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要 旨

小児の ｢食｣の問題は,こころと身体に生涯にわたる問題を引き起こす.その間題の解決に

は,その背景もふまえた対応が必要である.肥満小児の頻度は,現在,小中学生の約 10%であ

り,過去30年間で約 3倍に増加した.肥満に起因ないし関連する健康障害 (医学的異常)を合

併する場合で,医学的に肥満を軽減する治療の必要とする病態を肥満症といい,肥満学会から

診断基準が提示されている,体質,子宮内環境の不良および日常生活の問題から小児肥満が発

症し,成人と同様のメタポリックシンドロ-ムの状態になり,糖尿病合併症や動脈硬化が進展

する.また,過体重による運動能力の低下は,学校生活でのQOLを低下させる.小学生の肥満

では,副腎男性ホルモンが増加し,骨年齢を促進させ,最終身長を抑制する.若年女子の肥満で

は,妊娠中毒症や分娩異常も来たしやすい.そして,こどものころに身についた生活習慣は大人

になっても改善しないため,自分自身と同じように子育てをすることになり,次世代も肥満し

やすくなる.このように小児肥満では,成人肥満よりもはるかに多くの心身の問題を抱えてお

り,しかも次世代に確実に影響を与える.英国のBarkerにより提唱された成人病胎児起源説は,

乳幼児期の環境も大きな要因であることがわかり,Developmentaloriginsofadulthealthand

diseaseという概念に拡大された.多くの疫学研究から出生体重の軽い方が,メタポ リックシン

ドロ-ムに進展しやすいことが示唆された 可塑性の高い発達段階では,何らかの ｢契機｣が

あると,エビジェネティツタ効果を起こし,表現型を変えていく.その変更が後の環境に,マッ

チした場合は健康になり,ミスマッチした場合は疾病になりやすいと考えられている.現在の

日本では,低出生体重児の頻度が増加し,平均出生体重が低下している.すなわち,胎児期の栄

賓の需要と供給の ミスマッチおよび胎児期と出生後の栄養供給のミスマッチが存在すると考え

られる.これは,次健代へ健凍障害を伝播しやすい状態とも考えられる.小児期からの生活習慣

病予防は,本人の健康増進のみならず,その予ども,孫の生活習慣病予防にもなる.少子化の今

こそ,子どもに対する生活習慣病予防,特に食膏が重要であると考えられる.
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は じ め に

小児にとって ｢食｣とは,成長のための栄養摂

取であると同時に,生活リズムを作るものである.

また,楽しみでもあり,家族や友人とのコミュニ

ケーションの鳩でもある.したがって,その間題

は,肥満ややせを,低身長を中心とした成長障害

辛,起立性調節障害などの自立神経の障害,さら

には拒食症をはじめとするこころの発達障害を引

き起こす,さらに,生活 リズムの乱れやこころの

問題を抱えている小児は, ｢食｣の問題を引き起

こし,二次的な成長障害や自律神経の異常の原因

となるというような悪循環に陥る.成長期の小児

における ｢食｣の問題は,成人と異なり,ここら

と身体に生涯わたる問題を引き起こす.

小児の ｢食｣の問題の背景には,その養育者や

家庭に問題があることは明らかである. しかも,

その養育者や家庭は,地域,社会に大きな影響を

受けている.例えば,景気が悪くなり,父親がリ

ス トラされて,母親が,夕方,パー トタイム勤務

をしなければならなくなった場合,その家庭の

｢食｣に問題が生 じてしまう.このような場合,

｢食｣の問題の原因を,その家庭だけに押 し付け

ることはできない.小児の ｢食｣の問題を考える

場合,常にその背景も考える必要がある.

