
平成 30年度北九州市小児保健研究会調査研究事業研究報告書 

研究事業名：成長曲線・肥満度曲線を利用した成長異常・肥満度異常スクリーニング 

-学校現場での支援と受診率向上のための課題- 

研究者：産業医科大学 小児科 山本幸代、川越倫子、久保和泰、後藤元秀 

北九州市教育委員会 長谷川智美 

北九州市医師会 天本祐輔 

 

【研究の背景及び目的】 

近年、世界的に小児肥満が増加し、大きな社会問題となっている。また、肥満だけでなく、思春期における

やせの問題も深刻化しており、学校保健における重要な課題となっている。身長および体重は，小児の発育に

おける最も基本的な評価指標であり、それぞれ単独あるいは両者の組み合わせによる発育の評価を行うことに

より低身長、高身長、あるいは肥満、やせの評価にとどまらず、疾病の予防や早期発見につながる多くの情報

を得ることができる。 

このような背景から、学校保健法の改正により定期健康診断での成長曲線・肥満度曲線の利用が義務付けら

れ、北九州市では平成 28年度より成長曲線・肥満度曲線を利用した受診勧奨が開始された。成長異常、小児生

活習慣病、思春期やせ症など学童期に早期発見することが重要な疾患のスクリーニングに貢献することが期待

されている。しかし平成 28、29年度の精査受診者は対象者の 3割程度で、受診率向上のための現状の問題点把

握が必要と考えられた。我々は平成 29年度に受診率向上に向けた施策立案のための予備調査とし、学校現場で

の問題点についてアンケート調査を行った。調査の結果から、受診の必要性を保護者に十分説明することが難

しいという回答が多く、保護者に納得してもらえなかった事例など、ほとんどの学校で有用性をわかりやすく

説明できる自信がない、学校医も成長障害の専門ではないため十分相談に乗ってもらえないという不安を抱え

ていることが明らかとなった。養護教諭自身は、有用性を理解していても、それを児童生徒や保護者にわかり

やすく説明することはかなり困難であることが判明し、児童生徒、保護者への説明に有効に活用できる資料が

必要と考えられた。この結果を受けて、我々は各小学校・中学校に対して受診勧奨時に用いる支援ツールとし

て「保護者へのわかりやすい説明マニュアル」を作成し配布を行った。 

今回我々は、学校現場におけるより詳細な受診勧奨の状況を調査し、実際に本マニュアルを使用した感想

や、本マニュアルの内容についての現場からのフィードバックを目的として、各学校施設に対してアンケート

調査を行った。養護教諭をはじめとする学校検診に関与する方々が、成長曲線の有用性を理解し、保護者への

説明のための本マニュアルの内容が充実し、成長曲線・肥満度曲線によるスクリーニング後の受診率が向上す

ることにより、より多くの児童・生徒の疾患が早期発見され、治療開始につなげられるように調査結果をフィ

ードバックすることを研究の目的とした。 

 

【方法】 

産業医科大学小児科より各小学校・中学校に自記式調査票（添付資料）を配布する。 

各学校の施設長、養護教員、その他の担当教員等により回答された後、産業医科大学小児科へ郵送にて返送

する。 

集計した結果については産業医大小児科学教室にて解析を行う。 

本研究は無記名での調査であり、回収されたアンケート結果から各施設名は特定できない形式とする。 

 

＜質問項目＞

■施設規模、学校医や学校保健委員会などの制度について> 

・施設の種類  



・施設の所在地  

・施設の規模  

■受診勧奨に関する説明・通知について 

・検診結果通知時期  

・定期健康診断の受診勧奨について、生徒や保護者への説明方法について 

・受診勧奨対象者の保護者から、個別の問い合わせがあったか 

・受診勧奨対象者の保護者から受けた個別の問い合わせで、対応に困ることがあったか 

・受診勧奨対象者の保護者からの問い合わせに、説明マニュアルを活用したか 

・受診勧奨対象者の保護者からの問い合わせに対する答えを準備するために利用する情報ツール 

■成長曲線・肥満度曲線の活用について、説明マニュアルの活用について 

・成長曲線・肥満度曲線の活用について、どの程度理解できているか 

・マニュアルの内容についての感想 

・マニュアルの活用方法について、具体的にどのような活用をしたいか 

・説明マニュアル以外に、今後整備されるとよいと思う資料やツールについて 

 

その他、自由記載 

・保護者説明マニュアルをどのような場面で使用したいですか。 

 

【結果と考察】 

表１：調査対象施設     

施設属性 小学校：132施設、 中学校：62施設 

所在地 門司区：25施設、小倉北区：31施設、小倉南区：40施設、 

戸畑区：12施設、八幡東区：19施設、八幡西区：46施設、 

若松区：20施設 

施設の規模 100人未満： 12施設（ 6.2 ％） 

100-499人：129施設（66.8 ％） 

500-999人： 50施設（25.9 ％） 

1000人以上： 1施設（ 0.5 ％） 
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＜アンケート回答＞      

