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上が対象とされているが，本研究は若年時の BMI 増加
と 40 歳代での MetS 発症との関連を検討することを目
的とした．方法：30 歳時点で MetS 該当ではなかった
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男性 877 名を対象とした．対象を 30 歳時の Body Mass

Index（以下 BMI）により非肥満群（BMI<22），肥満予
備 群（22 ≤ BMI<25） お よ び 肥 満 群（25 ≤ BMI） に 分
類し，それぞれの群における BMI および MetS 関連因
子（収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血糖，HDL コレ
ステロール，中性脂肪値）の 30 歳から 35 歳までの変
化と 40 歳以降における MetS 発症リスクとの関係につ
いて Cox 比例ハザードモデルを用いて検討した．さら
に BMI 増加量別の非肥満群および肥満予備群における
MetS 発症リスクについても併せて検討した．結果：30
歳から 35 歳までの BMI の増加は非肥満群（ハザード
比 2.80，95％信頼区間 1.61–4.88），肥満予備群（ハザー
ド比 2.00，95 ％信頼区間 1.44–2.77）ともに 40 歳以降
での MetS 発症と有意に関連していた．また，非肥満群
では BMI が 5 年間で 2 以上増加した増加群（ハザード
比 9.39，95 ％信頼区間 1.52–57.70）が，肥満予備群で
は増加群（ハザード比 10.13，95％信頼区間 4.30–23.80）
に加え BMI の変化が 5 年間で 1 以上 2 未満増加した微
増群（ハザード比 2.30，95％信頼区間 1.03–5.11）にお
いても MetS 発症リスクと有意に関連していた．結語：
若年時の BMI 増加は将来の MetS 発症リスクとなり，
特に 30 歳時点の BMI が低い状態であっても，その後
の上昇の程度で将来の MetS 発症率に違いが生じること
が示された．このことから職域の MetS 発症抑制対策に

I．はじめに
職域でのメタボリックシンドローム（以下 MetS）発
症抑制は，生産年齢人口の変化に伴う高年齢労働者対
策の観点からはもちろん，企業の海外進出に伴う渡航，
出張の増加や深夜交替制勤務，長時間労働などの高負
荷業務対策の一環としても必須の課題である．MetS 発
症後の肥満および血液検査結果の改善に向けた取り組
みとしては，頸動脈エコー検査や血管脈波伝播速度検
査などのいわゆる動脈硬化サロゲートマーカーを用い
た生活習慣改善への動機付けを目指すハイリスクアプ
ローチ 1) や，事業場全体で運動や日々の活動量増加を
目指す取り組みや食堂業者とのコラボレーションによ
る低カロリー食の提供といったポピュレーションアプ
ローチが報告されている．その中の特定保健指導は保
険者にとっては今後も引き続き課される対策であり，そ
のための様々なツールの開発や保険者および事業場独
自の取り組みも報告されている 2, 3)．一方で，以前我々
は 40 歳代で新規に MetS を発症した者は，保健指導など
の様々な取り組みにも関わらずその後も MetS に該当し
続ける率が高いことを報告している 4)．こうした点を踏
まえ，今後の職域での取り組みでは新規に MetS に該当
する者の数をいかに少なくするかといった 1 次予防に重
点を置いた活動を展開することが重要だと考えた．
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については Body Mass Index（以下 BMI）の増加が重要
なリスクとなり得ることが国内外で多数報告されてお

投入した．

(1）30 歳時点の肥満度別による 40 歳以降の MetS 発症

り，その中で CARDIA Study（the Coronary Artery Risk

リスク

Development in Young Adults Study）6, 7) では若年者にお
いても BMI の増加が将来の発症のリスクとなり得るこ

発症リスクを他の Mets 関連因子も含めた Cox 比例ハ

とが指摘されている．

ザードモデルを用いて検討した．

そこで本研究では，職域における若年時の BMI 増加
と将来の MetS 発症との関連を検討することを目的と
し，30 歳時点の BMI および 30 歳から 35 歳までの 5 年間
での BMI の変化と 40 歳代での MetS 発症との関連につ
いて他の Mets 関連因子と併せて検討を行った．
II．方

