cm ×10 )
Pre
20.9 ±2.3
Post
20.8 ±2.2
%change
-0.5 ±2.6
R-BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
R-BMC (g)
Pre
Post
%change

Post hoc

Time effect Interaction

DW
(n = 15)

TB-BMD (g/cm2)
Pre
1.16 ±0.09
Post
1.16 ±0.09
%change
0.2 ±1.2
TB-BMC (kg)
Pre
2.43 ±0.36
Post
2.42 ±0.36
%change
-0.4 ±2.8

C
(n = 29)

Two-way ANOVA

D
(n = 19)

R-BA (cm2)
Pre
2.41 ±0.19 2.44 ±0.20 2.42 ±0.16 2.40 ±0.16
P < 0.05
ns
Post
2.39 ±0.21 2.41 ±0.21* 2.40 ±0.17 2.38 ±0.16
%change
-0.5 ±3.1
-1.4 ±2.5
-0.6 ±1.9
-0.7 ±2.7
D: diet, DW: diet and walking, DE: diet and exercise, C: control, ANOVA: analysis of variance,
FM: fat mass, LM: lean mass, TB: total body, BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content,
BA: bone area, R: radius, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).

51

第５章

減量に伴う骨量変化

６．まとめ
第 2 期の教室では，D 群，DW 群，DE 群，C 群と 4 つの群を設定す
ることで，第 1 期における D 群および DE 群の結果の再現性を検討する
とともに，有酸素性運動の代表種目として広く普及しているウォーキン
グと複合運動の効果を比較した。
第 2 期では，第 1 期でみとめられたような運動併用による減量幅の増
大がみとめられず，D 群，DW 群，DE 群でほぼ同量の体重が減少した。
FM や LM の変化をみても運動効果はなく，むしろ，運動を併用してい
ない D 群において LM が維持され，FM の減少率も最も高かった。この
ような結果が得られた原因として，第 2 期では各群で閉経前の対象者が
含まれる割合に差が生じ，このことが結果に影響を与えた可能性が考え
られる。すなわち，閉経前の対象者が D 群に多く，DW 群および DE 群
で閉経期および閉経後の対象者が多かった。閉経前の肥満女性の FM が
減りやすく，閉経後女性の LM が減りやすいとすれば，本研究の結果は
減量方法の違いというよりも閉経の前後によってもたらされたと解釈す
ることができる。いずれにしても，閉経前の対象者が含まれる割合に各
群間で差が生じたことは，第 2 期の結果を一般化することを困難にして
いる。
骨量の変化については，DE 群においてのみ TB-BMD が有意に減少し
た。しかしながら，この変化は TB-BMC の 0.2%の増加に対して，TB-BA
が 0.8%増加した結果であり，本質的な骨量減少が生じたとは考えにくい。
したがって，第 2 期では減量幅が第 1 期とほぼ同等であったにもかかわ
らず，TB-BMC および TB-BMD はほとんど変化しなかったといえる。
このことは，減量に伴う骨量の減少を否定する結果であり，体重，FM，
LM のいずれの減少とも骨量は同期しないことが示唆された。
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第 1 期においてみとめられた減量に伴う骨量減少が，第 2 期において
みとめられなかったことについては，減量プログラムや減量期間が第 1
期，第 2 期ともに共通しており，減量幅も同等であったことから，対象
者の身体的特徴の差が影響している と推察される。特に，第 1 期では
BMI 24 以上とした対象者の選定条件を，第 2 期では BMI 26 以上と引
き上げたことが減量に伴う骨量変化に何らかの影響を及ぼした可能性が
ある。しかしながら，BMI が減量に伴う骨量変化に影響を及ぼすことは，
これまでに報告されていない。また，前述した閉経の前後による影響も
考慮する必要があるため，対象者の閉経の前後を統一し，BMI を整理し
た上で，再検討する必要があろう。
また，第 1 期では検討しなかった橈骨骨量の変化については，二元配
置の分散分析による時間の主効果が R-BMC および R-BA で有意であり，
減量に伴い変化することが示唆されたが，各群における変化は統計学的
有意水準に達しておらず，減量方法による差もみられなかった。第 2 期
の結果だけで，減量に伴い橈骨骨量が減少するという結論を導くことは
早計であるが，全身だけでなく身体各部の骨量を検討することの重要性
が示唆された。
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減量教室第 3 期（2001 年 5 月〜8 月）

１．対象者
26 歳から 58 歳までの女性 45 名が参加した。選定条件は BMI 22 以上
であり，原則として閉経前女性としたが，閉経期女性が 4 名，閉経後女
性が 1 名含まれた。減量教室への参加をとりやめた 1 名と測定方法が不
適切であった 2 名を除いた 42 名分のデータが有効であったが，本節で
は，閉経期女性および閉経後女性を除いた 37 名の閉経前女性の結果に
ついて述べる。減量プログラムの違いにより，DW 群 18 名と DR 群 19
名に分けられた。対象者の身体的特徴は表 5-5 に示した。両群の身体的
特徴に群間差はなかった。

表 5-5. 対象者の身体的特徴 （第 3 期）
DW
(n = 18)

DR
(n = 19)

Difference between
groups

Age
(yr)
41.4 ±7.5
41.3 ±7.9
ns
Height (cm)
157.2 ±5.4 159.7 ±6.2
ns
Weight (kg)
61.8 ±3.1
63.4 ±5.4
ns
2
24.8 ±1.1
ns
BMI
(kg/m ) 25.0 ±1.4
DW: diet and walking, DR: diet and resistance training,
BMI: body mass index, ns: not significant.

２．測定項目
測定項目は，身長，体重，BMI および DEXA の全身骨測定から得ら
れる%fat，FM，LM，BMD，BMC，BA であった。また，腰椎測定か
ら L-BMD，L-BMC，L-BA を，前腕骨測定から R-BMD，R-BMC，R-BA
を得た。踵骨については，超音波法により SOS，TI，OSI を求めた。測
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定方法および測定原理については，第 4 章に詳述した。

３．減量プログラム
DW 群，DR 群ともに共通した食事プログラムを提供した。また，DW
群に対しては週 1 回のウォーキングプログラムを，DR 群に対しては週
3 回のレジスタンス運動プログラムを提供した。介入期間は 13 週間であ
り，DW 群への介入回数は 13 回，DR 群への介入回数は 39 回であった。
減量プログラムの内容については，第 4 章に詳述した。

４．統計解析
各項目の測定結果は平均値±標準偏差で表した。ベースライン時の各
測定項目の平均値を比較するためには対応のない t 検定を用いた。各群
における減量に伴う測定項目の変化の有意性は対応のある t 検定によっ
て検討し，各減量方法の効果を比較するために二元配置の分散分析を施
した。すべての統計解析には SPSS 11.0J を用い，統計学的有意水準を
5%に設定した。

５．結果
各群の減量に伴う身体組成および全身骨量の変化を表 5-6 に示した。
体重，%fat，FM は DW 群，DR 群とも有意に減少した。LM は DW 群
で は 変 化 し な か っ た が ，DR 群 で は 有 意 に 増 加 し た 。TB-BMC および
TB-BA は両群で有意に減少したが， TB-BMD は変化しなかった。二元
配置の分散分析の結果，体重，%fat，FM，TB-BMC，TB-BA は時間の
主効果が有意であり，減量による影響を受けることが示された。また，
LM については時間×減量方法の交互作用がみとめられ，レジスタンス
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運動にはウォーキングよりも LM を維持，増加させる効果のあることが
示唆された。
身体各部の骨量の変化については表 5-7 に示した。腰椎については，
L-BMD，L-BMC，L-BA のいずれも変化しなかった。橈骨については，
R-BMC が DR 群において有意に減少し，R-BA は両群で有意に減少した。
踵骨については，SOS が両群で有意に増加し，OSI が DW 群で有意に増
加した。二元配置の分散分析の結果，R-BMC，R-BA，SOS，OSI は時
間の主効果が有意であったが，いずれの項目についても交互作用はみと
められなかった。
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表 5-6. 減量に伴う身体組成および全身骨量の変化 （第 3 期）

Weight (kg)
Pre
Post
%change
%fat (%)
Pre
Post
%change
FM (kg)
Pre
Post
%change
LM (kg)
Pre
Post
%change

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

DW
(n = 18)

DR
(n = 19)

61.8 ±3.1
54.2 ±4.0*
-12.3 ±4.8

63.4 ±5.4
55.1 ±3.9*
-13.0 ±3.0

P < 0.05

ns

32.2 ± 4.0
23.4 ±4.9*
-27.1 ±13.4

33.5 ±3.7
22.2 ±5.5*
-34.4 ±12.5

P < 0.05

ns

19.5 ± 2.8
12.5 ± 3.0*

20.8 ± 2.5
12.0 ± 2.9*

P < 0.05

ns

-35.4 ±14.8

-42.6 ±12.0

38.5 ± 2.9
38.3 ± 3.1

38.9 ± 4.2
39.7 ± 4.1*

ns

P < 0.05

-0.6 ±3.4

2.1 ±3.3

1.22 ± 0.08
1.22 ±0.08
-0.2 ±0.8

1.20 ±0.07
1.20 ±0.07
-0.2 ±0.8

ns

ns

2.53 ± 0.29
2.49 ± 0.29*

2.54 ± 0.27
2.50 ± 0.25*

P < 0.05

ns

-1.9 ±1.9

-1.8 ±1.9

2

BMD (g/cm )
Pre
Post
%change
BMC (kg)
Pre
Post
%change

BA (cm2×102)
Pre
20.7 ±1.5
21.1 ±1.6
Post
20.4 ±1.7*
20.8 ±1.6*
P < 0.05
ns
%change
-1.7 ±2.1
-1.5 ±2.3
DW: diet and walking, DR: diet and resistance training,
ANOVA: analysis of variance, FM: fat mass, LM: lean mass,
BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content,
BA: bone area, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).