■成長曲線に係る検診の受診勧奨を行う時期はいつですか。

 

ほとんどの施設が、7月（夏休み前）に行っている。検診結果が返却された直後の 5-6月に早々に受診勧奨を

実施している学校も 15%あった。 

■受診勧奨についてどのような方法で行いますか（複数回答可）
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①対象者の生徒の自宅へ郵送する ②担任の先生から生徒へ直接知らせる

③担任の先生から保護者へ直接知らせる ④養護の先生から生徒へ直接知らせる

⑤養護の先生から保護者へ直接知らせる ⑥その他



＜②～⑤の内訳＞ 

 

ほとんどの学校では、養護教員あるいは担任から保護者へ直接連絡を取る方法を採用しており、保護者面談

時に直接手渡しする or面談を行うといった方法で確実に受診勧奨を行っていることが明らかになった。封書に

して個人情報に配慮している施設が多かった。また、電話での連絡を併用している施設も 1割ほどみられた。

保護者だけでなく、生徒へも併せて通知を行う施設は 2割程度であった。 

■受診勧奨について生徒・保護者からの質問、その対応 

 

・約 4割の施設で、質問を受けており、そのうちの 5割弱の施設では回答に困る場面があったことが明らかと

なった。 

 

前回調査後に本マニュアルを各施設に配布し、今回が初めての受診勧奨となった。実際に「マニュアルを活

用した」と回答した施設は 47％であった。 
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約 7割の施設の先生方より、「役にたった」との評価をいただいた。 

具体的には、保護者への回答の具体的な内容が本マニュアルで確認できた、本マニュアルを見せながら説明

したので納得してもらった、といった意見が寄せられた。 

自由記載欄によると、生徒・保護者からの質問の多くが受診に必要性を問うものであった。本マニュアルは

医師（小児科医）作成し、実際にみられる疾患を想定していること、Qアンド A方式で解説していることなどが

評価されているようであった。さらに「元気なのに受診する必要があるのか」と言った、受診行動に否定的な

質問もあったようだ。少数ながら学校関係者からも「稀な疾患なのに受診勧奨しなければいけないのか」とい

いた懐疑的な意見がみられた。 

 

 

学校現場では様々な方法で情報を収集していることが明らかとなった。 

学校医や、本マニュアルといった、医療専門職が関わるリソースは 5割弱を占めており、学校現場にとって

重要なリソースとなっていると考えられる。 
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■成長曲線・肥満度曲線の活用について、説明マニュアルの活用について 

 

判定番号 4（成長率低下） 

判定番号 5（低身長） 

判定番号 6（高度肥満） 

判定番号 7（肥満の急進） 

判定番号 8（やせ） 

判定番号 9（やせの急進） 

 

肥満に関する疾患の知識は、一般的に 

生活習慣病に関する内容が知られている 

こともあり、約 5割の方が「知っている」 

と回答した。一方で、低身長や、やせと 

いった項目に関する疾患の知識は充分に 

浸透していない現状が明らかになった。 

知識の不足から十分に説明できない可能性も考えられる。施設間での理解度の差の原因は不明で検討の余地

がある。また今後も引き続き支援が必要ではないかと考えられた。 

 

■保護者説明マニュアルの感想 

 

「よい」と答えた理由については、実際の対応に即した内容が具体的に記載されており、保護者への説明時

に使いやすいという意見が殆どであった。 

一方、「内容をもうすこし簡潔にしてほしい」というご意見もいただいた。 
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■保護者説明マニュアルをどのような場面で使用したいですか？（自由記載） 

・保護者との面談で、保護者に受診勧奨について説明するとき。 

・説明する側として、自身の疾患に対する知識を強化したいとき。 

・保護者への配布資料を作成するときの参考資料として。 

・学校保健委員会や教員研修会などの資料として。 

 

■精密検診の受診率向上には、今後どのような資料が必要でしょうか。（複数回答可） 

 

多くの施設から、実際に生徒本人や保護者に配布する啓蒙プリントが重要であるという意見が寄せられた。

また、本マニュアルに対するさらなる内容の充実にも期待されていることが明らかとなった。 

 

【まとめ】 

 受診勧奨について質問があったと回答した施設は 4割であった。 

 困ったことがあったとしたのは、質問があったと回答したうちの 5割弱であった。 

 肥満度曲線・成長曲線を活用することに対する理解度はさまざまであった。低身長や痩せから見つかる

疾患に関する知識は肥満にかんする知識に比べ不十分である。 

 本マニュアルは一定の高い評価を受けた。一方で多様な場面で多様な保護者のニーズに答えるには不十

分で、生徒・保護者に対する啓もう資料や本マニュアルの充実が望まれた。 
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添付資料：アンケート質問票 

 



 