法

1. 対象者
2013 年に当事業場で定期健康診断を受診し，虚血性
心疾患・脳血管疾患の既往のない 40 歳から 46 歳の男
性 1,493 名のうち，転出などの理由で 30 歳および 35 歳
時点の定期健康診断結果の両方もしくはいずれかが欠
損していた 591 名，30 歳時点で MetS 基準該当者であっ
た 25 名を除いた 877 名を対象者とした．解析対象者と
非対象者の特性は 2013 年時点の年齢でそれぞれ 44.5 ±
1.7 歳，44.2 ± 1.7，40 歳以降の MetS 有病率はそれぞれ
10.4%，8.6% であった．なお，30 歳時点では腹囲は未
測定のため定期健康診断受診時における BMI25 以上を
代用し選択基準とした．この BMI の基準値については
先行研究 8) において，男性での腹囲との相関関係が示
されており，腹囲未測定者の MetS 基準として採用され
ている 9)．血圧，脂質，血糖値の基準は 2005 年の日本
内科学会誌に発表された MetS 基準を採用した 10)．す
なわち，収縮期血圧 ≥ 130 mmHg または拡張期血圧 ≥85

mmHg，トリグリセリド ≥ 150 mg/dl または HDL コレス
テロール ≤ 40 mg/dl，空腹時血糖 ≥ 110 mg/dl のうち 2 項
目以上を満たすものとした．高血圧，高トリグセリド
血症および糖尿病に対して薬剤治療を受けている場合
は基準該当とした．

2. 検討方法
本研究デザインは後ろ向きコホート研究である．対
象者を 30 歳時の BMI を用いて非肥満群（BMI<22），肥
満予備群（22 ≤ BMI<25）および肥満群（25 ≤ BMI）に分
け検討を行った．検討因子は BMI および MetS 関連因子
である収縮期血圧，拡張期血圧，空腹時血糖，HDL コ
レステロール，トリグリセリドの 30 歳時点の検査値お

非肥満群，肥満予備群および肥満群それぞれの Mets

(2) 30 歳から 35 歳までの各因子変化量による 40 歳以
降の MetS 発症リスク
30 歳から 35 歳までの各因子（BMI，収縮期血圧，拡
張期血圧，トリグリセリド，HDL コレステロールおよ
び空腹時血糖）の変化量と MetS 発症との関係について，
Cox 比例ハザードモデルを用いて検討した．
(3) 30 歳から 35 歳までの BMI 変化量による 40 歳以降
の MetS 発症リスク
30 歳 か ら 35 歳 ま で の BMI 変 化 量 別 に 安 定 / 減 少 群
（BMI 変化量 <1），微増群（1 ≤ BMI 変化量 <2）および
増加群（2 ≤ BMI 変化量）とした場合の安定 / 減少群に
対する他の群の MetS 発症リスクを，Cox 比例ハザード
モデルを用いて検討した．
なお，これらの解析は PASW Statistics version 18.0 を
用い，統計学的有意差は 0.05 未満とした．
III．結

果

(1) 対象者特性および 30 歳時点での肥満度別による
40 歳以降の MetS 発症リスク
対象者の 30 歳時点における BMI，収縮期血圧，拡張
期血圧，トリグリセリド，HDL コレステロールおよび
空腹時血糖の平均値および標準偏差と，非肥満群，肥
満予備群および肥満群の該当者数および割合を Table 1
に示した．非肥満群は対象者全体の 48.5%，肥満予備群
は 36.9%，肥満群は 14.6% であった．また，40 歳以降に
おける MetS 発症率は非肥満群で 2.1% であるのに対し，
肥満予備群では 14.2%，肥満群では 28.5% であった．
Table 2 に非肥満群に対する肥満予備群および肥満群
の MetS 発症に対するハザードモデルの結果を示した．
MetS 関連因子も含めた多変量モデルにおいて，非肥満
群に対し肥満予備群［ハザード比（以下 HR）：3.62，
95% 信頼区間（以下 95%CI）：1.72–7.59］および肥満群
（HR：8.89，95%CI：4.03–19.61）は有意に Mets 発症と
関連していた．