57

第５章

減量に伴う骨量変化

表 5-7. 減量に伴う身体各部の骨量の変化 （第 3 期）
DW
(n = 18)

DR
(n = 19)

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

L-BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
L-BMC (g)
Pre
Post
%change

1.28 ±0.14
1.28 ±0.16
-0.7 ±3.7

1.26 ±0.15
1.26 ±0.13
-0.4 ±2.5

ns

ns

53.1 ±9.1
52.7 ±9.1
-0.7 ±3.7

53.8 ±8.9
53.4 ±8.1
-0.4 ±3.1

ns

ns

L-BA (cm2)
Pre
Post
%change

41.1 ±3.3
41.1 ±3.1
0.0 ±1.8

42.5 ±4.4
42.5 ±4.2
0.0 ±1.9

ns

ns

0.68 ±0.05
0.68 ±0.05
0.9 ±2.9

0.69 ±0.05
0.69 ±0.05
-0.3 ±2.6

ns

ns

1.65 ±0.18
1.63 ±0.19
-1.1 ±3.7

1.64 ±0.17
1.62 ±0.15*
-1.3 ±2.6

P < 0.05

ns

2.43 ±0.26
2.38 ±0.27*
-2.0 ±2.6

2.37 ±0.17
2.35 ±0.16*
-1.0 ±1.8

P < 0.05

ns

15.7 ±0.3
15.8 ±0.3*
1.0 ±0.7

15.7 ±0.2
15.8 ±0.3*
0.9 ±0.6

P < 0.05

ns

1.07 ±0.09
1.08 ±0.07
0.7 ±4.0

1.07 ±0.09
1.07 ±0.10
-0.8 ±4.9

ns

ns

R-BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
R-BMC (g)
Pre
Post
%change
R-BA (cm2)
Pre
Post
%change
SOS (m/s×102)
Pre
Post
%change
TI (s)
Pre
Post
%change

OSI (m2/s×106)
Pre
2.65 ±0.32
2.63 ±0.25
P < 0.05
ns
Post
2.71 ±0.28* 2.67 ±0.30
%change
2.8 ±4.6
1.0 ±5.2
DW: diet and walking, DR: diet and resistance training,
ANOVA: analysis of variance, BMD: bone mineral density,
BMC: bone mineral content, BA: bone area, L: lumbar,
R: radius, SOS: speed of sound, TI: transmission index,
OSI: osteo sono-assessment index, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).
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６．まとめ
第 3 期の教室では，対象者を閉経前女性に限定することで，閉経に伴
うホルモンバランスの変化が骨量に与える影響を排除した。また，運動
種目としてウォーキングとレジスタンス運動を設定することで，骨にか
かる負荷が大きいと仮定されるレジスタンス運動の効果を検討した。
全身の骨量変化について，第 1 期では BMD，BMC とも減量に伴い有
意に減少したが，第 2 期では変化しなかった。第 3 期では BMC が有意
に減少した。BMD は変化しなかったが，これは BMC の減少とともに
BA も減少したためである。BA の減少が真の変化を反映したものか，ア
ーチファクトなのかは明らかでないが，BMC も BA も変化しなかった第
2 期とは異なる結果が得られたといえる。また，LM については DR 群
において増加し，DW 群でも有意な減少はみとめられなかった。第 1 期
と第 2 期の比較から想定された閉経の前後と BMI の影響を考慮すると，
第 3 期の対象者が閉経前であったことから LM は減少しにくく，BMI
が低かったことから BMC は減少しやすかったと推察される。運動の効
果については，閉経前女性を対象とした場合，ウォーキングでも LM を
維持させることができ，レジスタンス運動によって増加させることも可
能であることが示唆された。横断研究によって示されている LM と BMC
の関連性が縦断的な変化にもあてはまると仮定すれば，減量に伴う LM
と BMC の変化が一致するという仮説が立てられる。しかしながら，DR
群において LM が増加したにもかかわらず BMC が減少したことから，
その仮説は成り立たないことが示唆された。また，BMD，BMC ともに
DW 群と DR 群の群間差がみとめられなかったことから，ウォーキング
とレジスタンス運動という異なる運動種目が減量に伴う骨量変化に影響
を及ぼさないことが示唆された。
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身体各部の骨量については，橈骨の BMC と BA が第 2 期と同様に有
意に減少した。それに対して，腰椎の骨量は変化せず，踵骨の SOS およ
び OSI は増加した。運動によって荷重骨に負荷がかかり，骨に好影響を
与えると仮定すると，荷重骨である腰椎および踵骨に運動の効果がみと
められたと解釈できる。しかしながら，対照群となる食事制限群を設定
していなかったため，荷重骨に対する運動効果が実証されたとはいえな
い。また，減量に伴う骨量の減少が非荷重骨である橈骨で生じたとする
と，そのメカニズムとして減量に伴う荷重負荷の減少は想定されない。
むしろ，全身性の骨代謝変化により，身体各部において骨吸収が亢進し
たと考えられる。この仮説を検証するためには，身体各部の骨量測定と
あわせて，骨代謝を反映する生化学マーカーを検討する必要があろう。
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減量教室第 4 期（2002 年 5 月〜8 月）

１．対象者
24 歳から 52 歳までの女性 63 名が参加した。選定条件は BMI 25 以上
の閉経前女性とした。減量教室への参加をとりやめた 5 名と測定機の故
障によりデータが取れなかった 3 名，教室の途中で参加するプログラム
を変更した 1 名，ホルモン剤とカルシウム剤を処方されていた 1 名の計
10 名を除いた 53 名分のデータが有効であった。減量プログラムの違い
により，D 群 17 名と DW 群 18 名，DR 群 18 名に分けられた。対象者
の身体的特徴は表 5-8 に示した。各群の身体的特徴に差はなかった。

表 5-8. 対象者の身体的特徴 （第 4 期）
D
(n = 17)

DW
(n = 18)

DR
(n = 18)

Difference between
groups

Age
(yr)
40.3 ±6.5
42.3 ± 7.2
42.3 ±7.4
Height (cm)
156.4 ±6.3 158.0 ± 4.6 157.4 ±4.6
Weight (kg)
68.6 ±7.1
69.4 ± 7.6
69.8 ±8.1
2
±2.6
±
BMI
28.1
27.8
2.4
28.1 ±2.6
(kg/m )
D: diet, DW: diet and walking, DR: diet and resistance training,
BMI: body mass index, ns: not significant.

ns
ns
ns
ns

２．測定項目
測定項目は，身長，体重，BMI および DEXA の全身骨測定から得ら
れる%fat，FM，LM，BMD，BMC，BA であった。また，腰椎測定か
ら L-BMD，L-BMC，L-BA を，前腕骨測定から R-BMD，R-BMC，R-BA
を得た。踵骨については，超音波法により SOS，TI，OSI を求めた。上
記の骨量測定と平行して，早朝空腹時の血液と早朝第 2 尿を採取した。
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血液サンプルからは BAP と OC を骨形成マーカーとして分析し，尿サ
ンプルからは DPD と NTX を骨吸収マーカーとして分析した。測定方法
および測定原理については，第 4 章に詳述した。

３．減量プログラム
D 群，DW 群，DR 群ともに共通した食事プログラムを提供した。ま
た，DW 群に対しては週 1 回のウォーキングプログラムを，DR 群に対
しては週 3 回のレジスタンス運動プログラムを提供した。介入期間は 14
週間であり，D 群および DW 群への介入回数は 14 回，DR 群への介入
回数は 40 回であった。減量プログラムの内容については，第 4 章に詳
述した。

４．統計解析
各項目の測定結果は平均値±標準偏差で表した。ベースライン時の各
測定項目の平均値を比較するためには一元配置の分散分析と Scheffe の
多重比較検定を用いた。各群における減量に伴う測定項目の変化の有意
性は対応のある t 検定によって検討し，各減量方法の効果を比較するた
めに二元配置の分散分析を施した。二元配置の分散分析によって有意性
がみとめられた項目については Bonferonni の事後検定を適用した。す
べての統計解析には SPSS 11.0J を用い，統計学的有意水準を 5%に設定
した。

５．結果
各群の減量に伴う身体組成および全身骨量の変化を表 5-9 に示した。
体重，%fat，FM，LM は D 群，DW 群，DR 群のすべての群で有意に減
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少した。全身骨量については，DW 群においてのみ，BMC と BA が有意
に減少した。二元配置の分散分析の結果，体重，%fat，FM，LM，TB-BMD
は時間の主効果が有意であり，減量による影響を受けることが示された。
また，事後検定による有意性はみとめられなかったものの，%fat，FM，
BMC については時間×減量方法の交互作用がみとめられた。
身体各部の骨量の変化については表 5-10 に示した。各群においてみと
められた有意な変化は，D 群における SOS の減少と，DW 群における
R-BMD と R-BMC の減少だけであった。二元配置の分散分析の結果，
R-BMC と TI，OSI は時間の主効果が有意であったが，いずれの項目に
ついても交互作用はみとめられなかった。また，SOS については交互作
用が有意であったが，事後検定による群間差はみとめられなかった。
骨代謝マーカーの変化については表 5-11 に示した。骨形成マーカーで
ある BAP は D 群と DR 群で有意に減少したが，OC はすべての群で有意
に増加した。骨吸収マーカーである DPD は DW 群と DR 群で有意に増
加したが，NTX はいずれの群でも有意な変化を示さなかった。二元配置
の分散分析の結果，BAP，OC，DPD について時間の主効果が有意であ
ったが，いずれの項目についても交互作用はみとめられなかった。
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表 5-9. 減量に伴う測定項目の変化 （第 4 期）

Weight (kg)
Pre
Post
%change
%fat (%)
Pre
Post
%change
FM (kg)
Pre
Post
%change
LM (kg)
Pre
Post
%change
BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
BMC (kg)
Pre
Post
%change

Two-way ANOVA

Post hoc

Time effect Interaction

test

D
(n = 17)

DW
(n = 18)

DR
(n = 18)

68.6 ±7.1
61.9 ±5.3*
-9.5 ±4.3

69.4 ±7.6
60.7 ±7.8*
-12.6 ±4.7

69.8 ±8.1
60.8 ±6.7*
-12.8 ±4.4

P < 0.05

ns

-

32.9 ± 6.2
28.9 ±5.8*
-12.0 ±6.4

35.0 ±4.5
27.9 ±7.0*
-21.1 ±12.8

35.2 ±4.9
28.8 ±6.0*
-18.7 ±8.9

P < 0.05

P < 0.05

ns

22.3 ± 5.6
17.7 ± 4.2*

24.1 ± 5.4
17.0 ± 6.3*

24.3 ± 5.3
17.4 ± 4.9*

P < 0.05

P < 0.05

ns

-30.5 ±14.3

-28.5 ±10.6

42.5 ± 4.5
40.7 ± 4.1*

41.6 ± 3.6
40.1 ± 3.2*

P < 0.05

ns

-

-3.9 ±3.3

-3.5 ±2.3

41.7 ± 4.4
39.9 ± 4.1*
-4.2 ±2.8

1.20 ±0.06
1.19 ±0.06*
-0.5 ± 0.7

1.21 ±0.06
1.21 ±0.06
-0.1 ±0.8

1.20 ±0.08
1.20 ±0.07
-0.2 ±1.0

P < 0.05

ns

-

2.46 ± 0.29
2.46 ± 0.28

2.50 ± 0.26
2.46 ± 0.25*
-1.6 ±1.2

2.47 ± 0.26
2.49 ± 0.28

ns

P < 0.05

ns

-19.9 ±8.5

0.1 ±2.3

0.9 ±3.0

BA (cm2×102)
Pre
20.5 ±1.8
20.6 ±1.5
20.5 ±1.5
Post
20.6 ±1.7
20.3 ±1.5*
20.7 ±1.6
ns
ns
%change
0.6 ±2.5
-1.5 ±1.3
1.1 ±3.3
D: diet, DW: diet and walking, DR: diet and resistance training, ANOVA: analysis of variance,
FM: fat mass, LM: lean mass, BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content,
BA: bone area, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).
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表 5-10. 減量に伴う身体各部の骨量の変化 （第 4 期）
D
(n = 17)

DW
(n = 18)

DR
(n = 18)

Two-way ANOVA

Post hoc

Time effect Interaction

test

2

L-BMD (g/cm )
Pre
1.26 ±0.11
Post
1.25 ±0.11
%change
-0.3 ±1.9
L-BMC (g)
Pre
53.2 ± 8.8
Post
53.1 ±7.7
%change
0.1 ±3.9

