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子どもの成長の異常とその対応

東京慈恵会医科大学 小児科学講座
宮田 市郎

港区学校保健会講演会 (2022/2/24)
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1. 子どもの成長

2

子どもの平均的な成長パターン

乳児期 小児期 思春期

栄養の摂取が重要 「成長ホルモン」が重要 「性ホルモン」が重要

11歳

（「成長と成長ホルモン」 監修：旭川医科大学小児科学講座教授 藤枝憲二より ）
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子どもの成長を左右するもの

基本は規則正しい生活

睡 眠 精 神
（愛情 ・ 心理）

薬

運 動 食生活

日常生活（外的要因）

ホルモン

子ども自身
（内的要因）

遺 伝

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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父の身長 ＋ 母の身長 ＋１３
男子の目標身長 ＝

２

成人身長には両親の身長が影響するが、遺伝的に100％決定される

ものではなく、特に低身長の子は環境の影響が大きい

父の身長 ＋ 母の身長 －１３
女子の目標身長 ＝

２

遺伝的目標身長の出し方

（単位＝cm）

男子は目標身長±9ｃｍ、女子は目標身長±8ｃｍ以内なら、

遺伝的範囲内と考えられる（目標身長範囲）

遺 伝

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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性ホルモン

成長ホルモン 骨の成長を進める物質をつくり、骨の成長を促す

直接骨に働きかけて成長を促す

甲状腺ホルモン

成長ホルモン甲状腺ホルモン

性ホルモン

脳下垂体

骨の成長

背が伸びる

思春期の背の伸びに

スパートをかける

分泌

分泌

肝臓

ソマトメジンC （IGF-Ⅰ）

骨の成熟

骨に働きかけて骨の成長を促す

骨に働きかけて思春期にスパートをかけるが、

同時に骨の成熟を促して成長を止める

甲状腺

成長を止める

卵巣・精巣

分泌

成長に関係する３つのホルモン

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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成長と思春期

思春期には性ホルモンが多く出始め、成長因子が増加し、

盛んに骨が作られるため、この時期に急激に身長が伸びる。
成長スパート

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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子どもの成長 何が問題？

身 長

発育が足りない・遅い 発育が早い・過多

体 重

性成熟

伸びない
（低身長）

増えない
（体重減少）

性腺発育の遅れ
（睾丸・卵巣発育不全）

伸びすぎ
（高身長）

増えすぎ
（肥満）

性腺発育が早い
（性早熟症）

●子どもの発達も同時に評価していくことが必要！
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2. 低身長 (成長障害)

9

低身長とは？

1. 同じ歳の同性の子に比べてかなり背が低い。
−2 SD 以下（身長のSDスコアが－2 SDよりも

低い子どもは全体の2.3%。100人に2人。）

2. 年間成長速度がとても遅い。

年間の伸びが 4 cm 以下（標準成長率－1.5
SD以下）
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平均値 －２．０SD↓ 低身長

平均値 －２．５SD↓ 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象

平均値 －３．０SD↓ 精密検査・必須

身長の評価方法

1. SD法

SD値＝ (身長の実測値ー同性同年月齢児の平均値)
÷同性同年月齢児の標準偏差

2. パーセンタイル法
同性、同年齢の子どもを背の低い順に100人並べた
場合に前から何番目かを示す単位。

3. 1, 2の方法に基づく成長曲線の作成

11

SDスコアとパーセンタイルの関係

-2 SD： 2.3 パーセンタイル
-2.5 SD：0.62 パーセンタイル

-3 SD：0.14 パーセンタイル
（ファイザー株式会社ホームページ「Ｇｒｏｗｔｈ Ｈｏｒｍｏｎｅ World」みんなの広場より）
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成長曲線

（2000年度乳幼児身体発育調査・学校保健統計調査）

13

パーセンタイル身長体重成長曲線

（2000年度乳幼児身体発育調査報告書・学校保健統計調査報告書）
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ホルモン分泌の異常