(2) 30 歳から 35 歳までの各因子変化量による 40 歳以
降の MetS 発症リスク

Table 3 に非肥満群，肥満予備群および肥満群それぞ

よび 30 歳から 35 歳までの各因子の変化量（差）とした．

れにおける 30 歳から 35 歳までの各因子（BMI，収縮

40 歳時点を観察開始としエンドポイントは 40 歳以降に

期血圧，拡張期血圧，トリグリセリド，HDL コレステ

おける MetS 初回発症時点とした．なお，トリグリセリ

ロールおよび空腹時血糖）の変化量の Mets 発症に対す

ドは対数変換し正規分布に近似させた上で各モデルに

るハザードモデルの結果を示した．Mets 関連因子も含
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Baseline data (30 years of age) and incidence of MetS (over 40 yeas of age)
Non-obese (BMI < 22)

Pre-obese (22 ≤ BMI < 25)

Obese (25 ≤ BMI)

425
20.1 ± 1.3
112.4 ± 11.2
68.9 ± 8.2
89.2 ± 8.4
58.7 ± 12.7
82.6 ± 59.9
9 (2.1%)

324
23.3 ± 0.8
119.5 ± 12.2
71.9 ± 9.6
91.0 ± 7.0
53.3 ± 12.4
107.5 ± 66.3
46 (14.2%)

128
27.0 ± 1.9
120.4 ± 11.4
74.3 ± 9.5
92.1 ± 6.6
50.0 ± 11.4
123.3 ± 81.9
35 (28.5%)

Number of subjects
BMI, kg/m2
SBP, mmHg
DBP, mmHg
FPG, mg/dl
HDL cholesterol, mg/dl
TG, mg/dl
Incidence of MetS in 40’s, n (%)

Data are presented as mean ± standard deviation and n (%) for dichotomous variables. BMI: body mass index, SBP:
systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, FPG: fasting plasma glucose, HDL: high density lipoprotein,
TG: triglyceride, MetS: metabolic syndrome. The follow up period of MetS incidence was the 6 years from 40 to 46
years of age.

Table 2.

Univariate and multivariate Cox proportional analyses of 3 groups of individuals
in their 30s classified by BMI for the incidence of MetS at over 40 years of age

Variables
Non-obese
Pre-obese
Obese

Crude HR (95% CI)

Adjusted HR (95% CI)

1.00
6.98 (3.41–14.26)
15.55 (7.48–32.32)

1.00
3.62 (1.72–7.59)
8.89 (4.03–19.61)

The covariates included SBP, DBP, FPG, HDL-cholesterol and TG at 30 years of age. The follow up period of MetS incidence was the 6 years from 40 to 46 years of age. TG was natural
logarithm-transformed (ln) to achieve a normal distribution. Non-obese: BMI < 22, Pre-obese:
22 ≤ BMI < 25, Obese: 25 ≤ BMI, BMI: body mass index, SBP: systolic blood pressure, DBP:
diastolic blood pressure, FPG: fasting plasma glucose, HDL: high density lipoprotein, TG:
triglyceride, MetS: metabolic syndrome, HR: hazard ratio, CI: confidence interval.

Table 3.