1.25 ±0.12
1.26 ±0.13
0.3 ±2.1

1.25 ±0.10
1.25 ±0.12
-0.2 ±2.7

ns

ns

-

52.0 ±8.7
52.0 ±9.3
-0.2 ±2.6

53.0 ±8.2
52.5 ±8.7
-0.9 ±2.8

ns

ns

-

L-BA (cm2)
Pre
Post
%change

41.3 ±4.2
41.1 ±4.2
-0.5 ±1.4

42.4 ±4.5
42.0 ±4.6
-0.7 ±1.7

ns

ns

-

0.70 ±0.05
0.69 ±0.05*
-1.2 ±1.8

0.68 ±0.06
0.68 ±0.07
-0.4 ±3.1

ns

ns

-

1.61 ±0.17
1.59 ±0.18
-1.0 ±3.3

P < 0.05

ns

-

42.2 ± 4.3
42.3 ±3.6
0.4 ±2.6

R-BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
R-BMC (g)
Pre
Post
%change

1.69 ±0.19
-0.2 ±2.0

1.63 ±0.19
1.60 ±0.18*
-1.8 ±2.1

R-BA (cm2)
Pre
Post
%change

2.46 ±0.24
2.46 ±0.24
-0.2 ±2.6

2.33 ±0.19
2.31 ±0.19
-0.6 ±1.7

2.36 ±0.19
2.35 ±0.20
-0.6 ±2.4

ns

ns

-

15.8 ±0.3
15.8 ±0.2*
-0.4 ±0.7

15.8 ±0.3
15.8 ±0.3
0.1 ±0.7

15.8 ±0.2
15.8 ±0.2
0.1 ±0.5

ns

P < 0.05

ns

1.09 ±0.07
1.09 ±0.06
-0.1 ±3.5

1.11 ±0.08
1.10 ±0.07
-1.1 ±3.6

1.10 ±0.10
1.08 ±0.08
-1.7 ±4.2

P < 0.05

ns

-

SOS (m/s×102)
Pre
Post
%change
TI (s)
Pre
Post
%change

0.69 ± 0.06
0.69 ±0.07
0.0 ±1.8
1.69 ±0.23

OSI (m2/s×106)
Pre
2.74 ±0.26
2.77 ±0.28
2.74 ±0.29
P < 0.05
ns
Post
2.71 ±0.23
2.74 ±0.26
2.70 ±0.26
%change
-0.8 ±3.6
-0.9 ±3.9
-1.5 ±4.3
D: diet, DW: diet and walking, DR: diet and resistance training, ANOVA: analysis of variance,
BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content, BA: bone area, L: lumbar, R: radius,
SOS: speed of sound, TI: transmission index, OSI: osteo sono-assessment index,
ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).
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表 5-11. 減量に伴う骨代謝マーカーの変化 （第 4 期）
D
(n = 17)
BAP (U/l)
Pre
23.9 ± 8.3
Post
20.7 ±5.3*
%change -11.3 ±10.9
OC (ng/ml)
1.85 ± 0.85
Pre
Post
2.74 ±1.34*
%change 78.8 ±127.0
DPD (nmol/mmol・CRE)
7.35 ± 2.37
Pre
Post
7.97 ±1.50
%change 19.2 ±44.8
NTX (nmolBCE/mmol・CRE)
35.2 ± 13.7
Pre

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

DW
(n = 18)

DR
(n = 18)

17.7 ±5.1
16.9 ±3.6
-0.9 ±21.0

20.3 ±5.0
18.6 ±3.8*
-6.5 ±14.1

P < 0.05

ns

1.58 ±0.63
2.38 ±1.18*
59.1 ±73.3

1.76 ±0.66
2.86 ±1.33*
70.6 ±85.9

P < 0.05

ns

6.18 ±1.88
7.90 ±1.95*
42.5 ±64.8

6.15 ±1.80
7.83 ±1.71*
47.2 ±90.8

P < 0.05

ns

27.8 ±8.2
31.1 ±12.4
Post
39.4 ±17.4
32.4 ±10.7
30.6 ±8.9
ns
%change 13.9 ±32.2
20.1 ±39.1
4.7 ±28.7
D: diet, DW: diet and walking, DR: diet and resistance training,
ANOVA: analysis of variance, BAP: bone specific alkaline phosphatase,
OC: osteocalcin, DPD: deoxypyridinoline cross-links,
NTx: type I collagen cross-linked N-telopeptides, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).

ns

６．まとめ
第 4 期の教室では，第 3 期に引き続き，対象者を閉経前女性に限定す
ることで，閉経に伴うホルモンバランスの変化が骨量に与える影響を排
除した。また，運動種目としてウォーキングとレジスタンス運動を設定
することで，骨にかかる負荷が大きいと仮定されるレジスタンス運動の
効果を検討した。第 3 期の結果では，非荷重骨である R-BMC が有意に
減少したのに対し，荷重骨である腰椎骨量が変化せず，踵骨の SOS およ
び OSI が増加したことから，荷重骨である腰椎および踵骨に運動の効果
がみとめられたと解釈した。しかしながら，対照群となる D 群を設定し
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ていなかったため，第 4 期では D 群についても検討した。また，全身性
の骨代謝変化が非荷重骨である橈骨骨量の減少を引き起こしているとい
う実験仮説を検証するために，骨代謝マーカーを検討した。
減量効果について，事後検定による群間差はみとめられなかったもの
の，D 群よりも DW 群と DR 群で体重，%fat，FM が減少する傾向にあ
った。しかしながら，LM については 3 群とも同様に減少しており，第
2 期および第 3 期の結果から想定された「閉経前女性において減量に伴
う LM の減少は起こりにくい」という実験仮説とは異なる結果が得られ
た。また，3 群すべてで共通した体重，FM，LM の有意な減少に対し，
全身骨量の変化は各群によって異なったことから，体重および身体組成
と全身骨量の変化は同期しないことが示唆された。
D 群においてみとめられた TB-BMD の減少は，TB-BMC の 0.1%の増
加に対して TB-BA が 0.6%増加した結果であり，BMC の変化を伴わな
いみかけ上の BMD の減少と解釈できる。それに対して，DW 群におけ
る TB-BMD の維持は，TB-BMC の 1.6%の減少に対して TB-BA が 1.5%
減少した結果であり，実際には全身骨量が減少したものと推察される。
DR 群では有意な変化がみとめられなかったことから，食事制限に加え
てウォーキングを実践することによって骨量は減少しやすくなるが，レ
ジスタンス運動を実践すれば，骨量の減少を抑制できることが示唆され
た。しかしながら，第 3 期の DR 群は DW 群とともに TB-BMC を有意
に減少させていることから，レジスタンス運動を実践することによる効
果が得られるかどうかは，他の因子の影響を受けると推察された。
身体各部の骨量変化をみると，DW 群において橈骨骨量が減少してい
た。他の群との交互作用は有意でなかったことから，明確な結論は得ら
れないが，ウォーキングを併用することによって全身性の骨代謝が亢進
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し，非荷重骨の骨量が減少することが示唆された。このことは，骨形成，
骨吸収ともに亢進した骨形成マーカーの結果からも支持される。しかし
ながら，D 群と DR 群の骨代謝マーカーも同様の変化を示しているにも
かかわらず，有意な橈骨骨量の変化を示していないことから，さらなる
検討を加える必要がある。また，第 3 期において示唆された腰椎および
踵骨における運動の効果についても，明確な結論は得られなかった。腰
椎については，各群ともに有意な変化を示さず，第 3 期において有意な
増加がみとめられた踵骨についても，第 4 期では減少する傾向にあり，
運動を実践することによる効果はみとめられなかった。
以上の結果から，減量に伴う全身および身体各部の骨量変化の再現性
は低く，対象者の身体的特徴など，他の因子の関与が示唆された。また，
減量プログラムによる顕著な差はみとめられず，食事制限に加えて運動
を実践させることによる効果は大きくないことが示唆された。
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考察

第 2 章で詳述したように，減量に伴う骨量変化を検討した先行研究は
多いが，その結果は一致していない。これは，体重と骨量の変化が必ず
しも同期せず，体重以外に影響を与える因子が存在することを示してい
る。本研究の目的は，その因子と貢献度を整理し，複数の減量プログラ
ムに対する骨量変化を説明することである。
減量に伴う骨量変化に影響を与える因子として，先行研究では主に減
量プログラムの内容，すなわち，食事制限のみか運動を併用させている
か，食事制限の程度，併用させる運動種目の違い，などを想定している。
では，これらの因子をそろえた場合，得られる結果は同一となるであろ
うか？この問いに答えるべく，本研究で遂行した 4 期にわたる減量教室
では，食事制限の程度（1000〜1200 kcal を目標）と介入期間（約 3 ヵ
月間）を同一にし，減量に伴う骨量変化の再現性を検討した。
食事制限のみの D 群は第 1，2，4 期に設定されたが，体重減少率はそ
れぞれ 9.9%，12.4%，9.5%であった。このような減量に伴い有意に変化
した骨評価指標は，第 1 期における TB-BMC（-1.0%），第 4 期における
TB-BMD（-0.5%）と SOS（-0.4%）であった。このうち，D 群の SOS
は第 4 期でしか検討していないため，その変化の再現性を検討すること
はできない。また，本研究において，BMD だけでなく BMC や BA の結
果もあわせて検討した理由は，Van Loan et al.（1998）が指摘している
ように，BMC と BA が有意でなくても互いに異なる方向に変化すること
によって，BMD が有意な変化を示すことがあるからである。第 4 期に
おける TB-BMD の変化がそれに該当し，TB-BMC がほとんど変化しな
かったにもかかわらず，TB-BA が増加したために TB-BMD が減少した。
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このような変化が真の変化をどれだけ反映しているかは明らかでないが，
TB-BA が 3 ヵ月間という短期間で変化するとは考えにくいことから，本
研究では，BMD と BMC の両方または BMC が有意に変化した場合に，
骨量の変化が生じたと考えることとした。したがって，D 群の骨量が減
少したのは第 1 期のみと考えられ，食事制限による減量が骨量を減少さ
せるとはいえず，対象者の身体的特徴など，その他の因子が減量に伴う
骨量変化に影響を与えていることが示唆された。
食事制限に加えて複合運動を実践した DE 群は第 1 期と第 2 期に設定
された。第 1 期では，体重減少率 14.2%に対して，TB-BMD が 0.8%，
TB-BMC が 1.5%有意に減少した。一方，第 2 期では，体重減少率 11.7%
に対して TB-BMD が有意ではあるがわずかに 0.5%減少したに過ぎず，
TB-BMC の変化は有意でなかった（+0.2%）。第 2 期の BMD の減少は
BMC の減少を伴っていないことから，DE 群の骨量変化は第 1 期におい
てのみ生じたと考えられる。両群とも提供した減量プログラムは同一で
あることから，体重減少率の違いや対象者の身体的特徴によって結果の
異なることが示唆された。
食事制限に加えてウォーキングを実践した DW 群は第 2〜4 期に設定
された。体重減少率はそれぞれ 11.4%，12.3%，12.6%とほぼ同量であっ
た。このような減量に伴い有意な骨量変化を示したのは，第 3 期におけ
る TB-BMC（-1.9%）と TB-BA（-1.7%），R-BA（-2.0%），SOS（+1.0%），
OSI（+2.8%），第 4 期における TB-BMC（-1.6%）と TB-BA（-1.5%），
R-BMD（-1.2%），R-BMC（-1.8%）であった。全身骨量については，第
3 期と第 4 期で共通した変化を示していることから，食事制限に加えて
ウォーキングを実践することによって全身骨量が減少することが示唆さ
れた。また，身体各部の骨量については橈骨で減少し，踵骨で増加する
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という結果が示された。全身骨量，身体各部の骨量ともに，すべての期
で共通した結果は得られていないことから，他の因子を整理して再検討
する必要がある。しかしながら，食事制限のみの D 群の結果と対照的に，
骨量の減少する例が多くみとめられる。今後，ウォーキングによって全
身性の骨吸収が進むという実験仮説を検証する必要があろう。
食事制限に加えてレジスタンス運動を実践した DR 群は第 3 期と第 4
期に設定された。第 3 期の体重減少率は 13.0%であり，TB-BMC
（-1.8%），
TB-BA（-1.5%），R-BMC（-1.3%），R-BA（-1.0%），SOS（+0.9%）が
有意に変化した。一方，第 4 期の体重減少率は 12.8%であり，それに伴
う有意な骨量変化は生じなかった。DR 群についても，第 3 期と第 4 期
で減量プログラムは同一であることから，減量に伴い生じた骨量の変化
には減量プログラム以外の因子が影響を与えていることが示唆された。
以上のように，同一の減量プログラムを異なる集団に対して提供した
場合，集団によって減量に伴う骨量変化は異なっていた。言い換えれば，
集団特性を統一することによって初めて，減量プログラムの違いが減量
に伴う骨量変化に及ぼす影響を明らにすることができる。そこで，次章
以降では，集団特性が減量に伴う骨量変化に与える影響を整理した上で，
減量プログラムの効果を検討することとした。
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身体的特徴と骨量

