
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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 ９月の相談傾向  

＜救急に関するご相談＞ 
 9 月 9 日は「きゅう（9）きゅう（9）」（救急）と読む語呂合わせから、救急業務や救急医療について一般の人々の正

しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的とし、厚生省（現：厚生労働省）と消防庁によ

って 1982 年（昭和57 年）に制定されました。季節に関わらず様々な相談が入りますが、重症度のトリアージを誤る

ことのないよう、慎重に対応しています。 

 

「先程から胸の痛みがあり、安静にしていても改善しない。独り暮らしなので心配。どうしたらよいか。」                           

（80 代 女性） 

「2 歳の息子が熱を出し、先ほど６分間程痙攣を起こした。今、刺激してみたが目を開けない。眠っているのか、判

断出来ない。どうしたらよいか。」                                               （30 代 女性） 

「3 日前より、肺に突き刺さるような痛みを感じ、内科を受診したが異常なしだった。しかし、先程から息苦しさがあ

り、血も吐いた。救急車を呼んだ方がよいか。」                                   （20 代 男性） 

「1歳2 ヵ月の娘がピスタチオを食べた途端、口の中と唇の周りに発疹が出てきて、呼吸が苦しそうになっている。救

急車を呼んだ方がよいか。」                                                  （30 代 女性） 

「79 歳の母が激しい頭痛を訴え、身体が左に寄っていく感じとなり、普段はしっかりしているのに裸になるなど、行

動がおかしい。病院へ行った方がよいか。」                                          （50 代 女性） 

「妻が昨日から、腰が痛いと安静にしていた。今朝から痛みが酷くなり、今は全く動くことが出来ず冷や汗をかいて

いる。どうしたらよいか。」                                                      （30 代 男性） 

 
＜血圧に関するご相談＞ 
 夏から秋への季節の変わり目は、血圧の変動が起こりやすい時期といわれています。普段より高くなった、または

逆に低い状態が続く、検診を受けたら血圧異常を指摘されたなど、不安になっての相談が多くなります。 

                                     

「最近の血圧だが、上が 150 台と高く、下が 60～70 台だ。上下の開きがあると良くないと聞くが、大丈夫か？」  

                                                              （40 代 男性） 

「会社の健診で、血圧が高いので病院へ行った方がよい、と言われた。いつも風邪の時に受診するかかりつけの胃

腸科専門の個人病院でよいのか、それとも循環器科のある病院に行くべきか、アドバイスが欲しい。」（50 代 男性） 

「高血圧の治療を受けている。血圧が安定してきたので、医師から 1 種類、薬を減らすようにと指示があり、その通り

にした途端、これまで上の血圧は 110 前後だったのに、145 前後に上がってきた。やはり、薬を減らしたことが関係

しているのか。主治医に相談した方がよいか」                                            （60 代 女性） 

「平均して、上の血圧がいつも 90 台だ。特に自覚症状は何もないが、朝と夜など時間を変えてみても、それほど違

いがない。血圧が低いということが、何を意味するのかを教えて欲しい。」                 （20 代 女性) 

「血圧が高い時の入浴は避けた方がよい、と聞いたことがあるが、ラジオ体操や軽い散歩をすることは大丈夫なの

だろうか」                                                         （70 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、生活の中での予防や対策、受

診の目安や必要性、対処方法などについてアドバイスしています。 
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何か物を持ち上げようとした時や腰をねじるなどの動作をした時に、突然激しい痛みに襲われるぎっくり腰は、椎間

板や椎間関節、椎骨を支える靭帯、筋肉を覆う筋膜などに起こる捻挫の一種で、一過性の炎症が起きるために痛み

が生じると考えられています。 

発症直後は身体を横にし、腰に負担のかからない楽な姿勢をとるようにします。膝を軽く曲げて横向きに寝る、あお

むけになり膝を軽く曲げ、その下にクッションなどを入れて負担を軽くします。加えて、痛みのある部位を氷嚢など

で冷却しながら安静を保ち、押したり揉んだりといった刺激を与えないように努めてください。2～3 日安静にしてい

ても腰痛が強く改善がない、下半身に痛みやしびれ、力が入らないなどの症状が出現した場合には、椎間板ヘル

ニアや腰部脊柱管狭窄症などの可能性も考えられるため、早めに整形外科を受診して下さい。 

加齢や腰の疲労、運動不足により、背骨を支える腹筋や背筋が弱くなると、腰への負担が大きくなります。 日頃か

ら腰痛体操などを習慣化することで、筋肉・靱帯・関節などの柔軟性を保ち、腹筋・背筋も鍛えることが出来ます。背

骨が整うと、体幹のバランスにも変化が感じられるはずです。 

 
◆子どもの副鼻腔炎について 

7 歳女児が風邪気味のため、様子を見ていた。今日に

なって鼻水が黄色くなり、耳鼻科を受診したところ、副

鼻腔炎であった。治るまでには時間がかかるのか。 

    （30 代女性） 

 