Univariate and multivariate Cox proportional analyses of the factor changes between 30 and 35 years of age and the incidence of MetS at over 40 years of age
Non-obese

Pre-obese

Obese

Variables

Crude HR
(95% CI)

Adjusted HR
(95% CI)

Crude HR
(95% CI)

Adjusted HR
(95% CI)

Crude HR
(95% CI)

Adjusted HR
(95% CI)

BMI (per 1SD)
SBP (per 1SD)
DBP (per 1SD)
FPG (per 1SD)
HDL cholesterol (per 1SD)
lnTG (per 1SD)

2.32 (1.68–3.21)
1.64 (0.92–2.93)
1.50 (0.80–2.82)
0.59 (0.39–0.89)
0.85 (0.53–1.35)
1.69 (0.86–3.31)

2.80 (1.61–4.88)
1.00 (0.48–2.09)
1.67 (0.72–3.86)
0.71 (0.49–1.03)
0.89 (0.41–1.92)
0.72 (0.33–1.58)

2.02 (1.51–2.70)
0.81 (0.60–1.10)
1.14 (0.87–1.51)
1.38 (1.00–1.90)
0.70 (0.49–1.00)
1.46 (1.10–1.92)

2.00 (1.44–2.77)
0.62 (0.45–0.87)
1.44 (1.04–2.00)
1.28 (0.93–1.77)
1.13 (0.76–1.68)
1.22 (0.89–1.69)

1.36 (0.99–1.88)
1.20 (0.85–1.68)
1.11 (0.79–1.54)
1.98 (1.28–3.06)
0.74 (0.46–1.18)
1.24 (0.87–1.77)

1.22 (0.82–1.80)
1.05 (0.70–1.57)
1.01 (0.70–1.46)
2.09 (1.31–3.31)
0.74 (0.45–1.21)
1.14 (0.77–1.69)

The covariates included BMI, SBP, DBP, FPG, HDL-cholesterol and TG change from 30 to 35 years of age. The follow up period of MetS
incidence was the 6 years from 40 to 46 years of age. TG was natural logarithm-transformed (ln) to achieve normal distribution. Non-obese:
BMI < 22, Pre-obese: 22 ≤ BMI < 25, Obese: 25 ≤ BMI, BMI: body mass index, SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure,
FPG: fasting plasma glucose, HDL: high density lipoprotein, TG: triglyceride, MetS: metabolic syndrome.

めた多変量モデルでは，非肥満群では BMI（HR：2.80，

95%CI：1.61–4.88）のみに有意差を認めた．肥満予備
群 で は BMI（HR：2.00，95%CI：1.44–2.77）， 収 縮 期
血圧（HR：0.62，95%CI：0.45–0.87）および拡張期血
圧（HR：1.44，95%CI：1.04–2.00）に有意差を認めた．
肥満群では BMI には有意差を認めず空腹時血糖（HR：
2.09，95%CI：1.31–3.31）のみに有意差を認めた．

(3) 30 歳から 35 歳までの BMI 変化量による 40 歳以降
の MetS 発症リスク
Table 4 に肥満群および肥満予備群それぞれにおける
安定 / 減少群，微増群および増加群の，それぞれの MetS
発症有無についての対象者の分布を示した．非肥満群
では増加群で，肥満予備群では微増群および増加群で

Mets 発症と有意な関連を認めた．さらに Fig. 1 に他の
Mets 関連因子の変化量を考慮したハザードモデルの結
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Table 4. The incidence of MetS at over 40 years of age
Baseline
Non-obese

Pre-obese

BMI change
Stable-decrease, n (%)
Slight increase, n (%)
Increase, n (%)
Stable-decrease, n (%)
Slight increase, n (%)
Increase, n (%)

MetS
No

Yes

416
265 (63.7%)
95 (22.8%)
56 (13.5%)
278
179 (64.4%)
76 (27.4%)
23 (8.2%)

9
1 (11.1%)
2 (22.2%)
6 (66.7%)
46
15 (32.6%)
15 (32.6%)
16 (34.8%)

p
–
–
0.116
<0.001
–
–
<0.05
<0.001

The follow up period of MetS incidence was the 6 years from 40 to 46 years of age. Non-obese:
BMI < 22, Pre-obese: 22 ≤ BMI < 25, Stable-decrease: BMI change < 1, Slight increase:
1 ≤ BMI increase < 2, Increase: 2 ≤ BMI increase, BMI: body mass index, MetS: metabolic
syndrome. The Chi-square test was performed for comparison.