身体的特徴が骨量に及ぼす影響
研究の背景と目的

第 2 章の文献研究で骨量に影響を与える因子を整理した。すなわち，
加齢，性差，閉経，遺伝，ホルモン，栄養，運動，体重および身体組成
である。このうち，本研究では対象者を女性に限定していることから，
性差の影響を除外することができる。遺伝，ホルモン，栄養，運動の状
況については，対象者を決定する段階で統一することは困難であるため，
検討していない。残りの加齢，閉経，体重および身体組成については，
対象者の身体的特徴としてまとめられるが，本研究で扱う肥満女性の骨
量に対してどの程度の影響を及ぼしているかは明らかでない。そこで本
章では，減量する前の測定値から，年齢および閉経の前後，体重，身体
組成と骨量との関連性を横断的に検討することを目的とした。

第２節

方法

１．対象者
本節の対象者は，第 3 章第 1 節で示したフローチャートに基づきデー
タベース化された 24 歳〜66 歳の肥満および肥満傾向女性 201 名である。
対象者の身体的特徴は表 6-1 に示した。
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表 6-1. 対象者の身体的特徴
Total
(n = 201)

Pre-M
(n = 130)

Peri-M
(n = 25)

Post-M
(n = 46)

Difference between
groups

Age
(yr)
46.1 ±8.3
42.0 ±6.7
49.8 ±3.2
55.8 ±4.4 Pre-M < Peri-M < Post-M
Height (cm)
156.6 ±5.3 157.5 ±5.5 156.1 ±4.6 154.2 ±4.7
Post-M < Pre-M
Weight (kg)
68.1 ±7.5
68.2 ±8.0
68.7 ±6.5
67.5 ±6.4
ns
2
27.5 ±2.9
28.2 ±2.6
28.4 ±2.2
ns
BMI
(kg/m ) 27.8 ±2.8
M: menopause, BMI: body mass index, ns: not significant.

２．検討項目
検討項目は，身長，体重，BMI および DEXA によって測定された%fat，
FM，LM，TB-BMD，TB-BMC，L-BMD，L-BMC，R-BMD，R-BMC，
超音波法によって測定された SOS，TI，OSI である。また，DEXA の全
身骨測定の結果から解析された頭（head），腕（arms），脚（legs），体
幹（trunk）の部位ごとの%fat，FM，LM，BMC についても検討した。
測定方法および測定原理については，第 4 章に詳述した。

３．統計解析
全身，腰椎，橈骨の BMD および BMC については，年齢との相関関
係および閉経の前後による平均値の差を検定した。また，身長，体重お
よび身体組成との相関関係を検討した上で，BMD および BMC に対する
各項目の貢献度を重回帰分析によって数値化した。さらに，身体組成と
骨量との関係を部位ごとに検討するために，DEXA の全身骨測定の結果
から得られた頭，腕，脚，体幹の各部位における相関係数を算出した。
相関関係の検討には Pearson の積率相関係数（r）を用い，閉経の前
後による平均値の差の検定には一元配置の分散分析と Scheffe の多重比
較検定を適用した。重回帰分析は stepwise 法により，標準偏回帰係数
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（β）と重相関係数（R）を検討した。すべての統計解析には SPSS 11.0J
を用い，統計学的有意水準を 5%に設定した。

第３節

結果

１．年齢と骨量の相関関係および閉経の前後による差
図 6-1 に年齢と TB-BMD との相関関係を図示した。図から明らかな
ように，閉経前女性における骨密度の加齢変化はほとんどみとめられず
（r = -0.15, n = 130, P > 0.05），閉経期から閉経後にかけて加齢ととも
に減少することが示された。閉経の前後による平均値を比較すると，閉
経前女性の TB-BMD は 1.20 ± 0.07 g/cm 2 ，閉経期女性は 1.18 ± 0.07
g/cm 2 ，閉経後女性は 1.07 ± 0.07 g/cm 2 であり，閉経後女性の平均値が
他の 2 群と比べて有意に低いことが示された。また，年齢と TB-BMD
の 間 に は r = -0.52（ n = 201） と 有 意 な 相 関 関 係 が み と め ら れ た 。
TB-BMC についても同様であり，年齢と TB-BMC の間には対象者全体
において r = -0.51（n = 201）の有意な相関関係がみとめられ，閉経後
女性の TB-BMC（2.09 ± 0.28 kg）が閉経前女性（2.52 ± 0.27 kg）およ
び閉経期女性（2.44 ± 0.26 kg）と比べて有意に低い値を示した。閉経前
女性における年齢と TB-BMC の相関関係については，r = -0.23（n =
130）と弱いながらも有意な相関関係がみとめられた。
橈骨の測定を受けた閉経前 107 名，閉経期 17 名，閉経後 21 名の計
145 名について，年齢と橈骨骨量の相関係数を算出すると，R-BMD に
ついては r = -0.47，R-BMC については r = -0.39 と有意な相関関係がみ
とめられた。また，閉経前女性だけで検討しても，R-BMD については r
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= -0.22，R-BMC については r = -0.23 と有意な相関関係がみとめられた。
一方，腰椎および踵骨の測定を受けたのは閉経前 90 名，閉経期 4 名，
閉経後 1 名と限られた集団であったことから，閉経の前後が骨量に及ぼ
す影響を検討するには不十分であった。この 95 名について相関係数を
算出したところ，L-BMD については r = -0.21，L-BMC については r =
-0.22 といずれも有意ではあるが弱い相関関係が得られた。また，踵骨
については SOS（r = -0.13），TI（r = -0.10），OSI（r = -0.11）のいず
れも年齢と有意な相関関係は得られなかった（表 6-2）。

TB-BMD (g/cm2)
1.6

Pre-M (n = 130)
Peri-M (n = 25)
Post-M (n = 46)

1.4

1.2

1.0

0.8

r = -0.52 (n = 201, P < 0.05)

0.6
20

30

40

50

60

70

Age (yr)
図 6-1. 年齢と全身骨密度の相関関係
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２．身長，体重，身体組成と骨量の相関関係
表 6-2 に身体的特徴と骨量の相関関係をまとめた。身長は TB-BMD ，

TB-BMC ， L-BMC ， R-BMD ， R-BMC の 5 項目と，体重は TB-BMC ，
L-BMC ， R-BMD ， R-BMC の 4 項目と有意な正の相関関係にあったが，
BMI はいずれの骨量とも有意な相関関係になかった。%fat は TB-BMD ，
TB-BMC ， R-BMC の 3 項目と有意な負の相関関係にあったが， FM は
いずれの骨量とも有意な相関関係がなかった。LM は TB-BMD ，TB-BMC ，

L-BMC ， R-BMD ， R-BMC の 5 項目と有意な正の相関関係にあった。
前述した年齢と骨量の相関関係を考慮すると，身長，体重および身体
組成との間に年齢との相関関係があった場合，年齢の影響を補正する必
要がある。そこで，身長，体重および身体組成と年齢との相関関係を検
討すると，身長とは r = -0.32 ，体重とは r = -0.16 ，%fat とは r = 0.21 ，

LM とは r = -0.29 の有意な相関関係がみとめられたことから，年齢の影
響を補正した偏相関係数を算出した（表 6-3 ）。その結果，身長， %fat ，

LM と TB-BMD との間にあった相関関係の有意性は，年齢で補正するこ
とによってすべて消失した。また，身長と R-BMD の相関関係も有意で
はなくなった。
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表 6-2. 身体的特徴と骨量の相関関係
Age
Height Weight BMI
%fat
FM
LM
TB-BMD (n = 201) -0.52*
0.29*
0.11
-0.08
-0.28*
-0.12
0.27*
TB-BMC (n = 201) -0.51*
0.65*
0.42*
0.02
-0.22*
0.09
0.57*
L-BMD (n = 95)
-0.21*
0.19
0.11
-0.01
-0.16
-0.04
0.20
L-BMC (n = 95)
-0.22*
0.49*
0.30*
-0.02
-0.15
0.07
0.40*
R-BMD (n = 145) -0.47*
0.25*
0.22*
0.05
-0.11
0.04
0.28*
R-BMC (n = 145) -0.39*
0.40*
0.29*
0.04
-0.19*
0.03
0.42*
SOS
(n = 95)
-0.13
-0.17
-0.02
0.09
-0.11
-0.08
0.05
TI
(n = 95)
-0.10
0.06
0.10
0.07
-0.02
0.03
0.12
OSI
(n = 95)
-0.11
-0.01
0.07
0.08
-0.05
0.00
0.11
BMI: body mass index, FM: fat mass, LM: lean mass, TB: total body, L: lumbar,
R: radius, BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content,
SOS: speed of sound, TI: transmission index, OSI: osteo sono-assessment index.
* P < 0.05

表 6-3. 年齢補正した身体的特徴と骨量の相関関係
Height Weight BMI
%fat
FM
LM
TB-BMD (n = 201)
0.09
0.06
0.00
-0.14
-0.06
0.13
TB-BMC (n = 201)
0.62*
0.36*
-0.05
-0.22*
0.04
0.50*
L-BMD (n = 95)
0.15
0.07
-0.03
-0.17
-0.08
0.17
L-BMC (n = 95)
0.47*
0.26*
-0.04
-0.16
0.03
0.38*
R-BMD (n = 145)
0.17
0.30*
0.20
0.06
0.20
0.25*
R-BMC (n = 145)
0.34*
0.30*
0.08
-0.22*
0.02
0.44*
SOS
(n = 95)
-0.20
-0.05
0.08
-0.12
-0.11
0.03
TI
(n = 95)
0.04
0.08
0.05
-0.03
0.02
0.11
OSI
(n = 95)
-0.03
0.05
0..07
-0.06
-0.02
0.09
BMI: body mass index, FM: fat mass, LM: lean mass, TB: total body,
L: lumbar, R: radius, BMD: bone mineral density,
BMC: bone mineral content, SOS: speed of sound, TI: transmission index,
OSI: osteo sono-assessment index.
* P < 0.05

