
那須赤十字病院統括顧問
有　阪　　治

（聞き手　池田志斈）

　小児の肥満についてご教示ください。
　１．疫学
　２．生活指導の具体的な方法
　３．積極的な治療の適応とその方法

＜埼玉県開業医＞

小児の肥満

　池田　小児の肥満について、先生は
以前からコホートスタディのようなも
のをされているとうかがったのですが、
現在、どのようになっているのでしょ
うか。
　有阪　小児肥満がどのように始まり、
生活習慣病につながっていくかという
追跡調査をするためのコホートを、平
成２年に千葉県内でスタートさせまし
て、その後、私の大学のある栃木県内
にも２つのコホートを設定し、乳幼児
期から中学生年齢までの肥満の経過と
か、コレステロールなどの脂質、血圧
の経過を追跡してきました。
　池田　それは何人ぐらいのコホート
なのでしょうか。
　有阪　３つ合わせると3,000人くらい

になります。
　池田　とても大きなナンバーですね。
それですと、コホートといいながら、
日本の小児の全体の動きもある程度わ
かるということですね。
　有阪　そのように考えています。
　池田　残念ながら中学で途切れると
のことですが、その後の、例えば成人
になった方の追跡は、どのように行わ
れるのでしょうか。
　有阪　今は高校生まで追跡するよう
にしていますが、中学生で途切れてし
まっても、追跡の対象者だった中学生
たちが毎年地域の成人式に戻ってくる
ので、20歳の時点で体格や健康がどう
いう状態かを把握することができまし
た。

　池田　具体的には、例えば成人式の
会場に向かったり、あるいは成人式に
参加するという話が市町村にあると、
そこに行かれるのでしょうか。
　有阪　コホート自体が教育委員会や
行政の許可を得て行っているものです
から、そちらに依頼して、成人式でア
ンケートを配布し、自己申告でデータ
を収集しました。
　池田　アンケートだけれども、そこ
で取って、幼児期からの成長と一応比
較ができるのですね。
　有阪　はい。
　池田　逆にいうと、幼小児期から成
人ぐらいまでは何とか把握はできてい
るのですね。実際、海外ではどうなっ
ているのでしょうか。
　有阪　アメリカではこのような調査
が、1970年代から始まっています。ヨ
ーロッパでも、小児期から追跡して、
実際に心筋梗塞を発症する50歳代の年
齢まで調査したという論文が出ており、
また、思春期年齢の肥満はその後に解
消しても、心筋梗塞のリスクが依然と
して高いことも報告されています。
　池田　素晴らしいですね。おそらく
登録制でずっと追求していくパターン
になるのだと思うのですが、その結果
はどのように解釈されているのでしょ
うか。
　有阪　私たちのコホートのデータ、
海外も合わせまして、将来の肥満につ
ながる体脂肪の蓄積は幼児期から、だ

いたい３～４歳ごろに始まるというこ
とが明らかになっています。私どもが
行った成人式の調査では、中学３年生
で肥満だと、成人式の時点でもその半
数から70％が肥満であることがわかり
ました。逆に、中学生のときに肥満で
はない子どもたちが成人式のときに肥
満になっている比率は約５％でした。
いかに思春期年齢の肥満を防ぐという
ことが、将来の肥満予防にとって重要
であるかがわかります。私どもの調査
から、３歳健診時に１歳６カ月健診時
よりBMI（体重を身長の２乗で除した
もの）が上昇している場合、普通はこ
の時期は体脂肪が減ってBMIは減少し
ますが、12歳時に肥満やメタボリック
シンドロームになるリスクが高くなる
ことがわかりました（図１、表１）。
　池田　やはり大切なことですね。小
さいころから状態をよくしておくこと
で、成人におけるいろいろな疾患の罹
患率も変わってくるのですね。
　もう一つ質問ですが、肥満というの
はどのように定義するのでしょうか。
お子さんは身長も体重もどんどん成長
していきますので、何をもってこの子
は肥満なのかということになると思い
ますが。
　有阪　現在、わが国の学童の肥満の
頻度は７～８％、肥満の多い地域では
その２倍とされています。米国は約20
％です。日本では肥満度という指標が
よく用いられます。男女別で、年齢ご
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とにこの身長であればこの体重が理想
体重であるという基準がありますから、
それに比較して何％体重がオーバーし