果を示した．非肥満群では安定 / 減少群に対し増加群
（HR：9.39，95%CI：1.52–57.70）で，肥満予備群では
微増群（HR：2.30，95%CI：1.03–5.11）および増加群
（HR：10.13，95%CI：4.30–23.80）で MetS 発症リスク
が有意に高かった．
IV．考

察

30 歳時点での BMI は 40 歳以降の MetS 発症と有意に
関連しており，肥満群に比べ MetS 発症リスクが低い非
肥満群，肥満予備軍においても 30 歳から 35 歳までの
BMI 増加の程度が 40 歳以降の Mets 発症と有意に関連し
ていることが示され，MetS 発症抑制対策においては，

Fig. 1.

肥満とは判定されていない若年者に対する体重の安定
化に向けた取り組みを啓発することが重要であること
が示唆された．さらに，保健指導に際しては 30 歳時点
での BMI の状態を考慮し，5 年間での BMI 上昇を非肥
満群では 2，肥満予備群では 1 以内にそれぞれ維持する
指導や取り組みを行うことで，将来の MetS 発症を抑制
できる可能性も示唆された．

CARDIA study は，海外における若年者を対象とし
て MetS 発症リスクを検討した前向きコホート研究であ
る 6, 7)．この中では年齢や性別で調整してもベースライ
ン時の BMI が MetS 発症と有意に関連していた．さら

Mutivariate Cox proportional analyses between the 3
sub-groups classified by the changes in BMI between 30
and 35 years of age for the incidence of MetS at over
40 years of age. The covariates included the changes
of SBP, DBP, FPG, HDL-cholesterol and TG levels
between 30 and 35 years of age. The follow up period
of MetS incidence was the 6 years from 40 to 46 years
of age. TG was natural logarithm-transformed (ln) to
achieve normal distribution. Non-obese: BMI < 22, Preobese: 22 ≤ BMI <25, Stable-decrease: BMI change < 1,
Slight increase: 1 ≤ BMI increase < 2, Increase: 2 ≤ BMI
increase, BMI: body mass index, SBP: systolic blood
pressure, DBP: diastolic blood pressure, FPG: fasting
plasma glucose, HDL: high density lipoprotein, TG:
triglyceride, MetS: metabolic syndrome, CI: confidence
interval. *p<0.05, £p<0.01. (vs. Stable-decrease).

に，15 年間の追跡の中で BMI の増加が 2 以内で維持で
きていた群では，ベースラインの BMI に関係なく 2 以

を始めとした介入対象の 1 つに位置づけるべきと考えら

上増加した群に比べ有意に Mets 発症リスクは低かった

れる．

と報告されており，本研究結果は対象者が限定的では

肥満は動脈硬化を発症，進展させやすく心脳血管疾

あるものの CARDIA study の結果を支持する内容となっ

患の危険因子であり，機序としては内臓脂肪の蓄積に

ている．すなわち職域での MetS 発症予防においては，

よるアディポサイトカイン分泌異常が MetS 発症に直結

たとえ現時点では肥満と判定されていない若年者でも

し，その後様々な疾病を発症し得ることが明らかとなっ

その後の体重の安定化に向けた取り組みが極めて重要

ている 11)．また，肥満は動脈硬化性疾患のみならず悪

である可能性を示しており，若年層は今後の保健指導

性腫瘍の発症，進展にも関係していることが報告され
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ており 12) ，肥満への対策は職域においても必須の課題
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本研究の限界点としては，本邦の MetS 基準は海外 17)

