
国立成育医療研究センター内分泌・代謝科診療部長
堀　川　玲　子

（聞き手　池田志斈）

　中学校の学校健診で、20％以上の肥満の生徒を見かけますが、成長段階にあ
る生徒の減量対策として、どのようなアドバイスがよいのでしょうか。ご教示
ください。
 ＜新潟県開業医＞

成長期の減量

　池田　中学校の健診時に見つかる肥
満ということで、この質問では20％以
上の肥満の生徒と書いてあるのですが、
これはどういった物差しで測られてい
るのでしょうか。
　堀川　小学生とか中学生の肥満とい
うのは、標準身長に対しての標準体重
を基本として、そこから何％体重が多
いかで判断します。20％というのは、
標準体重を20％超過していることにな
ります。20％以上を肥満と定義してい
ます。
　池田　ということは、軽度肥満、重
度肥満というのもあるのでしょうか。
　堀川　30％までが軽度肥満で、30～ 
40％が中等度、40％以上だと重度の肥
満になります。
　池田　20％以上が一般的な肥満とい

う意味での、この20％以上ということ
ですね。
　堀川　はい。
　池田　どのくらいの生徒さんが20％
以上の肥満かはわかっているのでしょ
うか。
　堀川　学年によって異なりますが、
厚生労働省や文部科学省の調査でだい
たいの頻度がわかっています。最近で
は中学生になると女子生徒は肥満が増
えてきて15～20％ぐらい。一番多い学
年でそのぐらいになります。男子生徒
の場合には小学校の高学年から肥満の
お子さんが増えてきて、やはり多い学
年ですと20％程度の肥満が出てくるこ
とになります。
　池田　男女で少しずつ違うのですね。
成長段階にある生徒さんの肥満対策と

して減量があるのかという質問なので
すが、それよりも先に生徒さんが減量
しなければいけないかどうか、何か判
断基準があるのでしょうか。
　堀川　まず肥満に伴った合併症とし
て、肝機能障害や高血圧、糖尿病、あ
るいは耐糖能異常といった生化学的な
異常がある場合には、減量の対象にな
ると思います。
　池田　なかなか学校で採血は難しい
ですよね。そういう場合はどのように
判断されるのでしょうか。
　堀川　小学校や中学校で肥満健診と
か生活習慣病健診というものを行って
いる地方自治体が多くあります。そう
いうところでは、肥満は体重から算出
しますが、肥満度が高いお子さんの中
でも、臨床所見のあるお子さんをピッ
クアップしていきます。臨床所見の中
には、黒色表皮症といいまして、首の
後ろ、後頸部とか、腋窩、わきの下が
黒ずんでくるような皮膚の所見がある
場合は、インスリン抵抗性があるとい
うことになるので、そういう所見のあ
るお子さんをピックアップします。ま
た、睡眠時無呼吸のあるお子さんはア
ンケート調査でピックアップするよう
になっていると思います。
　池田　見た目、あるいは睡眠時無呼
吸は親御さん等にうかがわないとわか
らないことですね。それで治療という
ことになるのですが、まずはどのよう
な治療になっていくのでしょうか。

　堀川　成人の生活習慣病の治療と同
じように、まずは生活習慣を変えてい
ただく、食事、運動療法などを導入し
ていくようにしています。
　池田　遺伝と環境で肥満になると思
うのですが、家族の方にはどのような
お話をされるのでしょうか。
　堀川　食事療法といっても、本人だ
け食事を減らせばいいのではなく、大
抵の場合、肥満のお子さんのご両親ど
ちらか、あるいは両方が肥満である、
あるいはきょうだいも肥満であること
が多いので、ご家族皆さんの食事をバ
ランスよく見直していただく。それか
ら食事量を調査しますと、かなり食べ
過ぎておられるので、そういったもの
を再検討していただくような栄養指導
を行っています。
　池田　食事の内容についてはいかが
ですか。
　堀川　炭水化物をすごく多く取って
いたり、脂質が多かったりということ
はあるかと思います。何よりも食べる
全体の量が非常に多いご家庭が多いと
いうことが言えると思います。
　池田　ある程度、食事の内容と量も
ご家族にお話しされるのですね。成長
段階にあると、やせることで成長障害
などが起こるのではないか。この質問
にもそういうニュアンスを感じるので
すが、その辺はどのようにアドバイス
されるのでしょうか。
　堀川　それは非常に重要な点で、子
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国立成育医療研究センター内分泌・代謝科診療部長
堀　川　玲　子

（聞き手　池田志斈）

　中学校の学校健診で、20％以上の肥満の生徒を見かけますが、成長段階にあ
る生徒の減量対策として、どのようなアドバイスがよいのでしょうか。ご教示
ください。
 ＜新潟県開業医＞

