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候性脳梗塞(')意味付(･十が明確でなし､現在.薬剤投与以前

に改善できる点かZMこい･I7姿勢が明確であー-､た.特iこ.

抗血小板療法は血小板凝集能先進を認めた場合に限ると

いう施設が多く,薬剤治療対象を選択 しようとする努力

がなされているといえる.

脳 トJI)受診後脳疾患を発症 したのは上1例で,脳梗塞

例であ-'た. くも膜下出血の 1例は脳血管撮影における

小さな脇動脈痛の見逃 しともいえるが,再検討でやっと

確認できる程度のものであったことを考慮すると,脳動

脈癖診断の難しさが伺える.しかし,脳神経外科医にと-,

て避けるべきことには違いない.検診後の発病はどの検

診でも有･r)得る二七ではあるが.脳 トノウへL/T)不信を避

けるためには検診時をこ結果説明がきちんとなされている

ことが重要であろう.

脳 ト′り施行上の問題点として種々回答頂いたが,受

診者L')浬解IMRAの精度.脳疾患-の対応,Fl常臨床

の中で制約された時間などをこまとめられる.魔界糖度の

向上,担当医師LT)充実などによl)次第に解Rlされていく

ものも多いと思われるが,脳 ドックの有益面とその限界

を受診者-啓蒙していくことも大切で,検診としては未

熟な脳 ドックを,社会においてより倍額塵の商いものと
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各科慣域における検診 ion

upill()rdeⅠ･topreventeardioandcerebrovasculardiseasesintheiradulthood. In1994,

211obesechildren.143boysand68girls,Ⅰ･ecei＼,edthehealthcheck-up. Theaヽ,eI･age

relativeweight(apercentageoftheidealweightforage,height.andsex)ofthechildren

was151.9%. Ofthechildren,5.79/6'hadhigherbloodpressur･efortheil-ageandsex,

and31.LJI00hadhypercholesteremia(over2()0mg::dll. Abdominalechography revealed

that21.300ofthechildrellhavefattyinfiltrati(_1nintheirliver. ltisimportanttofind

outobesechildrenandcheckthecomplicati()nsrelatedtoobesity.

Keywords:otrsity,childrerl,hTPCrCholesteremia.hypertension.fattyli＼でr

は じ め に

現在,我が国では児童生徒の9-10%が肥満であり,

この頻度は10年前の約 2倍と言われている.このように

肥満小児はますます増加する傾向をこあることから,小児

期からの成人病予防健診の必要性が指摘され 各地で普

及 しつつある1).健康小児を含め金属を対象とするもの

と,肥満小児を抽出して行う, 2つの方法があるが,塞

稿では後者について述べる.

対象お よび方法

新潟県三市中蒲地区では ｢肥満傾向児健診｣が実施さ

れている.実施主休は市町村教育委員会で,糞護教諭に

より児童,生徒の肥満度 (標準体重比)が計算され 市

町村により+300｡以上かあるいは+40%以上のものが抽

出され このうちの希望者が新潟県労働衛生医学協会の

新津成人病検診センターを受診する.新潟大学小児科医

師が検査に協力し.三市中蒲医師会所属医師が診察と検

査結果の判定を行 う.

1994年度の健診には211人 (男児143人,女児68人)

が受診 し,年齢は6-15歳 t平均 10.3±2.1歳)であっ

た.

検査項 目は,両 Dinamap型自動血圧計による血圧

測定,し21血液検査 (検血.-一般.血清総 コしてテロ一一JL

(TC).中性脂肪 (TG),HDL-C,アポりボ蛋白 (丁ポ)

A-1およびB,GOT,GPT. コりンエステラ=ゼ,血

糖).甘l尿検査 (蛋白,潜血,糖),困 手関節 X-pに

よる骨年齢評価,(51Harpenden皮脂厚計による皮脂

厚 (上腕三頭筋部+肩甲骨部)の測定.し61biological

impedancea (RJLspectrum.bodycomposition

analyzer)による体脂肪率測定,(7)腹部ユニ-一による

脂肪肝の有無の評価,であった.主な検査項目の判定基

準を表 Iiこ示 した.