病的原因が見当たらないもの

（特発性）

体質性低身長

家族性低身長

心理社会的要因

成長ホルモン分泌不全性低身長症

甲状腺機能低下症、思春期早発症 など

愛情遮断性低身長

脳腫瘍・心疾患・肝疾患

慢性腎不全・ムコ多糖症

アミノ酸代謝異常症 など

ターナー症 候 群

ＳＧＡ性低身長症 など

軟骨無形成症 など

染色体の異常

小さく生まれたことが関係しているもの

内臓の病気など

軟骨や骨の異常

奇形症候群 プラダー・ウィリー症候群

ヌーナン症候群 など

低身長の原因

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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3. 治療が必要となる代表的な低身長

16

成長ホルモン分泌不全性低身長症 (GHD)

脳の下垂体から分泌される成長

ホルモンの分泌が悪くなり、骨の

成長が停滞するために起こる。

もともと低めの身長が徐々に離れ

ていき、-2SD以下の低身長が認

められる。骨年齢も遅延する。

2種類以上の負荷試験でGHが低

反応を示す。分泌不全の程度は、

ほとんど分泌されない重症例から

軽症例まで幅がある。

治療は成長ホルモンの在宅自己

注射を行う。

17

成長ホルモン分泌不全性低身長症の男児例 (自験例)
14歳で身長 - 4.5 SD、幼稚様の体型を示す。

18



2022/2/24

4

GHD児の手根骨 X-P

GH分泌不全症
⾻年齢の遅延が認められる。 （「成長異常疾患ガイドブック」 監修：岡田義昭より）

19

成長ホルモン治療
注射は専用の注射器を用いて自宅で行う

GHDでは0.175 mg/kg/週 (週6〜7日、皮下注射)

20

成長ホルモン治療開始

成⻑ホルモン分泌不全性低⾝⻑症における治療効果

21

ターナー症候群

女子の1,000～2,000人に１人

Ｘ染色体が１個不足または１部欠損

多くの例では、卵巣の発育が極めて悪く、女性ホル

モンや卵子を正常につくることができない。

女性ホルモンの治療で二次性徴を起こす必要がある

が、月経が発来する例も約20％みられる。

●新生児期 リンパ浮腫

心奇形

●３歳以降 低身長

翼状頚（よくじょうけい）

外反肘（がいはんちゅう）

二次性徴の欠如・・・卵巣機能不全

元々低めに成長し、思春期からの成長加速がない。

早い段階の専門医による関与が

ターナー女性のQOLを高める

成長ホルモン治療の適応となる。

22

ターナー症候群の染色体

45, X

X Y

45,X/46,X,i(Xq); 45,X/46,XX; 45,X/46,X,r(X); 46,X,i(Xq)などもある。

23

ターナー症候群の外反肘

24
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軟骨無形成症の子どもは、軟骨が発育できないので、

縦方向に伸びない。

骨が太くなる現象は保たれているので骨は太くなり、

体も太くなるが、手足が極端に太く、短くなる。

軟骨ができて、骨に置き換わり、

縦方向に骨が伸びる

・・・・・軟骨性骨形成

横方向に骨が太くなる ・・・・膜性骨化

無治療の時に成人身長は、

女子約125cm、男子約133cmである

軟骨や骨の異常 軟骨無形成症

25

軟骨無形成症の男児 (自験例)

成長ホルモン治療
の適応となる。

26

SGA(small-for-gestational age )