子どもに多い急性副鼻腔炎は、主に風邪などが原因

で鼻の粘膜に炎症が生じ、それが副鼻腔の粘膜にま

で広がって起こります。通常は1～2週間程度で治るの

ですが、放置して長引くと慢性化する恐れがあるた

め、注意が必要です。風邪の後に鼻水・鼻づまり・頭

痛・頭重感・味覚異常・嗅覚異常・集中力がないなどの

症状がある場合には、早めに医療機関を受診し、長引

かせないための治療を受けることが必要です。小児の

場合、上手く症状を伝えることが難しく、気が付かない

こともあるので注意してください。 

治療は、内服、鼻腔内の洗浄、吸引、ネブライザー療

法などが主体となります。鼻水が出ている時はすすら

ないように言い聞かせ、片方ずつそっと鼻をかませて

あげて下さい。乳幼児の場合は、ゆっくりやさしく、片

方ずつ鼻を吸引してあげましょう。内服に関しては根

気を要しますが、症状が良くなったように感じても自己

判断で薬を中断しないよう、しっかりと主治医の指示を

守ってください。 

◆長引く頭痛について 

本日昼頃から頭痛が始まり、夜になっても全くおさまる

気配がない。受診した方がよいか。    

（50 代女性） 

 

頭痛には、命には関わらない一次性頭痛と、何らかの

病気が原因の二次性頭痛があります。 

一次性には、血管が広がることにより神経が刺激され、

こめかみから目の周辺にかけて、ズキンズキンと脈打

つように痛くなる片頭痛、首筋や肩のこりが原因で、頭

全体が締め付けられるように痛む緊張性頭痛、目のす

ぐ後ろを走る内頚動脈という太い血管に炎症が起きる

ことにより、毎日のように激しく痛む群発頭痛がありま

す。日常生活に原因がある時は、適度な運動やストレ

ス解消、休憩やストレッチ、質の良い十分な睡眠が有

効です。 

しかし特定の病気により起きる二次性には、脳出血や

くも膜下出血などの脳血管障害や、髄膜炎・脳炎など

の重大な病気が隠れていることがあります。今までに

感じたことがない程の激しい頭痛や、それに加え吐き

気や嘔吐、めまい、しびれ、麻痺などの症状が現れた

場合は、一刻も早い受診が必要です。また閉塞隅角緑

内障は、急激に眼圧が上昇した際に眼痛、嘔気も伴っ

て起きる緊急性の高い疾患です。他の症状もあり眠れ

ないほど酷ければ、念のために受診をしてください。 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら ぎ  っ  く  り  腰  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆内科 
昨年までの 5 年間、人間ドックの結果では、ＨｂＡ１Ｃ

6.0～6.2 で正常高値、またこの間に 1 回/年以上献

血をしており、GA が 12.6～13.6 と正常範囲であっ

た。ＨｂＡ１ＣとＧＡが乖離しているのは、どういったこ

とが考えらえるのか。 昨年の空腹時血糖は 100～

105 とやや高値であった。ブドウ糖負荷試験も受けた

が、1 時間値＝157、2 時間値＝97 で正常だった。医

師からは、「強いて言えば、30 分後のインスリン量が

少ないが、そのような人は日本人には多い、糖質は

食べ過ぎないように。」と説明を受けたが、本当にそ

れだけでよいのか。           （50 代 男性） 

 

HbA1c は、過去 1～2 ヵ月の血糖の平均を反映して

います。一方でGAは、3週間前から採血時までの血

糖の平均を表します。このようにタイムラグがあること

に加え、人間ドックと献血を行った時期が異なると、

体調次第でも数値が乖離する可能性があります。採

血検査における各種項目の基準値が、医療機関に

より若干異なることもあります。また、肝硬変や腎障

害・甲状腺機能異常など、基礎疾患や合併症がある

場合にも相違がみられます。糖尿病かどうかの確定

は、糖負荷試験時のインスリン値、脂質異常、高血圧

など、合併症の有無などの結果も踏まえ、総合的な

判断となります。 

◆眼科 
右目に強度近視による黄班変性と開放隅緑内障があり、

視野狭窄の進行のため、今年 8 月からこれまで、エイベ

リスとアイファガン点眼薬を続けている。医師からは、白

内障手術をしたら近視が軽くなり楽になる、といわれて

いるが、一方で黄班変性の活動が活発になると聞き、視

野狭窄の進行や失明のリスクも含め、今後どのような治

療を選択したらよいのかを知りたい。   （50 代 女性） 

 