結 果

各検査項 目の陽所見者数を豪 又に示 した.なお,検

査項目によっては一部実施できないものがあった.

1. 肥満度

961で,中等度肥満が46.49..高度肥満が53.60｡を占

めていた.

2. 皮脂厚および休脂肪率

受診者全員が皮脂厚増加と判定された.また.受診者

の97.90･6Jが体脂肪率増加と判定さ.1'1_た.

3. 高血圧

受診者の5.70′6カニ高血圧と判定された.

4. 脂質関連検査

受診者のうち,高コレステ四一ル血症と判定されたも

のが31./lO､｡,高 LDL-C 血症が32.3%.高中性脂肪

血症が10.OQ･､｡,低 ut)L.C･血症が 1.99.,動脈硬化指

数が 14.8%'.ァポ B.,A-1高値が3.40｡であった.

5.糖尿病関連検査

空腹時高血糖のものはいなかった.

6. 脂肪肝関連検査

受診者の24.2%pが高 GFT血症と判定された.また.

受診者の21.3%が腹部エコーで脂肪肝ありと判定 され

た.

考 案

毎年約 200人の児童.生徒が=市中涌地区肥満傾向児

健診を受診する.養護教諭が肥満度を計算して対象者に

対 して受診を勧奨するが,受診するか否かは本人と保護

者の判断に委ねられる.実際.女児ははずかしがって希

望 しないものが･多いせいか,男児が受診者の3分の2を

占めている.

･卜児では肥満の判定には一般に肥満度 (性別年齢別身
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表 1 各検査項目の判定基準および陽所見音数

I. 肥満度 (性別年齢別身長別標準体重比)
軽度肥満 +20-+3()タb' _追
中等度肥満 +30-+50% j墨
高度肥満 +50%以上 193

2. 皮脂厚および体脂肪率
皮勝率増
(男児〕警～11藩親 m 以上

12-14歳 25mm 以上
15-18歳 30nlnl以上

体脂肪率増加 及86月90
し男児)209b'1IJ.上

(女児)9-11歳 30mm 以上
12-14歳 35mm l:LL
15-18歳 40mnl以上

(女児)14歳まで 25.9鉦1上
15歳から 309鉦1上

3. 高血圧 皿
(,J､学生) 収縮期EE135.,I-拡張期圧 80mmHg以上
(中学生男児) 収縮期圧 140:/拡張期圧 85mmHg以上
(中学生女児) 収縮期圧135/拡張期圧 80mmHg以上

4. 脂質関連検査
高コレステロ--/L血症
高 LDL-C血症
高中性脂肪血症
低 HDLl二血症

㍑

om
mg

0
3
5
0

2
1
1
4

良,'dl以上 堕長辺
ど::dl以上 壁上｣呈主9

ー以
ll

d1∫/ag/
動脈硬化指数高値3
.
0以上
7ポB/A-1高値1.O
以上

5. 糖尿病関連検査
高血症 空腹時 11()mg/･:dli:1上

6.脂肪肝関連検査

皇 ●一 ･'.I. 州 ･.- ､: :I
脂肪肝なし !堕
軽度脂肪肝 肝腎コントラストがわずかに上昇 ｣担

違憲嘉震欝肝 警警蒜 品晶毒去窟買喜深 意昇 増

長別標準体重比)が用いられる.Kaup指数 (体重ノ･.′身

長2)や Rohrer指数 (体重/＼身長3)はその漂準値が性,

年齢,身長により大きく異なるため,正確に過体重を評

価できないし,同一個人の経時的観察には適さない,

肥満の定義はあくまでも脂肪が過剰に蓄積 した状態で

あることから.肥満の評価には体脂肪量を測定 しなけれ

ばならない.以前から皮脂厚計.最近では電気抵抗を用

いた biological impedance法 (BIA)や脂肪の分布を

みる方法として腹部エコーなどが用いられておEp),本健

診でもこの3著を取り入れている.