成長期の減量

　池田　中学校の健診時に見つかる肥
満ということで、この質問では20％以
上の肥満の生徒と書いてあるのですが、
これはどういった物差しで測られてい
るのでしょうか。
　堀川　小学生とか中学生の肥満とい
うのは、標準身長に対しての標準体重
を基本として、そこから何％体重が多
いかで判断します。20％というのは、
標準体重を20％超過していることにな
ります。20％以上を肥満と定義してい
ます。
　池田　ということは、軽度肥満、重
度肥満というのもあるのでしょうか。
　堀川　30％までが軽度肥満で、30～ 
40％が中等度、40％以上だと重度の肥
満になります。
　池田　20％以上が一般的な肥満とい

う意味での、この20％以上ということ
ですね。
　堀川　はい。
　池田　どのくらいの生徒さんが20％
以上の肥満かはわかっているのでしょ
うか。
　堀川　学年によって異なりますが、
厚生労働省や文部科学省の調査でだい
たいの頻度がわかっています。最近で
は中学生になると女子生徒は肥満が増
えてきて15～20％ぐらい。一番多い学
年でそのぐらいになります。男子生徒
の場合には小学校の高学年から肥満の
お子さんが増えてきて、やはり多い学
年ですと20％程度の肥満が出てくるこ
とになります。
　池田　男女で少しずつ違うのですね。
成長段階にある生徒さんの肥満対策と

して減量があるのかという質問なので
すが、それよりも先に生徒さんが減量
しなければいけないかどうか、何か判
断基準があるのでしょうか。
　堀川　まず肥満に伴った合併症とし
て、肝機能障害や高血圧、糖尿病、あ
るいは耐糖能異常といった生化学的な
異常がある場合には、減量の対象にな
ると思います。
　池田　なかなか学校で採血は難しい
ですよね。そういう場合はどのように
判断されるのでしょうか。
　堀川　小学校や中学校で肥満健診と
か生活習慣病健診というものを行って
いる地方自治体が多くあります。そう
いうところでは、肥満は体重から算出
しますが、肥満度が高いお子さんの中
でも、臨床所見のあるお子さんをピッ
クアップしていきます。臨床所見の中
には、黒色表皮症といいまして、首の
後ろ、後頸部とか、腋窩、わきの下が
黒ずんでくるような皮膚の所見がある
場合は、インスリン抵抗性があるとい
うことになるので、そういう所見のあ
るお子さんをピックアップします。ま
た、睡眠時無呼吸のあるお子さんはア
ンケート調査でピックアップするよう
になっていると思います。
　池田　見た目、あるいは睡眠時無呼
吸は親御さん等にうかがわないとわか
らないことですね。それで治療という
ことになるのですが、まずはどのよう
な治療になっていくのでしょうか。

　堀川　成人の生活習慣病の治療と同
じように、まずは生活習慣を変えてい
ただく、食事、運動療法などを導入し
ていくようにしています。
　池田　遺伝と環境で肥満になると思
うのですが、家族の方にはどのような
お話をされるのでしょうか。
　堀川　食事療法といっても、本人だ
け食事を減らせばいいのではなく、大
抵の場合、肥満のお子さんのご両親ど
ちらか、あるいは両方が肥満である、
あるいはきょうだいも肥満であること
が多いので、ご家族皆さんの食事をバ
ランスよく見直していただく。それか
ら食事量を調査しますと、かなり食べ
過ぎておられるので、そういったもの
を再検討していただくような栄養指導
を行っています。
　池田　食事の内容についてはいかが
ですか。
　堀川　炭水化物をすごく多く取って
いたり、脂質が多かったりということ
はあるかと思います。何よりも食べる
全体の量が非常に多いご家庭が多いと
いうことが言えると思います。
　池田　ある程度、食事の内容と量も
ご家族にお話しされるのですね。成長
段階にあると、やせることで成長障害
などが起こるのではないか。この質問
にもそういうニュアンスを感じるので
すが、その辺はどのようにアドバイス
されるのでしょうか。
　堀川　それは非常に重要な点で、子
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どもは成長するのが仕事です。中学生
になりますと、思春期の段階が進んで
成長が終了しているお子さんもいらっ
しゃいますが、成長段階にある場合に
はまず体重を減らすのではなくて、今
の体重を維持していただくことをお話
ししています。体重を維持していただ
きますと、身長が伸びてきますので、
結果的に肥満度が減っていくことにな
り、肥満が解消していくことになって
いきます。
　池田　それが理想的だと思ってうか
がったのですが、なかなかそのように
いかない生徒さんも多いと思います。
その場合はどのような治療法があるの
でしょうか。
　堀川　重症の肥満で、なかなかよく
ならない場合は、入院して減量する場
合もありますが、薬物療法は小児に導
入するのはなかなか難しいところがあ
ります。薬物も有効性が確立している
ものも少ないので、まずは外来への定
期受診をきちんと継続していただく。
継続することで肥満度の進行に、ある
程度歯止めがかけられる感じにはなる
と思います。
　池田　そのほか何かサプリメントと
か、そういったものは使われるのでし
ょうか。
　堀川　有効性がどうかという点があ
るのですが、例えば内臓脂肪がすごく
多いお子さんには漢方を使ったり、カ
プサイシンのようなサプリメントをお

