
東京女子医科大学東医療センター小児科教授
杉　原　茂　孝

（聞き手　池田志斈）

　学校健康診断で、肥満症をチェックされた場合、二次精査項目（内分泌疾患
等含めて）、治療、予後観察のup to dateについてご教示ください。

＜青森県開業医＞

肥満小児の二次精査項目と治療

　池田　杉原先生、小児の肥満が学校
健診等で見つかった場合、二次精査項
目はどのようなものがあるのでしょう
か。治療とか予後はどうやって診てい
くのでしょうかという質問です。学校
健診を含めて、どのような健診が今小
児で行われているのでしょうか。
　杉原　学校健診ですと、身長、体重
を年３回、小学校、中学校は測ってい
ると思います。最近、養護の先生方が
身長と体重の増え方について、成長曲
線を描いて、異常のある子をピックア
ップして指導してくださるという状況
が出てきています。そこから「病院に
行ったほうがいい」ということを言わ
れる方もいると思います。
　もう一つは、地域によって20年、30
年行っているところがあるのですが、
地域の医師会、教育委員会、小児科の

肥満を専門にしている医師も加わって、
子どもの生活習慣病予防健診を行って
いるところがあります。全国的ではな
く限られた地域ですが、そういうとこ
ろで肥満、特に病的な肥満（肥満症）
の子どもが見つけられて病院に紹介さ
れることもあります。
　池田　学校の場合、養護の先生が見
つけるということですが、これに目安
というのはあるのでしょうか。例えば、
軽度肥満あるいは高度肥満、どのよう
に判別されるのでしょうか。
　杉原　日本では肥満度というものを
小児科は使っています。男子、女子の
性別、年齢によって、また身長によっ
ても、その人の標準的な体重（標準体
重）が異なります。日本の場合は膨大
なデータから標準体重が計算できるよ
うになっているのです。各子どもの性

別・年齢別・身長別標準体重を出して、
実測体重から標準体重を引いて、それ
を標準体重で割ると肥満度が出てきま
す。それが20％以上を肥満と呼んでい
ます。小学生で30％以上になると中等
度肥満、50％以上になると高度肥満、
50％になるとさすがに病的な、かなり
いろいろな合併症が出てきます。
　池田　先生方が対象とされるのは高
度肥満ですから、50％とか、それより
も上ぐらいの肥満の面倒を見ることに
なるのですか。
　杉原　すぐ病院に行きなさいという
ことであれば50％以上の高度肥満、あ
るいは肥満症の小児です。ただ幼児期
ぐらいから肥満は始まってくるという
のが最近話題になっています。１歳半
とか３歳ぐらいのときに、どっと体重
が増えて肥満になってくる子は、将来、

思春期肥満、大人の肥満にもつながる
というデータも出てきていて、軽い肥
満も、それはそれで注意していかなけ
ればいけない。幼児期、小学校低学年、
高学年ぐらいは軽度の肥満でも注意し
ていかなければいけないと考えられて
います。
　池田　軽度だと、あまり親御さんも
心配されないので、なかなか病院に連
れていこうと思わないのでしょうが、
ある程度明らかに肥満という方が病院
を訪れるのでしょうか。
　杉原　そうですね。
　池田　例えば、地区の医師会を中心
とした健診で見つかった場合は、先生
方のところに紹介状を持って行くとい
うのはわかるのですが、教師が判断し
たときは紹介状はないのでしょうか。
　杉原　うちの病院も患者さんが来ら

図１

標準体重の算出は、2000年データによる
性別・年齢別・身長別標準体重（村田式）＊を用いる。

＊ 生魚薫、橋本令子、村田光範：学校保健における新しい体格判定基準の検討　新基準
と旧基準の比較、および新基準による肥満傾向児ならびに痩身傾向児の出現頻度にみ
られる1980～2006年度にかけての年次推移について。

（小児保健研究69：６～13、2010）

肥満度 判定
50％以上 a（高度肥満）

30～49.9％ b（中等度肥満）
20～29.9％ c（軽度肥満）

－19.9～19.9％ n（正常）
－20％以上 y（やせすぎ）

肥満度というのは、標準体重に対して
何％太っているかを示したものです。

自分の体重－標準体重

標準体重

肥満度の計算方法

× 100％
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れますが、地域のクリニックに行って、
そこでまず相談し紹介状を書いていた
だいて大学病院に来るというケースは
あると思います。高度肥満から糖尿病
になってしまって、その余裕がないと
いう場合には、まれなケースで養護の
先生から直接ご連絡いただいたりとか、
そういうこともあります。
　池田　最近、肥満児の割合は増えて
いるのでしょうか、減っているのでし
ょうか。
　杉原　日本では1970年代から2000年
にかけて肥満児がものすごく増えたの
です。２～３倍に増えたというデータ
が残っています。文部科学省が出して
いる学校保健統計調査の結果をみます
と、その後、2000年以降は、中学生、
小学生で10％ぐらいの肥満頻度なので
すが、決して増えていない。男子も女
子も肥満度20％以上の肥満傾向児が、