ているかの過体重度を求めます。オー
バーしている分が余剰な脂肪と考える
わけです。肥満度が20％以上を肥満と

定義し、幼児では15％以上を肥満とし
ますが、学童以上で50％以上の場合は
高度肥満と判定します。高度肥満では
内臓脂肪の蓄積があり、メタボリック
シンドロームなどの医学的異常を合併
している可能性が高くなります。
　一方、海外では大人も子どももBMI
が用いられ、大人のBMIの基準は22で、
30以上は肥満と判定されますが、小児
は幼児期以降は年齢とともにBMIが上
がっていく。肥満の評価をする場合は
年齢によって判断基準が違うので、
BMI値をそのまま使わず、通常、BMI
の標準偏差、SDスコアで表したり、あ
るいはBMIのパーセンタイル値で表し
て、肥満かどうかの判定をします。
　池田　少し小児特有の難しさがある
のですね。
　有阪　はい。
　池田　先生がずっとコホートをご覧
になっていて、肥満になるお子さんと
いうのはどのような生活をされている
のでしょうか。
　有阪　肥満になるということは食べ
るエネルギー量に比べて運動などによ
って消費するエネルギーが少ない場合、
そのバランスによるわけです。生活習
慣病の調査で、朝食の欠食、夜型生活
で睡眠時間が短い、座って長時間テレ
ビやゲームをする生活習慣が、幼児期
からの肥満の形成に関係することがわ
かってきまして、そのメカニズムも明
らかになっています。

　池田　そういうことから何か脂肪細
胞が出すようなものが変わってくるの
でしょうか。
　有阪　そうです。先生がおっしゃる
とおり、脂肪細胞が出すレプチンとか、
あるいは胃から分泌されるグレリンと
いうホルモンが関係し、朝食を食べな
い、夜型生活で睡眠時間が短い場合は、
食欲を抑えるレプチンの分泌が少なく
なり、逆に食欲を増進させるグレリン
というホルモンが多くなることがわか
りました。つまり、生活習慣と食欲や
エネルギー代謝を調整するホルモンと
の間に関係があるわけです。最近の研
究で、運動することはエネルギーの消
費を高めたり、筋肉のインスリン抵抗
性を改善するだけでなく、肥満関連遺
伝子の発現を抑制するらしいというこ
ともわかっています。
　池田　素晴らしいですね。生活習慣
の環境を見ながら、それが分子レベル
で裏打ちされたかたちですけれども、
気になるのは、例えば朝食を摂るよう
にとか、睡眠は何時間以上に、と指導
されると思うのですが、肥満が強いお
子さんに対してはどのような指導をさ
れているのでしょうか。
　有阪　肥満治療は肥満度を改善する
ことですが、身長が伸びている小児で
は体重を減らす必要はなく、現状維持
あるいは体重の増加度を小さくするだ
けで、時間はかかりますが肥満度の改
善が期待できます。しかし、高度肥満

表１　３歳健診での肥満リスクの予測

1.5歳と３歳の
BMI

BMIの増加度
（ΔBMI）

３歳時の
BMI

12歳で肥満度が
＋20％以上になるオッズ比

1.5歳＜３歳 ― ― 2.7（95％ CI：1.28～5.51）
1.5歳＜３歳 0.5以上 ― 3.5（1.50～8.17）
1.5歳＜３歳 0.5以上 17以上 16.0（4.92～57.60）

３歳健診のBMIが1.5歳健診のBMIより0.5以上増加し、かつ３歳健診時のBMIが17以上
（太り気味）の場合には、12歳で肥満になるリスクは16倍高い（栃木県小児コホート　
1,244人での解析）。