である．本邦では BMI25 以上を肥満と定義しており，

とは腹囲の基準が大きく異なっており，今回の結果と

一方で BMI22 から 23 前後が各種有病率や死亡率が最

海外の報告を同様に評価することができない点がまず

も低くなることから 18.5 以上，25 未満を普通体重と定

挙げられる．また本研究デザインは後ろ向きコホート

めている 13)．BMI25 以上が肥満と定義される根拠は本

研究であるため MetS 非該当者がどのような環境や自

邦における集団健診結果を元にした大規模調査結果か

身の取り組みで BMI を維持できたのかは不明である．

らである．この中では高血圧，高トリグリセリド血症，

BMI の維持には食事管理や運動および日々の活動習慣

低 HDL コレステロール血症，高血糖，高コレステロー

などが大きく影響するが，具体的に若年時におけるど

ル血症が BMI25 以上で有意に発症率が高かったことが

のような取り組みが BMI の維持や減少に最も効果があ

示されている 14)．この肥満の増悪と動脈硬化性疾患発

るかについては今後の検討が必要である．また，本研

症の関係から，本来は普通体重に分類された場合はこ

究対象者は男性のみを抽出し，さらに選定範囲が 1 事業

れらの疾患の発症率は低くなるため，特に介入が必要

場と限定的であるため今後対象者を広げ，より一般化

な集団とは考えられていないことが多い．しかし今回

した検討結果との比較が必要である．

の結果から，非肥満群および肥満予備群においてもそ

30 歳代は仕事においては担当する業務数が増えるな

の後の BMI の増加の程度が将来の MetS 発症リスクとな

ど多忙な状況となってゆき，一方で私生活においては

ることが示唆された．これは近年の若年時における高

結婚，子育てに時間を割かねばならない場合も多い．

脂肪食が中心となりがちな食習慣 15) がその後も継続さ

こうしたことから若年時における生活習慣は偏ったも

れることで結果的に肥満となり，Mets 発症に至ったの

のになりがちとなるが，このような状況を反映すると思

ではないかと考えられる．

われる定期健康診断の血液検査は事業場においては省

将来の MetS 発症に最も寄与する因子として非肥満群

略されることが多く，現状をなかなか把握できないま

および肥満予備群では BMI が抽出されたが，肥満予備

ま放置されていることも少なくない．ただ，身長，体

群では BMI 以外に収縮期血圧および拡張期血圧が，肥

重の測定は省略できない定期健康診断の必須項目であ

満群では空腹時血糖のみが MetS 発症と関連する因子と

り，BMI は産業保健スタッフとして担当事業場の 30 歳

して抽出された．このことは肥満の程度別で初期は体

代の現状を把握できる重要なツールである．BMI の増

重増加によって血圧上昇を伴いやすいが，その後は血

加は高血圧，脂質異常症，糖尿病，慢性腎臓病を合併し，

糖値が増加しやすいといった傾向があるのではないか

虚血性心疾患の発症および重症化に関与することが明

と考えられた．また肥満群で BMI の変化は将来の MetS

らかになっており，フラミンガム研究において，肥満

発症と有意な関係を認めなかった．これは肥満群では

は心脳血管疾患の独立した危険因子であると報告され

すでに肥満が完成した状態であり，その後の体重増加

ている 18)．厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2015

は MetS 発症基準には関わらず，むしろ他の因子の増悪

年度版）」策定検討会の答申では 2015 年より普段の食生

に強く関わったと考えられる．

活の管理概念が食事内容の総カロリーから適正な BMI

平成 20 年度から開始されている医療保険者による特

を維持する方向へと変更になる予定である 19)．本研究

定健診・特定保健指導制度は，MetS の概念を活用した

結果からも BMI 上昇の程度に重点的に着目し，必要な

実践的な予防医学だが，その根本は検査データの異常

介入により体重増加を防ぐことで将来の MetS 発症抑制

の原因となる内臓脂肪の減少を目的とした原因療法で

が期待できることが示唆された．今後，若年時より継

ある．津下らは保健指導を実施した 6 ヶ月間の体重減

続的な介入が可能である職域では MetS 対策は特に 1 次

少率が大きいほど，血糖値，脂質および血圧のデータ

予防を重視すべきであると考えられる．

が改善していることを示しているが，この場合特に体
重の 4% 以上（身長 165 cm，体重 70 kg，BMI 25.7 の対

V．結

語

象者では体重として約 2.8 kg 以上，BMI として約 1.1 以

減少が効果的であると考えられる．減量指導に際して

1．30 歳時点では肥満予備軍および肥満群は非肥満群
に対し MetS 発症リスクは有意に高かった．
2．30 歳から 35 歳までの BMI 上昇は非肥満群および
肥満予備群において MetS 発症と有意に関連していた．
3．BMI の変化では，安定 / 減少群 に比べ微増群は肥
満予備群において有意に Mets 発症リスクが高く，増加

は対象者の行動変容ステージを評価し，対象者にあっ

群は非肥満群および肥満予備群において発症リスクは

た指導を選択し活用していくことが求められる．

有意に高かった．

上）の減量に成功した対象者ほど効果が現れやすいこ
とを報告している 16)．一方，MetS 発症予防では本研究
結果および CARDIA study の結果から若年時の BMI の
増加は 1 〜 2 以内に抑えることが妥当であると示されて
おり，MetS の予防および改善の両面から同程度の体重

産衛誌56巻，2014
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4．職域においては若年時における BMI を考慮した
うえで各々に対する体重の安定化に向けた継続的な取