勧めしたりすることもあります。
　池田　一方、いわゆる薬物治療が必
要な生徒さんもいらっしゃると思うの
です。そういったとき、小児に適応が
ある薬はなかなか少ないと思うのです
が、先生方はどのようにお使いになる
のでしょうか。
　堀川　高度の肥満になってくるよう
なお子さんはだいたい思春期の方が多
いので、その場合には成人と同じよう
な適応として薬物を使っています。
　池田　例えば肝機能障害、耐糖能異
常、高血圧も成人と同じように治療さ
れるということですか。
　堀川　成人と同じように、必要であ
れば薬物を使うことになります。
　池田　そういった何か目に見える障
害がある方は、先生方もフォローアッ
プされると思うのですが、単純に肥満
のある方というのはなかなか通院され
なくて、大人になってもそのまま無治
療でずっと過ごされると思うのです。
例えば学生のときに肥満であって、大
人になったらどうなるのか。そういっ
た研究はあるのでしょうか。
　堀川　海外ではけっこう大規模なス
タディもあるのですが、小児、特に思
春期の肥満は成人の肥満にトラッキン
グしやすいことはよくいわれています。
　池田　その際は、学生のときには明
らかな肝機能障害等はなくても、大人
になってメタボ症候群の合併が出てく
ることは多いのでしょうか。

　堀川　それはあると思います。特に
インスリン抵抗性は亢進するというデ
ータもあります。
　池田　成人になる前に単純な肥満の
人もずっと追いかけていって、成人に
なってもそういった可能性を考えてフ
ォローアップしなければいけないとい
うことですね。
　堀川　そうだと思います。
　池田　先生方のところで、未成年の
ときにフォローアップされている方は、
ずっと先生方のところに通院されるの
でしょうか。
　堀川　なるべく通院をお勧めしてい
ますが、合併症のない方はどうしても
通院が途絶えてしまったり、それから
必要性があると思われるような方でも、
なかなか成人の診療科に引き渡してい
くことができないということは非常に
問題かと思っています。
　池田　例えば、明らかに症状があっ
て治療している。成人になりますね。
そうすると、先生方のところからいわ
ゆる内科の先生にバトンタッチをして
いくのでしょうか。
　堀川　合併症がある場合とか、症候
群に伴った肥満などは成人の診療科の
先生方にバトンタッチしていって、引
き続き診ていただくことになります。
　池田　今、ほかにもいろいろな小児
慢性疾患がありまして、それが成人に
なってどのように継続して診療してい
くのかですが、橋渡しのときの一番難

しい点はどの辺なのでしょうか。
　堀川　本人がどのぐらいモチベーシ
ョンを持って成人の先生のところに通
院してくださるか。あるいは、ご家族
がどのぐらい理解しておられるかが一
番問題になるかなと思います。成人の
先生はそういった生活習慣病を専門に
していらっしゃる方が多くおられます
ので、通いやすいような、自宅から近
いところとか、学校から近いところと
かを紹介するように心がけています。
　池田　通院しやすさというのが一つ
ですね。男女でだいぶ反応が違うと思
うのですが、女子と男子では、どちら
のほうがやりやすいとか、そういうの
はあるのでしょうか。
　堀川　それぞれに難しいお子さんは
難しいですが、女子の場合には自分の
好みの洋服が着られるとか、そういう
ことが少し肥満対策の励みになるかと
思います。男子の場合には、ひきこも
りになる方が女子よりは多く見られる
ように思いますので、ひきこもりの肥
満というのは非常に治療も難しいとい
うことが言えると思います。
　池田　ひきこもるということは、先
生方のところにうかがう頻度も減って
しまうということですね。
　堀川　そうですね。
　池田　社会問題とも一体化している
ような難しい話ですね。ありがとうご
ざいました。
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どもは成長するのが仕事です。中学生
になりますと、思春期の段階が進んで
成長が終了しているお子さんもいらっ
しゃいますが、成長段階にある場合に
はまず体重を減らすのではなくて、今
の体重を維持していただくことをお話
ししています。体重を維持していただ
きますと、身長が伸びてきますので、
結果的に肥満度が減っていくことにな
り、肥満が解消していくことになって
いきます。
　池田　それが理想的だと思ってうか
がったのですが、なかなかそのように
いかない生徒さんも多いと思います。
その場合はどのような治療法があるの
でしょうか。
　堀川　重症の肥満で、なかなかよく
ならない場合は、入院して減量する場
合もありますが、薬物療法は小児に導
入するのはなかなか難しいところがあ
ります。薬物も有効性が確立している
ものも少ないので、まずは外来への定
期受診をきちんと継続していただく。
継続することで肥満度の進行に、ある
程度歯止めがかけられる感じにはなる
と思います。
　池田　そのほか何かサプリメントと
か、そういったものは使われるのでし
ょうか。
　堀川　有効性がどうかという点があ
るのですが、例えば内臓脂肪がすごく
多いお子さんには漢方を使ったり、カ
プサイシンのようなサプリメントをお

