
ファミリー健康相談は、24時間、年中無休です。いつでもご利用ください。 
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 6 月の相談傾向  

＜食に関するご相談＞ 
「食」に関連する健康相談は年間通してございますが、梅雨の季節、一気に蒸し暑い気候となりました。 

この時期、油断をしていると食べ物が腐敗しやすくなり、食中毒を心配してのご相談が増加傾向となります。 

 

「１歳の息子が祖母宅で、冷蔵庫に入っていた消費期限が 1週間過ぎた未開封の牛乳を 200ml程飲んでしまった。

今後、腹痛や嘔吐などの症状が出る可能性はあるか。なくても受診はした方がよいか。」        （20代 女性） 

「2歳半の孫のところに週末に遊びに行くことが多い。食事がファストフードのことがよくあり、気になっている。 

育ち盛りの時期に、このような食生活を送っていてよいのだろうか。」                    （60代 女性） 

「豚挽肉でハンバーグを作った。中まで火が通っていなかったように思い、再加熱をした。食べてみたところ、まだ

中心に少し赤みが残っていた。少しだからと食べてしまったが、食中毒になるかもしれないと心配になってきた。今

後、何に気を付ければよいか教えて欲しい。」                                             （40代 男性） 

「5歳の子どもが、1日常温に置いていた餃子1個の半量を食べた。その後、母親が同じ餃子を食べたところ酸っぱ

い味がしたので、腐っていたかもしれない。予防的な受診はしたくないので、家で出来る対処法を教えて欲しい。」        

（30代 女性） 

 

＜頭部のトラブルに関するご相談＞ 
頭部は、怪我でも病気でも命に直結する、深刻な状況に至ることも多い部位であることから、現在症状がなくても、

今後どのように対応すべきかが不安でアドバイスが欲しい、といったご相談が多数寄せられます。急激に症状が進

行するケースと、時間経過と共に徐々に症状が現れるケースがある為、慎重にトリアージを行い、的確なアドバイス

が出来るよう、努めています。 

 

「8か月の女児が高さ 60ｃｍのベッドからフローリングに転落したが、全く泣かなかった。今のところ、たんこぶや傷も

なく普段と変わりはないが、転落した際に泣かないのは注意、と聞いたことがある。受診した方が良いか。」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

（30代 女性） 

「15 歳の息子が先週、頭部に硬球の直撃を受けた。すぐに病院を受診したが、特に異常はないと言われ様子を見

ていた。今日になって、何となく呂律が回りにくそうな話し方をしているように感じる。気にしすぎかもしれないが、再

度病院にかかるべきか。」                                               （40代 男性） 

「半年前から頭の上に、5 ㎜程の出来物がある。触っても痛みはないが、頭のことなので不安になってきた。何科を

受診すれば良いのか教えて欲しい。」                                       （30代 男性） 

「慢性的な頭痛がある為、頭部CT検査を受けようと思っている。しかし、頭部CTは被曝率が高いと聞いたことがあ

り不安なので、被爆量やリスクなど、体への影響について教えて欲しい。」                 （50代 男性） 

「頭痛が 2週間ほど続いている。痛みは頭の右側のみだが、夜間も目が覚める程である。症状が出てから、1週間

後に 4日間程、物が二重に見えたが、突然治まった。脳神経外科、眼科、内科、全てに受診し検査を受けたが、異

常なしであった。このまま様子をみていてよいのか、再受診の必要があるか。」              （60代 女性） 

 

ファミリー健康相談では、ヘルスアドバイザーや顧問ドクターが症状をお聴きして、受診の必要性や対処方法など

についてアドバイスしています。 
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痛風はある日突然、足や指などの関節が赤く腫れて激しい痛みが起きる病気です。原因は血液中