子どもの肥満の現状と問題

肥満小児の頻度は,現在,小中学生の約 10%で

あり,過去 30年間で約 3倍に増加 した.最も増加

した時期は,いわゆるバブル期であり,バブル崩

壊後は,その増加率は少なくなった.小児肥満全

体の増加傾向には歯止めがかかっただが,日常診

療では,健康問題を抱えた肥満小児は増加してい

る印象がある.また,この20年間で肥満だけでな

くやせも増加 し,普通体型の子どもが減少してい

る.新潟市の学校糖尿病検診の結果より,平成以

降,中学生の2型糖尿病の発見率が増加しており,

1型糖尿病の発症率よりも多くなった 1).ちなみ

に,小児の肥満の判定には,学校保健統計から計

算された男女別身長別標準体重を用いた肥満度を

使用し,肥満度+20%以上を肥満と判定する.

肥満に起因ないし関連する健康障害 (医学的異

常)を合併する場合で,医学的に肥満を軽減する

治療の必要とする病態を肥満症という.診断基準

(日本肥満学会)は,5歳0ヶ月以降の肥満児で以

下のいずれかの条件を満たすものである.①Å項

目の 1つ以上を有するもの ②肥満度が50%以

上でB項目の 1つ以上 ③肥満度が50%未満で

B項目の2つ以上.A.肥満治療が特に必要とな

る医学的問題 ①高血圧 (高血圧治療ガイドライ

ン参照)②睡眠時無呼吸など肺換気障害 (卦2型

糖尿病,または耐糖能異常 出bAIcの異常な上昇)

空腹時血糖 110mg/dl以上,随時,OGTT2時闇値

140mg/dl以上,HbAle,5.5%以上 ④腹囲増加

(80cm以上)または,膳部 CTで内臓脂肪蓄積

(60cm2以上)B.肥満と関連が深い代謝異常など

①肝機能障害 (Å汀,31IU/l以上) ②高インスリ

ン血症 (15ilU/l以上) ③高コレステロ-ル血症

(TC220mg/dl以上 orLDLC,140mg/dl以上)

④高中性脂肪血症 (120mg/dl以上) ⑤低HDL

コレステロール血症 (40mg/dl未満) ⑥黒色表

皮症 ⑦高尿酸血症 (6.0mg/dl以上)参考項目

①皮膚線状,股ズレなどの皮膚所見 ②肥満に起

因する骨折や関節障害 ③月経異常 (続発性無月

経が 1年半以上持続する) ④体育の授業などに

著しく障害となる走行,跳躍能力の低下 ①肥満

に起因する不登校,いじめなど.成人の基準と異

なり,小児肥満症ではQOLに関わる問題も重視

されている.

次に,小児のメタポリックシンドロームの基準

は,成人と同様で,腹囲の増大が必須で,その他,

血糖,血圧,脂質のうち,2つ以上の異常があれば

メタポリックシンドロームと診断する.基準値は

腹囲,小学生,75cm以上,中学生 80cm以上.

空腹時血糖 100mg/dl以上 血圧 125/70mmHg

以上 .TG≧ 120mg/dlあ るい は HDLIC<

40mg/dlである.

小児肥満の原因と諸問題を示す (図 1)2).体質,

子宮内環境の不良および日常生活の問題から肥満

が発症する.成人と同様に,内臓脂肪蓄積からア

ディポサイ トカインの異常,インスリン抵抗性,
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日常生活の問題 (過食､高脂肪食､運動不足､不規則な生活､ス トレス)

最終身長の低下

図 1 小児肥満の原因と諸問題およびその悪循環

高インスリン血症が生じ,糖尿病,高血圧脂質異

常症,肝機能障害,高尿酸血症という生活習慣病

が発症する.その後,小児期でも成人と同様に糖

尿病合併症や動脈硬化が進展することもわかって

いる.また,図 1の右側に,小児期特有の問題点

を示す.まず,過体重のために,運動能力が低下

することが大きな問題である.子どもにとって,

運動能力の低下は,学校生活でのQOLの低下を

意味する.その他,外見の問題もあり,学校生活

では,おきなハンディキャップになり,不登校に

進展することもまれではない.不登校は,運動不

足,生活リズムの乱れを引き起こし,肥満を増悪

させるという悪循環を形成する.さらに,小学生

に肥満では,副腎の男性ホルモンが増加し,骨年

齢を促進させ,最終身長を低く抑えてしまう.若

年女子の肥満では,妊娠中毒症のため胎児の子宮

内発育不全をおこし,肥満が次世代に伝播する可

能性もある.また,分娩異常も来たしやすい.そ

して,こどものころに身についた生活習慣は大入

になっても改善しないため,自分自身と同じよう
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に子育てをすることになり,次世代も肥満しやす

くなる.