３．骨量に対する各項目の貢献度
骨量に対する各項目の貢献度を検討するために，年齢，身長，体重，

BMI ，%fat ，FM ，LM の 7 項目を説明変数とした重回帰分析を施した。
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TB-BMD については，年齢， %fat ，体重， LM ， FM を説明変数とした
5 つのモデルが作成された。変数を増やすほど R は高い値を示したが，
LM を含めた 4 番目のモデル， LM と FM を含めた 5 番目のモデルでは
多重共線性が高く，許容度が 0.1 を下回る変数が複数存在したため， 3
番目のモデルが最適と判断した。表 6-3 に示したように，TB-BMD は年
齢，%fat ，体重によって R = 0.56 ，すなわち 32% が説明された。同様の
手続きによって， TB-BMC については身長，年齢， LM を説明変数とし
た 3 つのモデルが作成され，最適な 3 番目のモデルによって TB-BMC
の 55% が説明された。腰椎については，L-BMD ，L-BMC ともに 1 つの
説明変数のみが採択され，それぞれ年齢によって 4% ，身長によって 24%
が説明された。また， R-BMD は年齢と体重によって 26% ， R-BMC は

LM と年齢によって 28% が説明された。踵骨の SOS ，TI ，OSI について
は，いずれの変数も有意な相関関係をもたなかったことから，重回帰モ
デルを作成できなかった。

表 6-4. 骨量に対する各項目の貢献度
Dependent variable

Independent variable
Age
%fat
Weight

β
-0.44
-0.25
0.15

Total-body BMC

Height
Age
Lean mass

0.41
-0.32
0.21

0.74

Lumbar-spine BMD

Age

-0.21

0.21

Lumbar-spine BMC

Height

0.49

0.49

Radius BMD

Age
Weight

-0.46
0.20

0.51

Radius BMC

Lean mass
Age

0.36
-0.32

0.53

Total-body BMD

BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content.
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４．部位ごとにみた身体組成と骨量の相関関係

DEXA の全身骨測定の結果から解析された頭，腕，脚，体幹の各部位
における BMC と各部 FM ，各部 LM ，各部軟部組織量（ FM+LM ），各
部総重量（ FM+LM+BMC ），各部 %fat の相関関係を表 6-4 に示した。各
部の BMC と最も相関係数が高かったのは，頭部では総重量であったが，
その他の部位ではすべて LM であった。

表 6-5. 部位ごとにみた身体組成と骨量の相関関係
FM
LM
FM+LM
FM+LM+BMC
Head
-0.06
0.61*
0.52*
0.67*
Arms
0.19*
0.69*
0.50*
0.53*
Legs
0.36*
0.73*
0.67*
0.69*
Trunk
-0.02
0.29*
0.14
0.17*
Total
0.09
0.57*
0.38*
0.42*
FM: fat mass, LM: lean mass, BMC: bone mineral content.
* P < 0.05

第４節

%fat
-0.35*
-0.20*
0.01
-0.19*
-0.22*

考察

１．年齢と閉経の前後
年齢と骨量との間に負の相関関係があることは，多くの横断研究によ
っ て 示 さ れ て い る （ Compston et al., 1992a; Flicker et al., 1995;

Kitagawa et al., 2003; Yamaguchi et al., 2000 ）。そのメカニズムについ
ては，男女とも高齢になると，腸管でのカルシウム吸収力の低下，腎機
能の低下によるビタミン D 産生力の低下，性ホルモン分泌量の低下など
複数の因子が絡み合い，骨量が低下すると考えられている（堀内 , 1999 ）。
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特に女性では，閉経に伴うエストロゲンの急激な喪失に呼応して，副甲
状腺ホルモンなどの分泌が亢進し，骨吸収が進むことから，加齢に伴う
骨量の減少は男性よりも顕著である（山崎と井上 , 1999 ）。このことは，
本研究における対象者である肥満女性についても当てはまり，閉経後女
性の TB-BMD および TB-BMC は閉経前女性や閉経期女性と比べて有意
に低いことが示された。しかしながら，閉経前女性における年齢と骨量
の相関関係は全身および身体各部において弱かったことから，本研究の
対象者の骨量に影響を与える因子として，年齢よりも閉経の前後を考慮
することの必要性が示唆された。

２．身長，体重，身体組成
第 2 章で詳述したように，体重が骨量に影響を与えることは多くの研
究 に よ っ て 示 さ れ て お り （ Compston et al., 1992a; Edelstein &

Barrett-Connor, 1993; Felson et al., 1993; Hirota et al., 1992;
Holbrook & Barrett-Connor, 1993 ），その事象は「骨は何らかの力学的
負荷が加わるとその負荷に適応する」という Frost （ 1993 ）の提言によ
って説明される。また，身体組成が骨量に影響を与えることは，脂肪細
胞から分泌されるホルモンの影響（ Reid, 2002 ）や，筋収縮に伴い生じ
る骨への刺激の影響（ Doyle et al., 1970 ）などによって説明される。さ
らに，Slemenda et al.（ 1990 ）は下腿の周囲径や肩峰間距離などのあら
ゆる身体計測学的指標が骨量と相関関係にあることを報告している。し
かしながら，これらの身体的特徴を表す指標が年齢と相関関係をもつ場
合，身体的特徴と骨量はそれぞれ年齢という第 3 の変数の影響を受ける
ことになり，両者の関係は疑似相関となりうる。本研究の対象者におい
ては，身長，体重， %fat ， LM が年齢と有意な相関関係にあったことか

80

第６章

身体的特徴と骨量

ら，年齢で補正した偏相関係数についても検討した。その結果，TB-BMD
と身長および %fat との間にあった相関関係は，年齢補正によって消失し，
本研究の対象者における TB-BMD はいずれの項目とも相関関係にない
ことが示された。一方，TB-BMC は年齢で補正しても，身長，体重，%fat ，

LM と有意な相関関係にあった。この中で，%fat のみが負の相関関係を
示 し ， %fat が 高 い ほ ど TB-BMC が 低 い こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ，

TB-BMC は体重よりも LM との相関関係が強かったことから，TB-BMC
を規定する因子として LM が重要であることが示唆された。

３．骨量に対する各項目の貢献度
身体的特徴を表す多くの項目が全身または身体各部の骨量と有意な相
関関係にあった。しかしながら，前述の身長と TB-BMD との間にみと
められた疑似相関のように，第 3 の変数の影響を除外することにより，
相関関係が消失する例も多い。したがって，単相関分析だけで身体的特
徴が骨量に及ぼす影響を検討することには，判断を誤る危険性が含まれ
る。それに対し，stepwise 法による重回帰分析を用いれば，基準変数の
分散をもっともよく説明する項目が 1 番目の説明変数として採択され，

2 番目以降に採択される説明変数は， 1 番目の説明変数によって説明さ
れなかった残りの分散を説明する項目として採択される。そこで，全身
または身体各部の骨量を基準変数，身体的特徴を表す項目を説明変数と
した重回帰分析を施すことによって，骨量に対する各項目の貢献度を明
確にしようとした。
分析の結果，TB-BMD を説明する説明変数として，年齢，%fat ，体重
が， TB-BMC を説明する説明変数として，身長，年齢， LM が採択され
た。 TB-BMD を説明する %fat と体重はいずれも肥満度と関連する変数
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であるが，%fat は負の係数，体重は正の係数であることから，年齢が若
く， %fat が低く，体重が重いことが TB-BMD の高さの条件であること
が示唆された。一方，TB-BMC については体格の大きさを代表する身長
が 1 番目の説明変数であり，身長が高く，年齢が若く， LM の多いこと
が TB-BMC の重さの条件であることが示唆された。また，身体的特徴
による説明率が，TB-BMD は 32% ，TB-BMC は 55% であったことから，

TB-BMD よりも TB-BMC がより強く身体的特徴によって影響を受ける
ことが示唆された。
身体各部の骨量を基準変数とした場合，L-BMD については年齢のみ，

L-BMC については身長のみが説明変数として採択された。L-BMD につ
いては，単相関係数が有意であった項目が年齢しかなかったことから当
然の結果であり，わずかに L-BMD の 4% しか説明されなかった。一方，

L-BMC については身長のほかに年齢，体重，LM が有意な相関関係にあ
ったにもかかわらず身長のみが説明変数となったことから，これらの 3
変 数 が 説 明 す る 内 容 は 身 長 が 説 明 し た 24% に 含 ま れ て い た と 考 え ら れ
る。橈骨については， R-BMD が年齢と体重によって 26% ， R-BMC が

LM と年齢によって 28% 説明された。橈骨は非荷重骨であることから，
体重の影響はそれほど受けないと予測されたが，体重や LM が年齢と同
様に橈骨骨量に影響を及ぼすことが示唆された。その背景にあるメカニ
ズムについては不明であるが，遺伝や活動性の高さなど，何らかの介在
因子が存在する可能性もある。踵骨については，単相関分析においても
有意な相関関係を示す項目がみとめられなかったように，身体的特徴の
影響をほとんど受けないことが示唆された。しかしながら，1412 名の日
本人女性を対象とした Yamaguchi et al.（ 2000 ）の横断研究では，年齢，
閉経，BMI という身体的特徴と踵骨の超音波骨指標との関連性が示され
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ている。本研究において，腰椎と踵骨の骨量測定を受けた対象者のほと
んどは閉経前女性であり，人数も限られていたことから，本研究におけ
る結果を一般化すべきではなく，閉経前肥満女性という限られた集団の
中で得られた結果として解釈すべきであろう。

４．部位ごとにみた身体組成と骨量
身体組成と骨量との相関関係を 説明するメカニズムとして，「体重が
骨への荷重負荷を反映する」，「筋量が骨に作用する力を反映する」，「脂
肪量がホルモンの産生力を反映する」という 3 つの仮説が提起されてい
る。このうち，脂肪組織がホルモン産生の場となり，脂肪量が多いほど
ホルモンの産生力が強いという仮説は，全身の身体組成をみることで検
証可能となる。しかしながら，本研究の対象者については， FM と骨量
との間に有意な相関関係がみとめられなかったことから，強い影響力を
もっていなかったと解釈される。一方，体重と筋量が骨量に与える影響
は，荷重骨と非荷重骨でその影響に差があると考えられることから，各
部位における身体組成を検討することの意義がみとめられる。そこで，

DEXA の全身骨測定から得られる頭，腕，脚，体幹の 4 部位の結果を用
い，身体組成と骨量との相関関係を部位ごとに検討した。

DEXA における身体組成は， BMC ， FM ， LM の 3 組成モデルで表さ
れるため，BMC を基準変数，FM と LM を説明変数とし，単相関分析を
施した。また， BMC に影響を与えるのは骨の負荷となる総重量である
と い う 仮 定 か ら ， 軟 部 組 織 量 （ FM+LM ） と BMC を 含 ん だ 総 重 量
（ FM+LM+BMC ）も説明変数として加えた。その結果，頭部を除くす
べての部位で LM と BMC の相関係数が最も高かった。 LM 自体が骨へ
の負荷となりうることから，総重量が骨に与える影響を否定する結果で
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はない。しかし，非荷重骨である腕部においても LM と BMC が最も高
い相関関係にあったことから，筋活動に伴う骨への刺激が影響を与えて
いるものと推察される。一方，筋活動が活発でない頭部においても，LM
と BMC の有意な相関関係がみとめられた。したがって，LM と BMC の
相関関係のすべてが，筋活動に伴う骨に作用する力によって説明できる
とは考えられない。横断研究だけで明確な結論を得ることは難しいが，
少なくとも身体組成によって，ある程度骨量を説明することが可能であ
ることが示唆された。
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身体的特徴が減量に伴う骨量変化に及ぼす
影響