の尿酸が多くなることです。溢れ出た尿酸は、関節の軟骨や滑膜に沈着し、結晶となり溜まっていき

ます。免疫細胞である白血球が、増えすぎて剥がれた尿酸を異物と認識し、放出された炎症物質

が激しい痛みや腫れを引き起こします。尿酸は「プリン体」が分解されて作られますが、高カロリー食、

動物性食品、アルコール飲料などに多く含まれます。更に、肥満は尿酸の排出を悪くするため、体

内の尿酸量が増えやすくなります。 

予防、改善するためには、食べすぎに注意し、肥満は改善すること、プリン体を多く含む高カロリー

食やアルコールを控えることが重要です。更に尿酸の排出を促し、痛風の発作を起こさないために、

水分を十分に摂ることも必要です。甘いジュースやアルコールではなく、水やお茶を摂りましょう。ま

た、上手にストレスを解消、適度な運動も大切です。発作の激痛は通常、2～3 日で治まります。一

時的とも言えますが、治った訳ではありません。放置することのないよう、発作が起きた際には、出来

るだけ早く、専門医の診察を受けてください。 

 
◆突発性発疹について 

1歳 2 カ月女児が本日、突然 39.6度の熱が出たので

小児科を受診したところ、突発性発疹かもしれないと言

われた。発疹はいつ出るのか、家庭ではどういった対

処をすればよいのか。           （30代 女性） 

 

突発性発疹とは、2歳位までの乳幼児に多くみられる、

ウイルス性の感染症です。突然 38 度以上の高熱が出

て 38～40 度の熱が３～4 日間ほど続き、熱が下がる

と、当日か翌日位に、お腹や背中を中心に赤いポツポ

ツした発疹が出ます。次第に濃くなり、顔や手など全身

に広がっていきます。２～3 日経つと徐々に薄くなり、

おおよそ３～4 日で自然に消えていきます。この病気

は皮膚に異常がある訳でなく、皮膚の内側の毛細血管

が拡張しているのが理由なので、痒みはほぼありませ

ん。そのため、塗り薬などは無く、跡も残りません。解

熱後の発疹の出現が認められて初めて「突発性発疹」

と診断が可能となるため、熱のみの段階での確定診断

は困難です。暫くは不機嫌なことも多いですが、次第

に発疹も薄くなり、機嫌も戻っていきます。安静を心が

けつつ、絵本の読み聞かせをしたり、室内でも出来

る、お子様が喜びそうなことを色々と試してみてくださ

い。 

◆手足のしびれについて 

寝床についてから気分が悪くなり、一時間位経ったが

両足のしびれがおさまらない。すぐに受診した方がよ

いか。                     （50代 女性） 

 

しびれは、脊髄・大脳・末梢神経のいずれかに障害が

起きると出現します。末梢神経が原因の場合は、徐々

に手や足の両側に発症することが多いようです。  

脊髄が原因の場合は、脊髄の変性により頚髄や腰髄

が圧迫されて起こります。手のしびれは徐々に片側・

両側のどちらも発症し、親指側か小指側のどちらかが

しびれます。足のしびれは急性・慢性、片側・両側のど

ちらも発症します。大脳が原因の場合は緊急性が高

く、梗塞や出血が起こると出現し、突然、片側に発症し

ます。 

手のしびれは親指側と小指側のどちらもしびれ、手に

力が入らない、口元のしびれや呂律が回らないなどの

症状を伴うこともあります。足のしびれは単独で起こる

ことは稀で、手の症状や足が動かしにくいなどの症状

を伴います。その他、急に足のしびれや痛み、足の色

が悪くなる閉塞性動脈硬化症や、両側に足のしびれ

や動かしにくさ、手のしびれを伴う頚椎・腰椎椎間板ヘ

ルニアも緊急です。しびれ以外に嘔気、手足の動かし

にくさがあれば、すぐに受診する必要があります。 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 突 然 の激 痛 で起 こる痛 風  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆生理痛 

1～2 年前から生理痛が酷くなり、仕事中でも頭痛や

嘔気が辛く、耐え切れずに早退をすることがある。以

前はこれ程酷い状態ではなかった。基礎体温は毎日

測っており、多少だが周期が乱れているように思う。

生理の度に鎮痛剤でしのいではいるが解決とはいえ

ず、漢方薬を飲むとか対策を考えた方がよいか、い

つまでこの状態が続くのか、今後を考えると不安であ

る。                     （20代 女性） 

 