お母さんのお腹の中にいる期間（在胎

週数）に相当する標準身長・体重に
比べて、小さく生まれること。

小さく生まれて、２～３歳を過ぎても
ほかの子に成長が追いつかない場合

SGA性低身長症の可能性があります。

SGA性低身長症

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）

27

SGAの定義
出生時の体重および身長がともに在胎週数の10 パーセンタイル未満

（ICD-10、日本小児科学会、日本産婦人科学会の基準）

厚生労働省大臣官房統計情報部編：疾病、傷害および死因統計分類提要〔第2巻内容例示表〕 厚生統計協会：658,2006 [L20081001002] より作図

SGA

10パーセンタイル

（重）

（軽）

体
重

（低） （高）

10パーセンタイル

身長

28

SGA(small-for-gestational age)性低身長症

3歳以降、標準身長に追いつきにくい

内分泌系の異常が潜んでいる可能性がある

リスク

治療法

病態

未熟な社会性、低い自己評価、ひきこもり、いじめ

肥満、糖尿病、脂質異常症、インスリン抵抗性、高血圧

脳・心血管障害

思春期開始が正常か早い

以下の条件を満たした場合、成長ホルモンで治療が可能

SGAで出生し、出生時身長または出生時体重が -2.0SD未満で2歳までに

身長が-2.0SD以上に達しなかった場合

●暦年齢が 3歳以上

●身長SDスコアが-2.5SD未満

●成長率SDスコア（治療開始前1年間の成長速度）が 0（ゼロ）SD未満

定義

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）

29

さまざまな複合要因があります

妊娠中の栄養制限 高齢出産の増加

新生児医療の

進歩

原因

胎内における
胎児の発育低下

妊娠期間の短縮

やせた女性の増加 多胎児の増加

妊娠中の喫煙率
の増加

低出生体重児が増えている！

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）

30
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SGAで生まれ、3歳までに身長が

標準に追いつかない割合は、約１割

Itabashi, k. et.al.: Early Hum Dev 83（5）: 327, 2007   
[L20080827026]より作図

SGA性低身長症

成長ホルモン治療の適応となる。

SGA性低身長症の場合、成長期

を通じて、また成人になっても、背

が低いことが考えられる。

●SGA性低身長症は、

3歳から治療が可能

●治療効果は、早ければ

早いほど期待できる

●発達評価も重要である

31

成長ホルモン治療が健康保険の適応

（1）成長ホルモン分泌不全性低身長症

（2）ターナー症候群

（3）軟骨無形成症と軟骨低形成症

（4）慢性腎不全に伴う成長障害

（5）プラダーウィリー症候群

(GHD)

（6）SGA性低身長症

（7）ヌーナン症候群

32

後天性甲状腺機能低下症（橋本

病や萎縮性甲状腺炎）では症状

が顕在化すると、成長にも影響

が出て、成長速度が落ちてくるこ

とがある。

その他の症状として、易疲労感、

むくみ、寒がり、便秘、嗄声、皮

膚乾燥、低体温などが認められ

る。治療は甲状腺剤 (チラーヂン

S) の内服を行う。

後天性甲状腺機能低下症

33

萎縮性甲状腺炎の男児の成長曲線

l-T4投与

l-T4増量

自験例：
7歳時の甲状腺検査
TSH    19.42 µIU/ml
FT3       3.36  pg/ml
FT4      1.32  ng/dl
TgAb 5.9 %
TPOAb 5.6 %
TRAb 83.7 % 

34

脳腫瘍

脳にできた腫瘍によって下垂体

付近にダメージを受けると成長

ホルモンの分泌にも影響が出て、

成長速度が落ちる。

その他の症状として、視野障害

や視力障害などの眼の症状、

慢性的な頭痛、多尿などの症状

がみられるときがある。

また、虐待でも同様の成長曲線

パターンが認められる。

35

脳腫瘍（鞍上部胚細胞腫）の１４歳女児 (自験例)

36
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●思春期早発症●

性ホルモンが不相応に早く分泌

を始めて骨年齢が急激に進み、

成熟化。

一時的には背が伸びるが、骨が

早く成熟しその結果、成人身長

が低くなる。骨年齢は亢進する。

中枢性思春期早発症では性腺

抑制療法を行う。

思春期早発症

37

同女児にみられる骨年齢の亢進 (骨年齢 : ８歳)