第１節

研究の背景と目的

第 2 章第 3 節の文献研究において詳述した介入研究の多くは，複数の
減量プログラムを提供することにより，減量プログラムの違いが減量に
伴う骨量変化に及ぼす影響を検討している。しかしながら，仮にその内
容が同一であったとしても，同様の骨量変化が観察されるとは限らない。
本研究で遂行した減量介入においても，第 5 章で詳述したように，減量
プログラムが同一であっても，集団によって異なる結果が得られた。第
6 章の横断研究において，閉経の前後，体重および身体組成が対象者の
骨量と関連していることが示されたことから，本章では，減量に伴う骨
量変化と対象者の身体的特徴との関連性を検討することを目的とした。

第２節

方法

１．対象者
本章の対象者は，第６章と同じく，第 3 章第 1 節で示したフローチャ
ートに基づきデータベース化された 24 歳〜66 歳の肥満および肥満傾向
女性 201 名である。

２．検討項目
検討項目は，身長，体重，BMI および DEXA によって測定された%fat，
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FM，LM，TB-BMD，TB-BMC，L-BMD，L-BMC，R-BMD，R-BMC，
超音波法によって測定された SOS，TI，OSI である。また，DEXA の全
身骨測定の結果から解析された頭（head），腕（arms），脚（legs），体
幹（trunk）の部位ごとの%fat，FM，LM，BMC についても検討した。
測定方法および測定原理については，第 4 章に詳述した。

３．統計解析
閉経の前後が減量に伴う骨量変化に及ぼす影響を検討するために，全
身および橈骨における BMD と BMC の平均値を閉経の前後で比較した。
また，身体的特徴と減量に伴う骨量の変化の関連性を検討するために，
身体各部の骨量変化を基準変数，身体的特徴とその変化を説明変数とし
た相関分析および重回帰分析を施した。基準変数は，全身，腰椎，橈骨
の BMD および BMC，踵骨の SOS，TI，OSI の減量に伴う変化率とし
た。説明変数は，体重，BMI，%fat，FM，LM の減量前の測定値およ
び減量に伴う変化率，減量前の年齢，身長とした。さらに，頭，腕，脚，
体幹の各部位における身体組成変化と骨量変化との関連性については，
FM，LM，FM+LM，FM+LM+BMC，%fat と BMC との相関係数を算
出した。
重回帰分析は stepwise 法により，標準偏回帰係数（β）と重相関係数
（R）を検討した。相関関係の検討には Pearson の積率相関係数（r）を
用いた。すべての統計解析には SPSS 11.0J を用い，統計学的有意水準
を 5%に設定した。
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結果

１．閉経の前後が減量に伴う骨量変化に及ぼす影響
減量に伴う身体組成および全身骨量の変化を閉経の前後で比較した結
果を表 7-1 に示した。身体組成については，閉経の前後にかかわらず，
体重，%fat，FM，LM がすべての群で有意に減少しており，群間差はみ
とめられなかった。全身骨量については，BMD が閉経前女性と閉経後
女性で有意に減少し，BMC および BA は閉経前女性においてのみ有意に
減少した。しかしながら，有意な群間差はみとめられなかった。
減量に伴う橈骨骨量の変化は表 7-2 に示した。閉経前女性の R-BMC
および R-BA が有意に減少したものの，有意な群間差はみとめられなか
った。なお，腰椎および踵骨については，測定を受けた 95 名中，閉経
前女性が 90 名と大部分を占めたことから，閉経の前後が骨量に及ぼす
影響を検討しなかった。
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表 7-1. 閉経の前後による減量に伴う身体組成および全身骨量の変化の比較
Pre-M
(n = 130)
Weight (kg)
Pre
Post
%change
%fat (%)
Pre
Post
%change
FM (kg)
Pre
Post
%change
LM (kg)
Pre
Post
%change
BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
BMC (kg)
Pre
Post
%change

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

Peri-M
(n = 25)

Post-M
(n = 46)

59.9 ±7.6*
-12.1 ±4.5

68.7 ±6.5
60.1 ±6.2*
-12.5 ±4.0

67.5 ±6.4
59.8 ±6.2*
-11.4 ±3.5

P < 0.05

ns

35.2 ±4.9
27.8 ±6.5*
-21.5 ±12.6

37.8 ±4.6
30.0 ±6.4*
-21.1 ±10.7

38.5 ±3.8
32.5 ±4.5*
-15.6 ±7.7

P < 0.05

ns

23.7 ±5.3
16.7 ±5.5*
-30.4 ±13.6

25.8 ±5.3
18.1 ±5.4*
-30.7 ±11.2

25.7 ±4.3
19.3 ±4.2*
-25.0 ±9.3

P < 0.05

ns

40.8 ±4.5
39.9 ±4.1*
-2.0 ±3.6

39.5 ±2.6
38.8 ±2.7*
-1.7 ±3.2

38.8 ±3.4
37.6 ±3.4*
-3.1 ±3.4

P < 0.05

ns

1.20 ±0.07
1.20 ±0.07*
-0.2 ±1.1

1.18 ±0.07
1.17 ±0.07
-0.4 ±1.2

1.07 ±0.07
1.07 ±0.07*
-0.4 ±1.3

P < 0.05

ns

2.52 ±0.27
2.50 ±0.28*
-0.9 ±2.6

2.44 ±0.26
2.41 ±0.25
-0.9 ±2.4

2.09 ±0.28
2.09 ±0.28
-0.1 ±2.6

P < 0.05

ns

68.2 ± 8.0

BA (cm2×102)
Pre
20.9 ±1.6
20.7 ±1.5
19.4 ±1.6
Post
20.8 ±1.7*
20.6 ±1.4
19.5 ±1.6
ns
ns
%change
-0.7 ±2.6
-0.4 ±2.5
0.3 ±2.7
M: menopause, ANOVA: analysis of variance, FM: fat mass, LM: lean mass,
BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content, BA: bone area,
ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).
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表 7-2. 閉経の前後による減量に伴う橈骨骨量の変化の比較

R-BMD (g/cm2)
Pre
Post
%change
R-BMC (g)
Pre
Post
%change

Two-way ANOVA
Time effect Interaction

Pre-M
(n = 107)

Peri-M
(n = 17)

Post-M
(n = 21)

0.69 ±0.06
0.69 ±0.06
-0.2 ±2.5

0.65 ±0.05
0.65 ±0.05
-1.1 ±3.4

0.60 ±0.06
0.59 ±0.06
0.0 ±3.7

ns

ns

1.65 ±0.18
1.63 ±0.19*
-1.1 ±2.8

1.58 ±0.16
1.56 ±0.14
-1.1 ±3.3

1.44 ±0.17
1.42 ±0.17
-1.3 ±3.8

P < 0.05

ns

R-BA (cm2)
Pre
2.39 ±0.20
2.42 ±0.24
2.43 ±0.17
Post
2.37 ±0.21* 2.42 ±0.25
2.40 ±0.18
P < 0.05
ns
%change
-0.9 ±2.3
0.0 ±2.5
-1.2 ±2.7
M: menopause, ANOVA: analysis of variance, R: radius, BMD: bone mineral density,
BMC: bone mineral content, BA: bone area, ns: not significant.
* Significant within-group difference using a paired t -test (P < 0.05).

２．身体的特徴と減量に伴う骨量変化の関連性
表 7-3 に身体各部の骨量変化を基準変数，身体的特徴とその変化を説
明変数とした相関分析の結果を，表 7-4 に重回帰分析の結果を示した。
相関分析の結果，TB-BMD については，体重，BMI，FM，LM の減
量前の測定値が TB-BMD の変化率と正の相関関係にあり，体格の小さ
い対象者の TB-BMD が減少しやすいことが示唆された。また，%fat と
FM の 変 化 率 と も 正 の 相 関 関 係 に あ り ， 体 脂 肪 の 減 量 幅 が 大 き い ほ ど
TB-BMD が減少しやすいことが示唆された。一方，体重の変化率との相
関係数は r = 0.11 と有意ではなく，説明率にして 1％程度の影響しか与
えないことが示唆された。TB-BMC も同様の傾向にあったが，体重の変
化率との相関係数は r = 0.25 であった。また，LM の変化率とは負の相
関関係にあり，LM が維持されると TB-BMC が減るという関係にあるこ
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とが示唆された。L-BMD，L-BMC，R-BMD については，いずれの項目
についても有意な相関関係がみとめられなかったが，R-BMC の変化率
は身長と LM の減量前の値および体重，BMI の変化率と正の相関関係に
あった。踵骨については，SOS の変化率が体重，BMI，LM の減量前の
値と負の相関関係にあり，体格の大きいほど SOS が減少しやすいことが
示唆された。また，体重や体脂肪率の変化率とは負の相関関係にあり，
減量幅が大きいほど SOS が維持されることが示唆された。TI はいずれ
の項目とも有意な相関関係がなかったが，OSI は BMI および LM の減
量前の値と負の相関関係にあった。
重回帰分析の結果，TB-BMD は減量前の体重によって 6%，TB-BMC
は%fat の変化率と減量前の BMI によって 22%，R-BMC は身長と FM
の変化率によって 10%，踵骨の SOS は%fat の変化率によって 18%，OSI
は減量前の LM によって 5%説明されることが示唆された。
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表 7-4. 身体各部の骨量変化に対する重回帰分析
Criterion
Total-body BMD

Predictor
Baseline of weight

β
0.25

R
0.25

Total-body BMC

%change of %fat
Baseline of BMI

0.32
0.24

0.47

Radius BMC

Baseline of height
%change of fat mass

0.28
0.18

0.31

SOS at calcaneous

%change of %fat

-0.42

0.42

OSI at calcaneous

Baseline of lean mass

-0.22

0.22

BMD: bone mineral density, BMC: bone mineral content,
SOS: speed of sound, OSI: osteo sono-assessment index,
BMI: body mass index.