最近は横ばいからちょっと減っている
という報告がされています。ただ、不
思議なのは日本でも成人の肥満は増え
ているのです。世界的に見れば子ども
の肥満も大人の肥満もすごく増えてい
るという報告がされていますので、日
本の小児だけそういう状況なのはちょ
っと不思議だと思っています。
　池田　不思議ですね。日本独自とい
いますか。先生のところに受診される
と、どのような検査が行われるのでし
ょうか。何か基本的なセットのような
ものはあるのでしょうか。
　杉原　肥満の患者さんが来られます
と、まずはお話を聞きます。いつごろ
から太りだしたかとか、できれば身長、
体重の経過を見て、生まれたときに体
重が低くなかったか、あるいは高出生
体重、低出生体重といいますが、生ま
れたときの体重がどうだったか。乳幼

児期から小学校に入って、どのように
身長、体重が変化してきたかを知るた
めに成長曲線を描きます。それから、
お父さん、お母さんの身長、体重、ど
ちらか、あるいは両方とも肥満であっ
たりすることが多いので、お父さん、
お母さんの状況をお聞きし、あと家族
歴、糖尿病の方がどのくらいいるのか、
心筋梗塞、脳梗塞、痛風の方がいるの
か、家族の状況をまずお聞きします。
それから生活習慣、朝食はどうか、給

食のおかわりをしていないか、おやつ
はどんなものを食べているのか、夕食
は何時ごろか、夜食は食べていないか、
そういう生活の様子を一通りお聞きし
て、そのうえで診察します。
　2017年に小児肥満症診療ガイドライ
ンが出ていますので参考にしていただ
きたいと思います。診察のときに大事
なのが、身長、体重を測った後、ウエ
ストを測ることです。おへその周りを
測ります。子どもでもウエストはすご

図２　小児肥満症の診断基準

肥満の定義：肥満度が＋20％以上、かつ
有意に体脂肪率が増加した状態（有意な
体脂肪率増加とは、男児：年齢を問わず
25％以上　女児：11歳未満は30％以上、
11歳以上は35％以上）。

肥満症の定義：肥満に起因ないし関連す
る健康障害（医学的異常）を合併するか、
その合併が予測される場合で、医学的に
肥満を軽減する必要がある状態をいい、
疾患単位として取り扱う。

適用年齢：６～18歳未満。

表　小児肥満症診断基準2017

肥満症診断
肥満の程度を勘案して判定する方法のみ
（1）A項目を１つ以上有するもの
（2）肥満度が＋50％以上でB項目の１つ以上を満たすもの
（3）肥満度が＋50％未満でB項目を２つ以上有するものを小児肥満症と診断する
　　（参考項目は２つ以上あれば、B項目１つと同等とする）

A項目：肥満治療を必要とする医学的異常
1）高血圧
2）睡眠時無呼吸症候群など換気障害
3）２型糖尿病・耐糖能障害
4）内臓脂肪型肥満
5）早期動脈硬化

参考項目：身体的因子や生活面の問題
1）皮膚線条などの皮膚所見
2）肥満に起因する運動器機能障害
3）月経異常
4）肥満に起因する不登校、いじめ等
5）低出生体重児、または高出生体重児

B項目：肥満と関連が深い代謝疾患
1）非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
2）高インスリン血症　かつ／または　黒色表皮症
3）高TC血症　かつ／または　高non HDL-C血症
4）高TG血症　かつ／または　低HDL-C血症
5）高尿酸血症

小児肥満症診療ガイドライン2017　編集：日本肥満学会、
ライフサイエンス出版、2017より引用
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小児肥満症診療ガイドライン2017　編集：日本肥満学会、
ライフサイエンス出版、2017より引用

ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019） （357）  3736 （356） ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019）