勧めしたりすることもあります。
　池田　一方、いわゆる薬物治療が必
要な生徒さんもいらっしゃると思うの
です。そういったとき、小児に適応が
ある薬はなかなか少ないと思うのです
が、先生方はどのようにお使いになる
のでしょうか。
　堀川　高度の肥満になってくるよう
なお子さんはだいたい思春期の方が多
いので、その場合には成人と同じよう
な適応として薬物を使っています。
　池田　例えば肝機能障害、耐糖能異
常、高血圧も成人と同じように治療さ
れるということですか。
　堀川　成人と同じように、必要であ
れば薬物を使うことになります。
　池田　そういった何か目に見える障
害がある方は、先生方もフォローアッ
プされると思うのですが、単純に肥満
のある方というのはなかなか通院され
なくて、大人になってもそのまま無治
療でずっと過ごされると思うのです。
例えば学生のときに肥満であって、大
人になったらどうなるのか。そういっ
た研究はあるのでしょうか。
　堀川　海外ではけっこう大規模なス
タディもあるのですが、小児、特に思
春期の肥満は成人の肥満にトラッキン
グしやすいことはよくいわれています。
　池田　その際は、学生のときには明
らかな肝機能障害等はなくても、大人
になってメタボ症候群の合併が出てく
ることは多いのでしょうか。

　堀川　それはあると思います。特に
インスリン抵抗性は亢進するというデ
ータもあります。
　池田　成人になる前に単純な肥満の
人もずっと追いかけていって、成人に
なってもそういった可能性を考えてフ
ォローアップしなければいけないとい
うことですね。
　堀川　そうだと思います。
　池田　先生方のところで、未成年の
ときにフォローアップされている方は、
ずっと先生方のところに通院されるの
でしょうか。
　堀川　なるべく通院をお勧めしてい
ますが、合併症のない方はどうしても
通院が途絶えてしまったり、それから
必要性があると思われるような方でも、
なかなか成人の診療科に引き渡してい
くことができないということは非常に
問題かと思っています。
　池田　例えば、明らかに症状があっ
て治療している。成人になりますね。
そうすると、先生方のところからいわ
ゆる内科の先生にバトンタッチをして
いくのでしょうか。
　堀川　合併症がある場合とか、症候
群に伴った肥満などは成人の診療科の
先生方にバトンタッチしていって、引
き続き診ていただくことになります。
　池田　今、ほかにもいろいろな小児
慢性疾患がありまして、それが成人に
なってどのように継続して診療してい
くのかですが、橋渡しのときの一番難

しい点はどの辺なのでしょうか。
　堀川　本人がどのぐらいモチベーシ
ョンを持って成人の先生のところに通
院してくださるか。あるいは、ご家族
がどのぐらい理解しておられるかが一
番問題になるかなと思います。成人の
先生はそういった生活習慣病を専門に
していらっしゃる方が多くおられます
ので、通いやすいような、自宅から近
いところとか、学校から近いところと
かを紹介するように心がけています。
　池田　通院しやすさというのが一つ
ですね。男女でだいぶ反応が違うと思
うのですが、女子と男子では、どちら
のほうがやりやすいとか、そういうの
はあるのでしょうか。
　堀川　それぞれに難しいお子さんは
難しいですが、女子の場合には自分の
好みの洋服が着られるとか、そういう
ことが少し肥満対策の励みになるかと
思います。男子の場合には、ひきこも
りになる方が女子よりは多く見られる
ように思いますので、ひきこもりの肥
満というのは非常に治療も難しいとい
うことが言えると思います。
　池田　ひきこもるということは、先
生方のところにうかがう頻度も減って
しまうということですね。
　堀川　そうですね。
　池田　社会問題とも一体化している
ような難しい話ですね。ありがとうご
ざいました。
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