感受性の低下）を生じやすく、２型
糖尿病への進展も警戒しなければな
りません。
その他、特に警戒すべき肥満につ
いて表１にまとめました。
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減少や、食生活の乱れなどによる肥
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必要です。
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こすことができます。毎日の体重測
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特に家族性高コレステロール血症ヘ

脂質異常では家族歴も重要です。
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① 高度肥満

わが国で、
子どもの肥満や生活習慣病予防が問題とされるようになったのは1970年頃から。
子どもの肥満の出現率がそれまでの２〜３倍に急増し、
約10％の出現率となりました。
さらに近年はインターネット、
スマートフォンの普及がめざましく、
中には依存症や睡眠不足などが顕著となり、
子どもの肥満症の増悪因子ともなっています。
今号では、
本会クリニックの小児健康相談室で肥満・コレステロールを担当している岡田知雄神奈川工科大学特任教授が、
子どもの肥満・脂質異常について解説します。
表2

医師がお答えします！
２次性肥満の精査

成長曲線から
低身長かつ肥満

④

高インスリン血症

⑦ 黒色表皮症を伴う肥満

保健会館クリニックの
Q3
健診結果で警戒すべき肥満
表１