1905本文.indd   36-37 2019/04/11   11:10



く重要で、それを身長で割った腹囲／
身長比も内臓脂肪蓄積のいい指標にな
ります。
　それから首を見ます。黒色表皮症と
いいまして、高度肥満ですと首とか脇
の下が黒くなってくるのです。この黒
色表皮症があると糖尿病の一歩手前と
いえます。そういう診察をして、その
うえで「採血しましょう」ということ
になります。採血の項目は肥満の合併
症に絡んで幾つか決まっています。採
血の項目ですが、子どもの肥満で最初
に異常が出てくるのは肝臓で、脂肪肝、
NAFLDともいいます。ひどくなると
NASHです。AST、ALTという肝臓の
酵素の上昇がまず最初に来ます。特に
ALTが上がってきます。それから尿酸
の値も調べます。そして、アルカリフ
ォスファターゼ（ALP）という骨の酵
素、これも重要です。成長期では大人
の２～３倍高いのですが、太っている
子でALPが異常に低いというと、二次
的な肥満（糖質コルチコイドの過剰）
も考えなければいけない。それから、
総コレステロール、中性脂肪、HDLコ
レステロール、LDLコレステロール、
といった脂質を調べます。最近は総コ
レステロールからHDLコレステロール
を引いたnon-HDLが新しい指標とし
てよく使われます。それから血糖値、
HbA1cなど糖代謝の指標をチェックし
ます。「小児肥満症診療ガイドライン
2017」を参考にしていただくのがよい

と思います。
　池田　それを踏まえたうえで実際、
治療はどうされるのでしょうか。
　杉原　先ほどのいろいろな生活の状
況、ライフスタイルをお聞きしたうえ
で、生活習慣を見直しましょうとお話
をすることになります。肥満に関して、
幾つか薬はありますが、副作用が強か
ったり、なかなか肥満ということに対
してはいい薬がありません。治療は結
局、ライフスタイルの見直し、それの
矯正になります。
　池田　お話だけだとなかなか患者さ
んはリピートして来てくれないと思う
のですが、定期的にリピートしてくれ
るようなコツのようなものはあります
か。
　杉原　一つはご両親、ご家族がどれ
だけ肥満から来る病気、合併症に対し
て意識を持っているかということです
ね。ご家族で糖尿病の方や、心筋梗塞
で亡くなった方がいるということにな
ると、意識がご家族でも変わってきま
す。子どもがそうなっては困ると。そ
ういう意識を高めてもらうことが重要
だと思います。
　池田　いろいろなモチベーションの
上げ方があるのですが、「それはだめ
だ」とか「将来こんなになるからやせ
よう」という指導をするのは役に立つ
ことなのでしょうか。
　杉原　子どもたち、親御さんに話す
ときも、命令とか、おどしとか、そう

いうかたちでお話しすると逆にやる気
をなくすのです。そういうのは、行動
療法とか動機づけ面接というような心
理研究である程度わかってきています。
やる気を出してもらうためには、親御
さん、その子たちが、ひょっとして今、
もう少し体型を変えたほうがいいと、
かすかに思っているとすれば、「その
ように思っているんですね。ではどう
したらいいと思っていますか」という
ように引き出して、実際に体重を測ろ
う、少しでも歩こうという気持ちにな
ったり。動機づけですね。そこを会話
や医療面接の中でうまく使っていくの
ですから、なかなか難しい作業になり
ます。小児科医はよく褒めすぎだと言
われるのですが、特に肥満外来を行う
小児科医は決して怒らないです。うま
く褒めて、やる気を起こしていく。そ
ういう手法を使っています。
　池田　確かに、怒ると来なくなりま
すね。「あの先生、怖い」と。なかな
か難しいですね。
　杉原　実際、難しいです。給食のお

かわりをやめること一つ取ってみても、
なかなか難しいですし、基本的に運動
嫌いな子が多いですから、そういう子
に「体動かそうよ」と言ってみても、
なかなかそれは難しい。子どもたちに
少しでもやる気を出してもらえるよう
な方向に話を持っていかなければいけ
ない。
　最初に来られたときの１回目のお話
の中で、体重を気にしてもらえるかど
うか、というところまで話がいくかど
うかが、その後、うまくいくかどうか
の境目になるのです。体重を気にして、
毎日、定期的に、１日１回でも２回で
も体重を測定し、手帳か何かに記録す
る。それを親御さんがやってくれるか、
本人がそこまでやる気になるかどうか
は別として、体重を記録することがで
きれば、そこから道が開けるというか、
改善のきっかけになると思います。
　池田　いかに意識してもらえるかと
いうことですね。どうもありがとうご
ざいました。

ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019） （359）  3938 （358） ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019）