内容から言いますと、「月経困難症」が考えられま

す。痛み以外にも、消化器症状（吐き気や下痢、便

秘など）及び頭痛を伴うことがあります。対処法とし

ては、先ず鎮痛剤が一般的ですが、飲むタイミング

がとても重要です。痛みが強くなってからよりも、痛

み始め（少し痛いくらいの時）に内服すると、より高

い効果が期待出来ます。 

ご質問にあった漢方薬ですが、副作用が少ないの

で、ホルモン剤などに抵抗がある方の場合、こちら

から始めることもあります。ただ、即効性がないこと、

効果は個人差が大きいことが欠点となります。  

もう一つは低用量ピル（ホルモン剤）の服用です。

女性ホルモンの分泌を抑えることで排卵を抑制する

こととなり、月経痛が軽くなる効果が分かっていま

す。 

いずれにせよ、一度婦人科を受診し、どういった選

択がご相談者様にとって適切か、説明を受けるのが

良いと思います。 

◆変形性股関節症 

10年程前、股関節に痛みを感じ、整形外科を受診したと

ころ、左変形性股関節症と診断を受け、人工骨頭置換術

を勧められた。以降、手術だけは何とか回避したいと、リ

ハビリや日々自宅ストレッチを続けていた。特にこの一

年、反対の右股関節が痛みだし、脱臼するのではない

か、といった感覚を感じるようになった。現在は、無意識

に右側をかばうような、歩行になっている。何とか改善し

たいが、外科手術を回避したい気持ちは変わらす、先進

治療含め、他に治療法はあるのかを伺いたい。  

（50代 男性） 

 

変形性股関節症は、一般的に内服・松葉杖・減量など

の対症療法を経て、手術となることが多いです。痛み

は日毎時間帯毎に変わり、暫く時間を空けて、更に増

悪するケースもあります。強い痛みを自覚しなくとも歩

行時に負荷はかかっており、対側の股関節・膝関節・

腰部がカバーすることにより、別部位に痛みが生じるこ

ともあります。 

他治療として、PRP 療法(自己多血小板血漿注入療法)

というものがあります。磨耗した軟骨再生、関節内炎症

軽減などの効果がうたわれています。行なった患者様

の感想としては、「半年間は効果があった」「痛みが 2−

３割になった」等、様々です。「症状緩和が何ヶ月ありま

す」とはっきりとは断言することは難しい治療法ですの

で、積極的な推奨は出来かねるのが現状です。 

 

 

                                     

◆狂犬病の暴露後ワクチン 

一週間前、飲食店で放し飼いになっていた犬に、傷のある手をなめられた。現在のところ、特に気になる症状はな

いが、狂犬病の暴露後ワクチンの接種を行うべきかを相談したい。               （30代 女性 ベトナム） 

 

狂犬病ウイルスは感染動物の唾液に含まれます。咬まれたり、傷口、目や口の粘膜をなめられたりする

ことでも感染する可能性があります。潜伏期間は 1～3 ヵ月、1～2 年後に発症した事例もあります。ごく

初期の症状としては、発熱、頭痛、全身倦怠感や筋肉痛等、風邪に似た症状です。その後、数日から

一週間程度経過した後、興奮・意識障害・錯乱・幻覚・水を怖がる恐水症、空調の風を嫌がるなどの恐風症な

ど、狂犬病に特徴的な症状が起こってきます。発症してしまうと治療法がありませんので、流行地で傷のある皮膚を

舐められ、唾液の接触があったのであれば、迅速なワクチン接種が必要です。それにより、発症を抑えることが出来

るからです。実際の接種方法は、暴露前ワクチンの接種有無、現地での暴露後ワクチンの接種開始の有無及び咬

傷の状況等により異なりますので、医師とよく相談してください。WHOでも、対策方法が定められています。 

海外からの入電 
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顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜小児科＞ 