このように,小児肥満では,成人肥満よりもは

るかに多くの心身の問題を抱えており,しかも次

世代に確実に影響を与える.

小児の ｢食｣とDevelopmentalorigins

ofadulthealthanddisease(DOHaD)

英国のBarkerが出生体重児の低下が,冠動脈

疾患や2型糖尿病との発症と関連するという英国

での疫学研究をもとに成人病胎児起源説 (Barker

説)として提唱した3).最近,胎児期だけでなく,

乳幼児期の環境も大きな要因であることがわか

り,また,生活習慣病だけでなく,精神疾患,血液

疾患等にも関連していること明らかになった.以

上より,従来の概念は,成人期の健康,疾患は,胎

児期からの発育と関連するという概念 (DOHaD)

に拡大された.

現在,DOHaDの概念は図2のように考えられ
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発育期の環境

可塑性

成熟期の環境
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図2 DOHaDにおけるエビジェネティツタ機序 とミスマッチ

概念 (文献 4)より引用改変)

母親の問題のある生活習慣､成長障害

母体の高血糖
胎児の低栄養

母体あるいは胎盤のそ

の他の影響

図3 倹約表現型説 (成人病胎児起源説)の機序 (文献 3)より引用改変)
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ている4).可塑性の高い発達段階では,何らかの

｢契機｣があると,エビジェネティツタ効果を起

こし,表現型を変えていく.その変更が後の環境

に,マッチした場合は健康になり, ミスマッチし

た場合は疾病になりやすい.

胎児期の低栄養は,筋肉,肝臓,脂肪組織でイ

ンスリン抵抗性を惹起する,また,視床下妄執 下

垂体,副腎系および交感神経のリセットを起こし,

これもインスリン抵抗性を惹起する.また,勝臓

の/9細胞機能を低下させ,腎臓でネフロンの形成

を抑制する.異常より,糖尿病,高血圧の発症が

促進され,メタポリックシンドロームが形成 しや

いと考えられている 個 3)3).

我々は,3歳時の血圧と,出生体亀 3歳略の体

重の関連を検討 し,出生体重が軽く,3歳時の体

重が重い群の血圧が高く,逆に出生体重が重く,3

歳時の体重が軽い群の血圧が低い傾向を報告 し

た5).また,肥満小児を対象に,出生体重で3群,

腹囲で3群,計 9群にわけ,メタポリッタシンド

ロ-ムの頻度と血清インスリン値を検討 したとこ

ら,出生体重が軽く,腹囲が大きい群が最もメタ

ポリックシンドロームの頻度および血清インスリ

ン値が高かった.肥満小児では,腹囲や内臓脂肪

巌で補正すれば,血清インスリンと出生体重とは

負の相関がある6)7).以上より,日本人小児でも

出生体重の軽い方が,メタポリッタシンドロ-ム

に進展 しやすいことが示唆された.

現在の日本では,低出生体重児の頻度が増加し,

平均出生体重が低下している.すなわち,現在の

日本では,胎児期の栄養の需要と供給の ミスマッ

チおよび胎児期と出生後の栄養供給の ミスマッチ

が存在すると考えられる.これは,次世代へ健康

障害を伝播しやすい状態とも考えられる.

小児期からの生活習慣病予防は,本人の健康増

進のみならず,その子ども,孫 の 生 活 習 慣 病 予 防
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にもなる.少子化の今こそ,子どもに対する生活

習慣病予防,特に食背が重要であると考えられる.
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