り組みが将来の MetS 発症抑制のためには必要であると
考えられた．
謝辞：本研究を行うにあたって，解析等で御助言，御
協力をいただきましたパナソニック（株）グループの
黒木和志郎，篠原將貴の両先生に深謝いたします．
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Increased Body Mass Index in Young Adults is Associated with Metabolic Syndrome
Manabu Kadoya1, Shinobu Nakamura1, Yuka Sugio1, Hiroko Hiraoka1, Megumi Kurita1, Ayumi Harada1,
Mieko Matsumoto1, Rieko Nakanishi1 and Tetsutaro Sugiura1
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Service Station, Eco Solutions Company, Panasonic Corporation, 1048 Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8686, Japan

Objectives: Specific Health Examinations and Guidance (Tokutei kenko shinsa/Tokutei hoken shido) are provided for people
over 40 years of age to reduce the incidence of metabolic syndrome (MetS). In the present study, we evaluated the importance of weight control in people below 40 years of age. Methods: Male subjects (n=877), aged 30 years, without MetS,
were examined. Subjects were classified into 3 groups based on body mass index (BMI): non-obese (BMI<22), pre-obese
(22≤BMI<25), and obese (BMI≥25). Cox proportional hazards regression analysis was performed for each group to calculate
the hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) for the incidence of MetS in individuals in their 40s on the basis of
changes in their BMI, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, fasting plasma glucose, high-density lipoprotein, and
triglyceride levels between 30 and 35 years of age. In addition, subjects were classified into 3 sub-groups based on changes
in BMI: stable-decrease (BMI change<1), slight increase (1≤BMI increase<2), and increase (2≤BMI increase). HRs for the
3 BMI change sub-groups for MetS were calculated for non-obese and pre-obese subjects. Results: There was a significant
association between changes in BMI and the incidence of MetS for non-obese individuals in their 40s (HR: 2.80, 95% CI:
1.61–4.88) and pre-obese subjects (HR: 2.00, 95% CI: 1.44–2.77). There were also significant associations between the stable/
decrease and increase (HR: 9.39, 95% CI: 1.52–57.70) sub-groups and MetS in the non-obese group, as well as for the slight
increase (HR: 2.30, 95% CI: 1.03–5.11) and increase (HR: 10.13, 95% CI: 4.30–23.80) sub-groups in the pre-obese group.
Conclusions: BMI change in young adults is an important risk factor for MetS among individuals in their 40s. Even subjects
with a BMI lower than 25 had differences in the risk of developing MetS based on their BMI change sub-group. In the field
of occupational health, it will be necessary to promote stable weight control in young adults to reduce the incidence of MetS.
(San Ei Shi 2014; 56: 121–127)