図１　３歳前のBMI（body mass index）の増加は12歳時の肥満、
　　　心血管代謝リスクを上げる

（Arisaka O, et al. J Pediatr Endocrinol Metab 2017）
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の場合、腹囲も小学生で身長の1/2以
上と大きく、メタボリックシンドロー
ムなどの医学的異常を合併しているよ
うな場合は、肥満症としての治療が必
要になります。特に糖尿病（２型）の
家族歴がある場合は治療を急ぎます。
しかし、このような場合でも体重減少
は１カ月で１㎏程度にとどめます。摂
取エネルギーを標準の80％に落とせば
体重は減り始めますが、体重を３％程
度減らすだけでメタボリックシンドロ
ームの原因であるインスリン抵抗性は
改善します。
　池田　なかなか医師だけでは難しい
と思うのですが、食事の内容とか、家
庭の環境というものを考えて、医師以
外にも特殊な職種の方たちが参加され
るようなことはあるのでしょうか。
　有阪　小児科医がまず対応しますが、
栄養士や臨床心理士など、他職種の人
が関与する場合もあります。ちょっと
前後しますが、高度肥満の治療の目標
は、体重を減らすというよりは内臓脂
肪をいかに減らすかということになり
ます。最近の報告では、小児の肥満で
肝機能検査のALT（GPT）が基準値以
内であっても22U/L以上の場合には、
脂肪肝である非アルコール性脂肪性肝
疾患（NAFLD）が高率に合併してい
るとされます。NAFLDはメタボリッ
クシンドロームと密接な関係があり、
悪化させる要因であることから、肝臓
の脂肪化を防ぐために、食事の面から、

低脂肪食、青魚などのn-３系多価不飽
和脂肪酸を多く含む食品、食後の血糖
値の上昇が小さい糖質が少なく線維質
を多く含む食品を摂取するように心が
ける必要があります。栄養士さんにそ
のような指導をお願いすることもあり
ます。
　小児の肥満の治療として、２型糖尿
病を合併した場合以外には薬物療法は
行いません。ただし、NAFLDに対し
ては成人も小児も、抗酸化作用のある
ビタミンEの内服は有効とされていま
す。
　どうしても親子関係で、家庭でお母
さんとの関係がうまくいかないとか、
子どもにちょっと問題があるような場
合は臨床心理士の方に関与をお願いす
る場合もありますが、それは本当にま
れなケースです。
　池田　お子さんのやる気を増すよう
な方法で、幾つかのポイントを紙に書
いて、○をつけてもらうようなことが
あるとうかがったのですが、具体的に
はどのようなものでしょうか。
　有阪　認知行動療法といわれていま
して、具体的には守らなければいけな
い生活習慣を、10個も挙げると厳しい
ですけれども、数個、朝食を食べたと
か、学校以外で運動を30分、汗をかい
たとか、清涼飲料水というのは砂糖や
果糖が多く入っており、NAFLDの原
因になりますから、清涼飲料水を飲ま
なかった、そういう幾つかの生活習慣

上で守るべきことを表にしておいて、
毎日それを守れたか、守れなかったか、
○、×をつけて、それとともに体重が
どのように変化するか、体重を毎日測
定させます。そして生活習慣を守れた

場合、体重がどうなったかを本人が認
識しながら生活すると、効果が上がる
ことがいわれていて、そういうものを
試みることもあります。
　池田　ありがとうございました。
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小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第61巻８月号をお届けいたします。
※〔DOCTOR-SALON〕欄には、９篇を収録いたしました。
※〔KYORIN-Symposia〕欄には、「新しい日本のがん対策─予防・根治・共
生に向けて」シリーズの第２回目として、５篇を収録いたしました。

※〔海外文献紹介〕欄には、喘息・糖尿病・動脈硬化の３篇を収録いたしま
した。

※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
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