■咳について 

小３の息子が昨年末から咳が出るようになり、小

児科では熱や鼻水など、他に症状がないので

冬の乾燥による咳ではないか、と言われた。その

後、アレルギーや咳喘息も疑い、内服薬、吸入

を試み、多少改善した。2 年前よりチック症も始

まり、この咳も関連しているように思う。緊急事態

制限も解除され学校が始まるが、マスク着用で

あれば登校は問題ないと言われている。習い事

は、完全にコロナが否定できないのであれば、

自粛して欲しいとの話で、どう過ごしたら良いか

と悩んでいる。            (女性 40 代) 

 

新型コロナを含むウイルス感染症は、このように

長い経過をたどることは少ないです。言い換え

れば、新型コロナを否定する根拠ともなります。

咳の原因としては、アレルギー性鼻炎に伴う咳、

咳喘息、チックなどが考えられ、マイコプラズマ

感染や百日咳などでも、咳が長引く可能性があ

ります。咳が長く続いていますので、総合病院の

小児科で一度精密検査を受けることをお勧めし

ます。習い事には、医師に塾宛に病状を説明し

たお手紙（診断書など）を書いていただくなどの

方法も有効かもしれません。 

＜耳鼻咽喉科＞ 

■嚥下障害について 

以前より、喉の奥につかえたような感覚があった

が、最近では入浴時に度々感じる。唾液を呑み

込めない時もあり、落ち着けば解決するが、苦し

いような感覚もある。今年に入り突然、気管に唾

液が飛び込んだかのように咳き込むことがある

が、何故か飲食中には起こらない。年齢的なも

のかとも思うが、何かよい解決策はないだろう

か。                   (男性 50 代) 

 

喉の奥がつかえたような感覚は腫瘍等の存在に

より、物理的刺に刺激を感じている場合、逆流

性食道炎による場合、ストレスや心の葛藤・更年

期障害・自律神経失調の症状としてのヒステリー

球（咽喉頭異常感症）等、様々な原因が考えら

れます。食物が飲み込みにくい（嚥下困難）、食

事の際にむせる（誤嚥）場合、食物が気管に入

ることで生じる誤嚥性肺炎が問題になります。加

齢による嚥下機能低下が原因の可能性、或い

は背景に、脳梗塞・脳出血などによる脳血管障

害や神経・筋疾患が潜んでいることもあります。

症状と経過の長さを考えると、まずは耳鼻咽喉

科を受診することをお勧めします。耳鼻科には、

嚥下機能の検査を行う施設もあります。食道領

域の腫瘍を疑う場合は、内科での上部消化管

内視鏡検査が必要となります。 

          ◆副鼻腔炎について 

風邪をひいたときによく鼻水が黄色くなり、ボーっとしてきたり、前額や頬が痛くなったりといった症状が

出たときに副鼻腔炎の合併を疑います。副鼻腔は胎児が産道を通過する際に、鼻が邪魔になるので、

クッションとなり凹むことで通過しやすくなるためだとか、人間は頭部が重いので少しでも軽くするため

だとか言われています。副鼻腔は空洞なので、感染すると膿がたまることもあります。副鼻腔炎が慢性

化・悪化すると、いわゆる畜膿になります。急性副鼻腔炎は多くはウイルス性ですが、細菌が原因の場

合もあります。1 か月ほどで収まるものを急性副鼻腔炎、長引き 3 か月以上になると慢性副鼻腔炎と

定義します。そのほか、アレルギーによる好酸球性副鼻腔炎もあります。咽頭ファイバーで副鼻腔の開

口部からの膿の流出や腫瘍などによる物理的な閉塞の有無を確認したり、CT やレントゲン等の画像

検査で畜膿の有無をチェックします。治療は、軽症と判断した場合には基本は経過観察で、鼻腔粘

膜の線毛による自浄作用に期待します。症状が強い場合・細菌性を疑う場合にはマクロライド系抗生

剤を用います。マクロライド系抗生剤は線毛による自浄作用を促進する働きがあるため、慢性副鼻腔

炎の加療にも用います。いわゆるマクロライド少量長期（２～３か月）療法です。その他、ニューキノロン

系抗生剤も良く処方します。これらの治療を行っても改善しない場合は、手術を考慮します。 

 