1905本文.indd   38-39 2019/04/11   11:10



く重要で、それを身長で割った腹囲／
身長比も内臓脂肪蓄積のいい指標にな
ります。
　それから首を見ます。黒色表皮症と
いいまして、高度肥満ですと首とか脇
の下が黒くなってくるのです。この黒
色表皮症があると糖尿病の一歩手前と
いえます。そういう診察をして、その
うえで「採血しましょう」ということ
になります。採血の項目は肥満の合併
症に絡んで幾つか決まっています。採
血の項目ですが、子どもの肥満で最初
に異常が出てくるのは肝臓で、脂肪肝、
NAFLDともいいます。ひどくなると
NASHです。AST、ALTという肝臓の
酵素の上昇がまず最初に来ます。特に
ALTが上がってきます。それから尿酸
の値も調べます。そして、アルカリフ
ォスファターゼ（ALP）という骨の酵
素、これも重要です。成長期では大人
の２～３倍高いのですが、太っている
子でALPが異常に低いというと、二次
的な肥満（糖質コルチコイドの過剰）
も考えなければいけない。それから、
総コレステロール、中性脂肪、HDLコ
レステロール、LDLコレステロール、
といった脂質を調べます。最近は総コ
レステロールからHDLコレステロール
を引いたnon-HDLが新しい指標とし
てよく使われます。それから血糖値、
HbA1cなど糖代謝の指標をチェックし
ます。「小児肥満症診療ガイドライン
2017」を参考にしていただくのがよい

と思います。
　池田　それを踏まえたうえで実際、
治療はどうされるのでしょうか。
　杉原　先ほどのいろいろな生活の状
況、ライフスタイルをお聞きしたうえ
で、生活習慣を見直しましょうとお話
をすることになります。肥満に関して、
幾つか薬はありますが、副作用が強か
ったり、なかなか肥満ということに対
してはいい薬がありません。治療は結
局、ライフスタイルの見直し、それの
矯正になります。
　池田　お話だけだとなかなか患者さ
んはリピートして来てくれないと思う
のですが、定期的にリピートしてくれ
るようなコツのようなものはあります
か。
　杉原　一つはご両親、ご家族がどれ
だけ肥満から来る病気、合併症に対し
て意識を持っているかということです
ね。ご家族で糖尿病の方や、心筋梗塞
で亡くなった方がいるということにな
ると、意識がご家族でも変わってきま
す。子どもがそうなっては困ると。そ
ういう意識を高めてもらうことが重要
だと思います。
　池田　いろいろなモチベーションの
上げ方があるのですが、「それはだめ
だ」とか「将来こんなになるからやせ
よう」という指導をするのは役に立つ
ことなのでしょうか。
　杉原　子どもたち、親御さんに話す
ときも、命令とか、おどしとか、そう

いうかたちでお話しすると逆にやる気
をなくすのです。そういうのは、行動
療法とか動機づけ面接というような心
理研究である程度わかってきています。
やる気を出してもらうためには、親御
さん、その子たちが、ひょっとして今、
もう少し体型を変えたほうがいいと、
かすかに思っているとすれば、「その
ように思っているんですね。ではどう
したらいいと思っていますか」という
ように引き出して、実際に体重を測ろ
う、少しでも歩こうという気持ちにな
ったり。動機づけですね。そこを会話
や医療面接の中でうまく使っていくの
ですから、なかなか難しい作業になり
ます。小児科医はよく褒めすぎだと言
われるのですが、特に肥満外来を行う
小児科医は決して怒らないです。うま
く褒めて、やる気を起こしていく。そ
ういう手法を使っています。
　池田　確かに、怒ると来なくなりま
すね。「あの先生、怖い」と。なかな
か難しいですね。
　杉原　実際、難しいです。給食のお

かわりをやめること一つ取ってみても、
なかなか難しいですし、基本的に運動
嫌いな子が多いですから、そういう子
に「体動かそうよ」と言ってみても、
なかなかそれは難しい。子どもたちに
少しでもやる気を出してもらえるよう
な方向に話を持っていかなければいけ
ない。
　最初に来られたときの１回目のお話
の中で、体重を気にしてもらえるかど
うか、というところまで話がいくかど
うかが、その後、うまくいくかどうか
の境目になるのです。体重を気にして、
毎日、定期的に、１日１回でも２回で
も体重を測定し、手帳か何かに記録す
る。それを親御さんがやってくれるか、
本人がそこまでやる気になるかどうか
は別として、体重を記録することがで
きれば、そこから道が開けるというか、
改善のきっかけになると思います。
　池田　いかに意識してもらえるかと
いうことですね。どうもありがとうご
ざいました。
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