３．部位ごとにみた身体組成の変化と骨量の変化
DEXA の全身骨測定の結果から解析された頭，腕，脚，体幹の各部位
における FM，LM，FM+LM，FM+LM+BMC，%fat の変化率と BMC
の変化率との相関関係を表 7-5 に示した。いずれの部位においても身体
組成の変化と BMC との変化には正の相関関係があり，減量とともに骨
量も変化することが示唆された。LM と BMC の関係については，頭部
と腕部では正の相関関係にあったが，脚部においては無相関，体幹部に
おいては負の相関関係にあった。

表 7-5. 部位ごとにみた身体組成の変化と骨量の変化の相関関係
FM
LM
FM+LM
FM+LM+BMC
Head
0.21*
0.24*
0.48*
0.54*
Arms
0.47*
0.41*
0.56*
0.58*
Legs
0.34*
0.08
0.42*
0.44*
Trunk
0.39*
-0.38*
0.17*
0.20*
Total
0.40*
-0.33*
0.22*
0.24*
FM: fat mass, LM: lean mass, BMC: bone mineral content.
* P < 0.05

92

%fat
0.10
0.35*
0.25*
0.41*
0.41*

第７章

第４節

身体的特徴と骨量変化

考察

本章の目的は身体的特徴が減量に伴う骨量の変化に及ぼす影響を検討
することであり，対象者は第 3 章第 1 節で示したフローチャートに基づ
きデータベース化された 24 歳〜66 歳の肥満および肥満傾向女性 201 名
である。すなわち，D 群，DE 群，DW 群，DR 群のすべての対象者が含
まれている。本章では全体的な傾向を知ることを優先し，減量方法の異
なる集団をあえて 1 つの集団とみなしているが，本来は減量方法が同一
の集団ごとに検討すべきである。本章で明らかとなった身体的特徴が減
量に伴う骨量の変化に及ぼす影響を考慮し，次章において，減量方法ご
との検討を加えたい。

１．閉経の前後
第 6 章の横断研究から，閉経の前後が骨量に影響を及ぼしていること
が示された。本章では，減量に伴う骨量の変化に対しても，閉経の前後
が影響を及ぼすという実験仮説を検証した。
減量に伴う身体組成の変化に着目すると，体重の減少率は閉経の前後
によって差がないものの，%fat は閉経後女性で減りにくい傾向があった。
骨量の変化については，閉経後女性において TB-BMD の減少率が大き
い傾向にあったが，TB-BMC および TB-BA の変化は有意でなく，アー
チファクトの影響を受けていることが示唆された。一方，閉経前女性に
おいては，TB-BMD，TB-BMC ともに有意な減少を示した。
本研究の対象者の中で，閉経後女性が占める割合は少なく，参加した
プログラムにも差があることから，本章で示した結果だけで結論を得る
ことはできない。しかしながら，統計学的な有意差はなかったものの，
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標本数が限られた集団の中で，閉経の前後が減量に伴う身体組成や骨量
の変化に影響を与える可能性が示唆された。

２．身体的特徴
量的データとして扱うことができない閉経の前後を除いた身体的特徴
が減量に伴う骨量の変化に及ぼす影響を相関分析と重回帰分析によって
検討した。骨量に対する説明変数として，減量前の身体的特徴と減量に
伴う変化率を投入したところ，減量に伴う変化率だけでなく，減量前の
体重や BMI と骨量の変化率が相関関係にあることが示された。このこ
とは，減量に伴い骨量が減少する可能性を減量する前に知ることができ
るという点で，非常に有用な知見である。その影響力についての詳細は，
次章で閉経の前後による影響とあわせて検討する。
第 6 章において，身体組成が骨量に影響を及ぼすことが示唆されたが，
減量に伴う骨量の変化に及ぼす影響については，検討する部位によって
異なる結果が得られた。TB-BMC については，LM の変化率と TB-BMC
の変化率が負の相関関係にあり，LM が維持されると TB-BMC が減少す
るという結果が得られた。このことは，レジスタンス運動の実践などに
より LM を維持させても，骨量の減少は抑えることができず，むしろ骨
吸収を促進させる可能性のあることを示している。一方，踵骨の SOS
については LM の変化率と正の相関関係にあり，LM が減少すると SOS
も低下することが示唆された。また，FM の変化率とは負の相関関係に
あり，FM が減少すると SOS が維持されることが示唆された。踵骨につ
いては，他の部位とは異なり，やや精度の劣る超音波法を用いているこ
とや，第 6 章の横断研究で身体組成との関連性がみとめられなかったこ
とを考慮すると，本章で得られた結果を慎重に解釈すべきであると思わ
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れる。その背景にあるメカニズムや，結果の再現性，何らかの交絡因子
の関わりなどを含めて，今後の課題としたい。

３．部位ごとにみた身体組成と骨量
第 6 章の横断研究においてみとめられた身体組成と骨量の相関関係は，
減量に伴う変化率同士の相関関係としてもみとめられた。身体各部の
FM や各重量（FM+LM または FM+LM+BMC）の変化が BMC の変化
と相関関係にあったことから，減量に伴う骨量の減少が，すべての部位
に共通して生じる現象であることが示唆された。一方，LM と BMC の
相関関係は，部位によって異なっていた。特に，体幹部において LM が
BMC と負の相関関係にあったことから，「筋量が骨に作用する力を反映
する」という仮説が棄却され，別の仮説を立てることの必要性が示唆さ
れた。
第 1 章第 2 節で定義したように，DEXA によって測定される LM は筋
量や水分量，内臓組織量などの総和と考えられる。Wang et al.（1996）
の横断研究によって，CT 画像から計算された筋量と LM との相関が r =
0.95 と極めて高いことから，本研究では LM を「筋量を反映する指標」
として扱った。第 6 章においてみとめられた LM と BMC の相関関係は，
筋量と骨量の関連性を示したものと考えられる。しかしながら，3 ヵ月
間の減量介入によってもたらされた LM の変化は，果たして筋量の変化
を反映していただろうか？本研究においては，DEXA 以外の方法で筋量
を評価していないため推測の域を出ないが，特に体幹部における LM の
変化は筋量よりも水分量の変化を反映している可能性が高い。筋量以外
の LM の構成要素である水分量や内臓組織量のほとんどが体幹部に集中
しているからである。
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いずれにしても，減量に伴う LM の変化と BMC の変化とは相関関係
にないことが示唆された。また，FM の変化と BMC の変化との相関関
係も各重量との相関関係を超えるものではなかったことから，FM や LM
が BMC に対して独立した影響を与えるという実験仮説は棄却された。
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閉経の前後と肥満度の違いが減量に伴う骨量
変化に及ぼす影響

第１節

研究の背景と目的

第 7 章において，減量に伴う骨量変化と身体組成の関連性を検討した
結果，全体的な傾向として，閉経の前後と減量前の肥満度が減量に伴う
骨量変化に影響を及ぼしていることが示唆された。そこで，本章では，
減量プログラムごとに，閉経の前後と肥満度の違いが減量に伴う骨量変
化に及ぼす影響を検討することを目的とした。

第２節

方法

本章の対象者は，第 3 章第 1 節で示したフローチャートに基づきデー
タベース化された 24 歳〜66 歳の肥満および肥満傾向女性 201 名である。
本章の目的を達成するために，D 群，DE 群，DW 群については，減
量に伴う骨量変化を閉経の前後と BMI の高低によって比較する三元配
置の分散分析を施した。DR 群については，対象者の中に閉経者は含ま
れなかったため，BMI の高低によって比較する二元配置の分散分析を施
した。閉経の前後および BMI の高低を分ける基準については，限られ
た標本数の中で統計学的な信頼性を確保することを優先し，分割された
サブグループの標本数が均等となるように設定した。すなわち，D 群に
おいては，閉経期および閉経後をまとめて閉経前と比較し，BMI は 27.5
未満を low-BMI，27.5 以上を high-BMI とした。DE 群においては，閉
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経 前 お よ び 閉 経 期 を ま と め て 閉 経 後 と 比 較 し ， BMI は 28.5 未 満 を
low-BMI，28.5 以上を high-BMI とした。DW 群においては，閉経期お
よび閉経後をまとめて閉経後と比較し，BMI は 27.0 未満を low-BMI，
27.0 以上を high-BMI とした。DR 群においては，BMI 25.0 未満を
low-BMI，25.0 以上を high-BMI とした。検討項目は十分な標本数を確
保できる TB-BMD および TB-BMC とした。
以上のような研究デザインにより，時間の主効果，閉経の前後×時間
の交互作用，BMI の高低×時間の交互作用，閉経の前後×BMI の高低×
時間の交互作用を検討した。また，各サブグループ内の変化については，
対応のある t 検定を施した。統計解析には SPSS 11.0J を用い，統計学
的有意水準を 5%に設定した。

第３節

結果

１．食事制限群における検討
図 8-1 に閉経の前後と BMI の高低によって分割された D 群のサブグ
ループの身体的特徴を，図 8-2 に TB-BMD，図 8-3 に TB-BMC の結果
を示した。三元配置の分散分析の結果，D 群における TB-BMD の時間
の主効果，閉経の前後と時間の交互作用は有意でなかったが，BMI と時
間の交互作用，閉経の前後と BMI と時間の交互作用は有意であった。
一方，TB-BMC については，有意な主効果および交互作用はみとめられ
なかった。
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n = 10

n = 23
Age 40.8±6.3 yr

Age 54.3±6.2 yr

Height 155.2±4.5 cm

High-BMI

Height 155.2±6.8 cm

Weight 74.1±7.9 kg

Weight 70.7±7.7 kg

BMI 30.7±2.7 kg/m2

BMI 29.3±1.5 kg/m2

BMI 27.5
n = 18

n = 12

Age 43.4±4.8 yr

Age 54.7±5.1 yr

Height 157.9±6.5 cm

Low-BMI

Height 155.0±3.4 cm

Weight 65.0±6.0 kg

Weight 63.1±3.4 kg

BMI 26.0±1.1 kg/m2

BMI 26.3±1.0 kg/m2

Pre-M

Peri- & Post-M

図 8-1. D 群における対象者の身体的特徴

Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 10

n = 23

ns

P < 0.05

P < 0.05

High-BMI

-0.1±1.2%

+0.6±0.6%

n = 18

n = 12

BMI 27.5

BMI × Time: P < 0.05

ns

P < 0.05

Low-BMI

-0.1±0.8%

-1.0±1.2%

Pre-M

Peri- & Post-M

Time: ns

図 8-2. D 群における TB-BMD の変化

99

第８章

閉経の前後と肥満度の影響

Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 10

n = 23

ns

ns

-0.7±2.9%

+0.9±3.3%

n = 18

n = 12

ns

High-BMI

BMI 27.5

BMI × Time: ns

ns

ns

-0.7±2.2%

-0.8±2.4%

Pre-M

Peri- & Post-M

Low-BMI

Time: ns

図 8-3. D 群における TB-BMC の変化

２．食事制限＋複合運動群における検討
図 8-4 に閉経の前後と BMI の高低によって分割されたサブグループの
DE 群の身体的特徴を，図 8-5 に TB-BMD，図 8-6 に TB-BMC の結果を
示した。三元配置の分散分析の結果，DE 群における閉経の前後と時間
の交互作用は有意でなかったが，時間の主効果，BMI と時間の交互作用，
閉経の前後と BMI と時間の交互作用は有意であった。また，TB-BMC
についても，時間の主効果および BMI と時間の交互作用が有意であっ
た。
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n = 13

n = 11
Age 44.2±6.0 yr

Age 54.8±4.5 yr

Height 156.7±5.0 cm

High-BMI

Height 153.4±4.9 cm

Weight 75.8±6.1 kg

Weight 70.8±4.1 kg

BMI 30.8±1.7 kg/m2

BMI 30.1±1.5 kg/m2

BMI 28.5
n = 12

n=9

Age 47.3±3.6 yr
Low-BMI

Age 55.0±4.3 yr

Height 157.8±3.8 cm

Height 152.0±2.4 cm

Weight 68.4±3.6 kg

Weight 61.3±3.2 kg

BMI 27.5±0.9 kg/m2

BMI 26.5±1.2 kg/m2

Pre- & Peri-M

Post-M

図 8-4. DE 群における対象者の身体的特徴

Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 13

n = 11

ns

ns

+0.2±1.5%

-0.7±1.4%

P < 0.05

High-BMI

BMI 28.5

BMI × Time: P < 0.05
n = 12

n=9

P < 0.05

ns

Low-BMI

-1.5±0.8%

-0.8±1.4%

Pre- & Peri-M

Post-M

Time: P < 0.05

図 8-5. DE 群における TB-BMD の変化
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Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 13