38

4. 治療を必要としない低身長

39

家族性低身長

●家族性低身長●

小さいながら成長曲線に沿って伸び

ていき、器質的疾患を認めない。

両親の成長歴が参考になる。

治療の適応にはならない。

40

体質性思春期遅発症

●体質性思春期遅発症 (おくて) ●

思春期が遅いため、他の子どもが

思春期のスパートを迎える時期に

大きく差がつく。

後からスパートが起こり、最終的には

おおむね正常範囲の身長となる。

治療は必要としない。

41

5. 高身長

42
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高身長とは？

同じ歳の同性の子に比べてかなり背が高い。
＋2 SD 以上（身長のSDスコアが＋2 SDよりも

高い子どもは全体の2.3%。100人に2人。）

43

体質性高身長

●体質性高身長 ●

生来背が高く、それがずっと維持され

る。両親が高身長であることが多い。

治療の必要はない。

ただ、成長の過程で突然に身長の伸

びが急激になり、そのまま高身長を来

す場合は成長ホルモンを分泌する腫

瘍が脳内にある場合（下垂体性巨人

症）があるので、医療機関受診が勧め

られる。

44

6. 肥満・やせ

45

小児の肥満とは？

体脂肪が過剰に蓄積した状態＝肥満

子どもは身長、体重、体組成が年齢とともに変動
大人とは判断基準が異なる

肥満度や BMIパーセンタイルを用いて評価する。

有意な体脂肪率の増加とは、
・男児：25%以上
・女児：11歳未満は30%以上、11歳以上は35%以上をいう。

46

肥満度＝(実測体重ー標準体重)÷標準体重×100 (%)
（y 〔身長別標準体重 (kg)〕 ＝ a × 実測身長 (cm) ー b）

身長別 身長別

性別・年齢別・身長別の標準体重 (y) を

求める係数 (a, b)

（「2000年度学校保健統計調査報告書（文部科学省 ）」より）

47

乳幼児期は肥満度+15%以上、
学童期以降は肥満度+20%以上を肥満と定義する。

乳幼児期で+30%以上、学童期以降で+50%以上
の肥満度が認められる場合を高度肥満とする。

20%以上30%未満：軽度肥満

30%以上50%未満：中等度肥満

また、BMI パーセンタイル値も指標となる。85パー
センタイル以上を過体重、95パーセンタイル以上を
肥満とすることが多い。

48
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肥満の分類

肥満は以下に分類される。

１. 単純性肥満
基礎疾患はなく、摂取エネルギーが消費エネルギー
を上回っているために生ずる。

２.症候性肥満
基礎疾患を有する肥満。

小児の肥満はほとんどが単純性肥満である。

49

小児肥満に伴う健康障害

高血圧

睡眠時無呼吸

糖尿病

非アルコール性脂肪性肝疾患

脂質異常症

高尿酸血症

動脈硬化促進

小児肥満症

50

小児のやせとは？

身長に対して体重が著しく少ない状態

体重が減少あるいは増加不良である状態
肥満度や肥満度曲線で評価

【学童】 肥満度が
-15%以下-20%超：やせぎみ
-20%以下-30%超：やせ
-30%以下：高度やせ

【3歳以上6歳未満の幼児】
-15%以下-20%超：やせ
-20%以下：高度やせ

・BMIパーセンタイルでは 5パーセンタイル未満を「やせ」と定義する。

51

やせの分類

やせは以下に分類される。

１. 症候性やせ
原因が特定できる「やせ」である。病態は主に4つに
分類される。

①摂取エネルギーの不足
②摂取エネルギーの喪失
③摂取エネルギーの利用障害（栄養利用不全）
④消費エネルギーの過剰（代謝の亢進）

２.体質性やせ
原因が特定できない「やせ」であり、病的意義はなく
医学的介入は必要とならない。

52

肥満度曲線（男児、女児）

肥満度曲線基準図の基準線

上から

50%、30%、20%、
-15%、-20%、-30%

肥満度曲線基準図の基準線

上から

50%、30%、20%、
-15%、-20%、-30%

（「成長曲線活用の実際 」 村田光範ら . 公益財団法人日本学校保健会）

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

やせぎみ

やせ

高度やせ

高度肥満

中等度肥満

軽度肥満

やせぎみ

やせ

高度やせ

53

単純性肥満

基礎疾患のない肥満を単純性肥満という。小児肥満の大多数
がこれにあたる。幼児肥満は成人肥満と相関がみられる。特に
肥満度が50%以上の場合は積極的な医療介入が必要。

54
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症候性肥満

1. 単一遺伝子異常
レプチン遺伝子異常
レプチン受容体遺伝子異常
POMC (Proopiomelanocortin) 遺伝子異常
Melanocortin-4 受容体遺伝子異常
Prohormone convertase 1 (PC1) 遺伝子異常

2. 内分泌性肥満
Cushing症候群、甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、
多嚢胞性卵巣症候群 (PCO) など

3. 先天異常症候群
Bardet-Biedl症候群、Alström症候群、 Carpenter症候群、Prader-Willi 症候群、
Turner症候群、Down症候群 など

4. 視床下部肥満
間脳腫瘍、Fröhlich症候群 など

（治療は原疾患に即して行う！）

レプチン遺伝子異常症

55

小児肥満症の運動療法の一例

ライフコーダGS (生活習慣記録機) 