本健診の受診者はすべて中等度以上の肥満のため,そ

のほとんどが体脂肪量は過剰と判定された.肥満度と体

脂肪量はよく相関するが,肥満度からは肥満と判定され

るが実際の休刊防塵は少ないものが少数ではあるが存在

する.こうしたものは厳密には過体重で肥満ではない.

本健診では受診者の2.1%̀が BIA で正常体脂肪率と判

定された.

肥満の合併症として高血圧は重要である.ただし,小

児の血圧を測定する際には.最低3回以上の連続測定を

行い2),上腕周囲長の大きさiこ見合ったカ7を選択 しな

ければならない31.とくi･こ肥満児では上腕周囲長が大き

くなるために注意が必要である.1988年に AmericaII

HeartAssociationは上腕周囲長の40%以上の幅のカ

7を用いるよう勧告している小.小児の高血圧の基準は

成人よりも低 く5■',性別年齢別により異なる.今回の健

診では5.7.%が高血圧と判定された.

成人では一般に血清総コしステロー--ル (T.Chollが

220mg:.!■一dl以上の場合に治療が必要とされている. し.

かし,小児の基準値は成人よりも低 く,200 mglJ:dl以

上である.今回の受診者のうち31.4%が高コレステロー

ル血症と判定された.肥満度と T.Cholは必ず しも相

関 しない.高コレステロール血症を合併する肥満′ト児に

食事療法を開始すると,肥満度の改善よi)もコレステロ-

ルの正常化が先行する場合があり,摂取カロリーよりも

むしろ食事の内容が高脂血症に影響 していると考えられ

る.
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最近ではこうした健診で丁ボリポ蛋白を測定すること

が提唱されている6~:..7ポBは LDL-コしステロ-I-ルの

主要丁ポ蛋白であL),動脈硬化促進作間が強い.--,･方.

7ボ A-1は HDL-:1L,ステロー′レの主要ー'1'ポ蛋白で,

動脈硬化を防 ぐ働きがある.･･.--一般には7ポ B::A-1比が

計算され 1.0以上のものは動脈硬化の高危険群とされ

従来こうした健診では血清 GOTや GFrの測定は

されていたが.腹部エコーは取り入れられていなかった.

今回の健診では受診者全体の21.39,0に脂肪肝が認めら

れたことから.腹部エコーは必須の検査項目と考えられ

た.

結 語

三市中蒲地区肥満傾向児健診について述べた.轟脂血

症,高血圧.糖尿病,脂肪肝は肥満の合併症として代表

的なものであるが,いずれも自覚症状が全くなく,健診

を実施 しない限i･)は発見することができない.肥満およ

びその合併症を早期に発見し,食習慣の改善,生活環境

の変容を促すことで,′ト児のうちに肥満を解消すること

は,成人期以後の糖尿病.心血管疾患,髄血管疾患の発

症を防くやことをこ繋がる.小児期からの成人病健診が益々

普及することを望む.
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司会 ありがとうございました.

各演者に対 して皆さんからご発言がございませんが,

今日は,いろいろ,各科領域における検診の現状と問頃

点ということで,先生方には,大変.解 りやすくまくi二め

て,ご発表いただきました.

私達は,検診により,各種の病気.健康をチェIIJ'7し

て,病気の早期発見.早期治額を図るだけでなくて.必

要なものに対 しては.栄養とか運動などの生活指導.或

いは適切な治療-の指導を行いまして,地域の皆さんの

健康保持,増進を図り,健やかで,生き甲斐のある老後

対策に寄与 したいと思います.

それでは,時間になりましたので,今日のシンポジウ

ムはこれで終わらせていただきます.ご清聴ありがとう

ございました.