n = 11

ns

ns

+0.4±3.0%

0.0±2.0%

ns

High-BMI

BMI 28.5

BMI × Time: P < 0.05
n = 12

n=9

P < 0.05

ns

Low-BMI

-2.7±2.4%

-1.1±2.1%

Pre- & Peri-M

Post-M

Time: P < 0.05

図 8-6. DE 群における TB-BMC の変化

３．食事制限＋ウォーキング群における検討
図 8-7 に閉経の前後と BMI の高低によって分割されたサブグループの
DW 群の身体的特徴を，図 8-8 に TB-BMD，図 8-9 に TB-BMC の結果
を示した。三元配置の分散分析の結果，DE 群における閉経の前後と時
間の交互作用は有意でなかったが，時間の主効果，BMI と時間の交互作
用，閉経の前後と BMI と時間の交互作用は有意であった。また，TB-BMC
についても，時間の主効果および BMI と時間の交互作用が有意であっ
た。
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n = 10

n = 14
Age 41.8±6.8 yr

Age 55.1±4.4 yr

Height 157.0±6.8 cm

High-BMI

Height 155.4±4.7 cm

Weight 72.4±8.7 kg

Weight 73.9±5.0 kg

BMI 29.3±1.9 kg/m2

BMI 30.6±1.5 kg/m2

BMI 27.0
n = 25

n=5

Age 41.7±7.6 yr
Low-BMI

Age 54.4±5.6 yr

Height 157.8±5.0 cm

Height 155.9±4.8 cm

Weight 62.7±3.5 kg

Weight 63.1±4.9 kg

BMI 25.2±1.3 kg/m2

BMI 25.9±0.7 kg/m2

Pre-M

Peri- & Post-M

図 8-7. DW 群における対象者の身体的特徴

Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 10

n = 14

ns

ns

+0.1±1.1%

+0.2±1.2%

ns

High-BMI

BMI 27.0

BMI × Time: ns
n = 25

n=5

ns

ns

-0.2±0.8%

-0.4±1.1%

Pre-M

Peri- & Post-M

Low-BMI

Time: ns

図 8-8. DW 群における TB-BMD の変化
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Menopause × Time: ns

Menopause ×
BMI × Time:
n = 10

n = 14

ns

ns

-1.0±2.5%

+1.1±2.1%

ns

High-BMI

BMI 27.0

BMI × Time: P < 0.05
n = 25

n=5

P < 0.05

ns

Low-BMI

-1.7±1.8%

-2.0±2.4%

Pre-M

Peri- & Post-M

Time: P < 0.05

図 8-9. DW 群における TB-BMC の変化

４．食事制限＋レジスタンス運動群における検討
図 8-10 に BMI の高低によって分割されたサブグループの DR 群の身
体的特徴を，図 8-11 に TB-BMD，図 8-12 に TB-BMC の結果を示した。
二元配置の分散分析の結果，TB-BMD は時間の主効果，BMI と時間の
交互作用ともに有意ではなかったが，TB-BMC は BMI と時間の交互作
用が有意であり，low-BMI 群において有意な減少がみとめられた。
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n = 22

Age 44.6±7.0 yr

Age 40.0±7.5 yr

Height 159.3±6.0 cm

Height 158.2±4.9 cm

Weight 61.5±4.8 kg

Weight 70.0±6.8 kg

BMI 24.2±0.6 kg/m2

BMI 28.0±2.2 kg/m2

BMI 25.0

Low-BMI

High-BMI

図 8-10. DR 群における対象者の身体的特徴

BMI × Time: ns
n = 17

n = 22

ns

ns

-0.3±0.7%

-0.1±1.0%
BMI 25.0

Low-BMI

Time: ns
High-BMI

図 8-11. DR 群における TB-BMD の変化

BMI × Time: P < 0.05
n = 17

n = 22

P < 0.05

ns

-1.7±1.8%
Low-BMI

+0.3±3.1%
BMI 25.0

Time: ns
High-BMI

図 8-12. DR 群における TB-BMC の変化
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考察

D 群における全身骨量の変化は，BMD，BMC ともに時間の主効果が
有意でなく，減量による影響を受けないことが示唆された。サブグルー
プ内では，閉経期もしくは閉経後女性の BMD が low-BMI 群では有意に
減少し，high-BMI 群では有意に増加した。しかしながら，この BMD
の変化と BMC の変化は一致していないことから，アーチファクトの可
能性を含めて，慎重に解釈すべきであり，特に閉経後女性の骨量変化に
ついてのデータを加えていく必要性が示唆された。
一方，食事制限に加えて運動を実践した DE 群では，BMD，BMC と
もに時間の主効果が有意であり，減量とともに骨量が減少することが示
唆された。また，BMC については，BMI と時間の交互作用，閉経の前
後と BMI と時間の交互作用が有意であったことから，low-BMI 群の骨
量が減少しやすく，特に閉経前もしくは閉経期女性において，その傾向
が顕著であることが示唆された。閉経の前後が減量に伴う骨量の変化に
影響を及ぼすという結果は DW 群ではみとめられなかったが，low-BMI
群において骨量が減少しやすいという結果は，DW 群と DR 群において
もみとめられた。
本章では，閉経の前後と肥満度の違いが減量に伴う骨量変化に及ぼす
影響を減量プログラムごとに検討することことを目的とした。この目的
を達成するために，対象者を閉経の前後と BMI の高低によって分割し
たが，その基準については，限られた標本数の中で統計学的な信頼性を
確保することを優先し，分割されたサブグループの標本数が均等となる
ように設定した。このため，BMI の基準については，D 群で 27.5，DE
群で 28.5，DW 群で 27.0，DR 群で 25.0 となり，閉経の前後について
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も，閉経期女性を D 群と DW 群では閉経後に含め，DE 群では閉経前に
含めるという相違点が生じた。特に，エストロゲンの分泌状況が異なる
閉経期女性を，閉経前または閉経後に含めざるを得なかったことは，結
果に少なからず影響を与える。したがって，本章の結果をもって結論を
導くのではなく，今後，さらに検討を加える必要がある。
対 象 者 の BMI が 減 量 に 伴 う 骨 量 の 減 少 に 関 わ る 機 序 に つ い て は ，
Frost（1987）が提唱しているメカノスタット理論によって説明するこ
とが可能である。メカノスタット理論とは，骨量の恒常性が保たれる力
学的負荷の範囲が決まっており，その範囲を超えたときに骨量が変化す
るという理論である。BMI が骨にかかる力学的負荷を反映していると仮
定すれば，BMI が低い集団は骨量の恒常性が保たれる力学的負荷の下限
近くに位置し，減量により骨量が減少するという適応反応が生じやすい
という推論が成り立つ。さらに，D 群よりも運動を併用した DE 群，DW
群，DR 群において BMI が骨量の減少に関わっていたことから，運動に
よる負荷が加わることによって，その反応性が高まることが示唆される。
運動によって骨量が減少するという負の適応については，9 ヵ月間の
レジスタンス運動によって，腰椎 BMD が 3.96%有意に減少したという
Rockwell et al.（1990）の報告がある。彼らは，その原因として，運動
群の副甲状腺ホルモンが亢進したことを挙げている。本研究では副甲状
腺ホルモンの変化を検討していないが，運動併用群における骨量減少を
説明する機序の 1 つと考えられる。
本研究における実験仮説は，食事制限による減量は骨量を減少させ，
食事制限に加えて運動を実践させることによって，骨量の減少を抑制で
きるということであった。しかしながら，食事制限単独では有意な骨量
変化がみとめられず，運動を実践することによって骨量が有意に減少す
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るという，実験仮説とは逆の結果が得られた。さらに，減量に伴う骨量
の変化には対象者の肥満度が関わっており，BMI が高ければ骨量が減少
する可能性は低いが，BMI が低い場合には注意が必要であることが示唆
された。ただし，本研究において減量に伴う骨量変化が生じやすい BMI
の範囲を具体的に示すことはできなかった。
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総括

総括
結語

本博士論文では，減量に伴う骨量の変化を明らかにすることを目的と
し，以下の検討課題を設定した。
1) 減量に伴う骨量変化の再現性を検討する。
2) 減量プログラムの内容が骨量変化に及ぼす影響を検討する。
3) 体重減少量と骨量変化の関連性を検討する。
4) 対象者の身体的特徴と骨量変化の関連性を検討する。
減量に伴う骨量変化を検討する減量介入を複数回遂行することによっ
て，以下の結論を得た。
1) 同一の減量プログラムを提供しても，減量に伴う骨量変化には対
象者によって差が生じる。
2) 食事制限による減量は必ずしも骨量を減少させない。また，食事
制限に加えて運動を実践させても，骨量の減少を抑制できるとは
限らず，むしろ，運動を実践することによって骨量がより減少し
やすくなることもある。
3) 減量幅が大きいほど骨量が減少する可能性は大きくなるが，その
説明率は BMD で 1％，BMC で 6％程度である。
4) BMI が比較的低い集団においては，減量に伴い骨量が減少する可
能性が大きくなる。
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総括

今後の検討課題

本博士論文で得られた結論を一般化するためには，以下の点を留意し
ながら，さらに検討を加える必要がある。

１．減量介入の期間
本研究で収集されたデータは，すべて 3 ヵ月間の減量前後に測定され
たものである。減量に伴う骨量変化を詳細に検討するためには，１ヵ月
ごとに反復して測定することも必要かもしれない。また，６ヵ月ほどか
かるといわれる骨リモデリングに要する時間を考えると，減量介入の期
間を６ヵ月間に延長したり，減量後の追跡調査を徹底したりするといっ
た試みが必要である。

２．対象者の身体的特徴
本研究で得られた重要な知見として，閉経の前後や減量前の肥満度が
減量に伴う骨量変化に影響を及ぼしていることが挙げられる。しかしな
がら，閉経前の対象者に比べて閉経後の対象者が少なく，減量前の肥満
度で対象者を分割する上でも，基準を統一することができなかった。今
後，対象者の身体的特徴を考慮しつつ，同様の介入研究を続けることに
よって，基準を統一できる十分な標本数を確保した上で，再検討するこ
とが必要である。

３．骨量測定機の精度
本研究で用いた DEXA による骨量測定は，骨粗鬆症の診断基準に用い
られる信頼性の高い方法である。しかしながら，本研究のような減量介
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入に伴う身体組成の変化が，骨量を測定する上での誤差を生じさせる可
能性を否定できない。本研究では，BMD だけでなく，BMC や BA をあ
わせて検討することによって，アーチファクトによるみかけ上の変化と
真の変化とを区別しようとしたが，この点についてはさらに検討を加え
る必要がある。第 4 期の介入研究のように，骨代謝マーカーによる検討
を加えることも対策の 1 つになるが，ファントムを用いたキャリブレー
ション値による補正を加えるなど，アーチファクトを取り除く試みも必
要であろう。
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