室内でできるビデオエクササイズ
週3日以上行ってもらう

栄養指導を含めた生活指導も同時に行う！

56

進行性やせ

「過去の肥満度の最大値に比べて最新値が 20% 以上小さい」
場合は進行性やせである。成長期の児童に認められる場合は
異常な状態だと考えて、必ずその原因を精査する必要がある。

57

思春期やせ症

思春期の女子に多くみられる。神経性やせ症とも言われる。体重

が減り続けているにもかかわらず食事を制限する一方、頭の中は

食べ物のことにとらわれ、問題を抱えていることを否定する場合

がある。極端なダイエットでも同様のパターンを呈する。

58

7. 思春期開始の異常

59

思春期早発症の主要症状

１. 男子
① 9歳未満で精巣、陰茎、陰嚢の明らかな発育が起こる。

② 10歳未満で陰毛の発生が起こる。
③ 11歳未満で腋毛、髭の発生や変声が起こる。

２. 女子
① 7歳6ヶ月未満で乳房発育が起こる。

② 8歳未満で陰毛発生、小陰唇色素沈着などの外陰部早熟、
あるいは腋毛発生が起こる。

③ 10歳6ヶ月未満で初経が起こる。

60
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思春期遅発症の主要症状

１. 男子
① 15歳を過ぎても陰茎、陰嚢、精巣の発育が全く起こらない。

② 16歳を過ぎても陰毛発生がみられない。

２. 女子
① 14歳を過ぎても乳房の発育がみられない。

② 15歳を過ぎても陰毛発生がみられない。
③ 16歳を過ぎても初経がみられない。

61

8. 成長に問題のある児の対応と
専門医に紹介するタイミング

62

早期発見が大事

成長に問題がある児の発見のタイミング

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）

63

成長曲線を描いてみる！

64

肥満度曲線も描いてみる！

肥満度曲線基準図の基準線

上から

50%、30%、20%、
-15%、-20%、-30%

肥満度曲線基準図の基準線

上から

50%、30%、20%、
-15%、-20%、-30%

65

３歳以降からの

成長率の低下

成長ホルモン分泌不全性

低身長症

ある時点から

急に成長率が低下

頭蓋咽頭腫などの

腫瘍や後天性の

甲状腺機能低下症

ある時点から
急に成長率が増加

その後、伸び率が悪くなり低身長

思春期早発症

小さく生まれて

成長が追いつかない

ＳＧＡ性低身長症

思春期の成長率低下

性腺機能不全症

思春期遅発症

成長曲線 受診が勧められるパターン

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）
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肥満度曲線 受診が勧められるパターン

●体重がどんどん増え、肥満度が50%以上を
呈してくる → 単純性肥満・症候性肥満

67

肥満度曲線 受診が勧められるパターン

●過去の肥満度の最大値に比べて最新値が 20%以上小さい場合

68

● 成長ホルモンによる治療は、思春期が過ぎて骨が成熟してしまって

からでは効果が期待できない。

● 成長ホルモン治療は開始年齢が早ければ早いほど効果が期待できる。

● 後天性甲状腺機能低下症は早期に治療することにより身長の伸びの

改善が期待できる。

● 成長曲線から脳腫瘍を見つけることもでき、早期発見・早期治療につ

ながる。

● 思春期早発症も早期に発見し、適切な治療を行うことで最終身長が低

くならないようにすることが可能である。

● 小児の単純性肥満は早期に介入することにより、メタボリックシンドロー

ムの発症を予防することができる。

早い時期に見つけ、適切な対応を

69

母子健康手帳と身長・体重の記録を持っていくように伝える

子どもの成長に詳しい小児科医（小児内分泌専門医）を紹介

受診時のポイント

気になる子どもには、受診を勧めましょう！

（子どもの成長 いっしょに考えよう ： GEN32C001B, 2012年 6月作成より ）

70

本人もしくは保護者

かかりつけ医（問題があれば専門医に紹介）

乳児健診・１歳６か月健診・３歳児健診（医師・保健師・看護師）

保育園・幼稚園（園医・保育園看護師・保育士・職員・幼稚園教諭）

学校健診（校医・養護教諭・担任）

ー望ましい連携・役割ー

71

Take home message

子どもの成長・発達をみんなで見守っていきましょう！
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