白内障手術による眼圧を下げる効果は、点眼薬 1 種類

分に値します。また人工レンズの挿入で、近視の度合い

を軽減することが可能です。一方で、眼の炎症や循環状

況に変化を引き起こし、黄斑変性が悪化することがある

のも事実です。緑内障や黄斑変性がある方は白内障の

程度が軽度でも、高齢になって治療や検査に支障が出

たり進行する可能性を想定し、その前に手術を行うこと

が多いです。また黄斑変性は、昔は治療法がなく不治

の病といわれていましたが、昨今では硝子体への注射

による治療が出来るようになり、きちんと治療することで

進行を防ぎ、失明を回避出来るようになりました。相談者

様は 59 歳とまだお若く、今後も視力を維持する必要が

あるので、定期的な検査を行いながらの治療をお勧めし

ます。 

 

 

 

                                    

◆頭部打撲 
30 分程前の話だが、50 代の知人女性が、階段の 10 段目から落ちた。アルコールを飲んでいたので、すべって踏

み外したのかもしれない。右側頭部に 2cm 位の切り傷があるが、深くはなく出血も止まりつつある。怪我をした時、

意識はしっかりしており、今は眠っていて顔色も悪くない。 受診する目安を知りたい。 

（40 代 女性 チェコスロバキア） 

 

お酒が入ると、どうしてもふらついて転びやすくなります。転倒した際、反射神経が鈍ることにより、咄嗟に手が出な

かったり、受け身の姿勢を取るのが遅れたりするため、お酒を飲まない状態で転倒する時よりも、頭部や顔面を路

面に打ち付ける危険度が高まります。 

また頭を打った後、大抵の方は頭の傷を縫う程度で異常なく済むことが多いのですが、稀に頭の中で出血を起こし、

生命に危険が及ぶこともあるので、注意が必要です。 

頭蓋内出血の主な症状は、強い頭痛、吐き気、嘔吐、ぼんやりする、物が二重に見える、半身麻痺、痙攣などで

す。このような症状が起きた場合、夜間でもすぐに医師の診察を受けてください。こういった変化は、すぐに出る場

合もあれば 1～2 日後、時に数日～数ヵ月経過した後に起きることもあります。傷の処置も含め、明日には念のため

に脳神経外科を受診して下さい。頭を強く打った後は、少なくとも１～２日は安静が必要です。 

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

＜消化器内科＞ 

■血便について 

３ヵ月程前から時々、便に血液が混ざり、ペーパ 

ーに鮮血が付くことがある。53kg あった体重は、       

半年で 47kg に減った。左全体から脇腹にかけ

てキリッ、とした痛みを感じる。食欲がわかず毎

日の便の状態は、最初は軟便、２回目以降は

下痢がダラダラ続くことが多い。2 年前に大腸バ

リウムを受けた際、左側に炎症があると言われた

が、その後、検査は受けていない。ワーファリン

を内服しているが、受けることの出来る検査に制

約はあるか。原因がはっきりせず、こういった症

状がある場合、何かの病気が考えられるのかを

知りたい。               (20 代 女性) 

 

まず、炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎やクローン

病を疑い、大腸内視鏡検査を受けることをお勧

めします。ワーファリン内服中でも検査は可能で

す。大腸のＣＴ検査といった選択肢もあります

が、直接的な組織検査を行うことができないた

め、何らかの病気が疑われる場合には有用性が

下がります。前日からの食事制限、検査前に腸

を綺麗にする下剤処置は、バリウム、内視鏡、ど

ちらにも必要です。最近、大腸内視鏡検査の際

には、鎮静薬を使うことが多くなっており、昔と比

べ随分と負担や苦痛が少なくなっています。現

在の病状と検査の必要性について、主治医にし

っかりと確認してください。 

＜整形外科＞ 

■歩行困難について 
2020 年 7 月に右膝の痛みで歩けなくなり、脊椎

管狭窄症と診断された。ブロック注射を 3 回受

けた結果、杖を使えば 20～30 分は歩行出来る

ようになり、今は杖なしでもしばらくは大丈夫な

状態にまで回復してきた。階段も少し登れるくら

いになり、下りは一歩ずつ足を揃えれば降りるこ

とが出来る。主治医からは、「ブロック注射を続

けてもこれ以上の改善がなければ、手術しか治

療法はない」と説明を受けた。高齢であり、手術

でなく、時間がかかってもよいので、例えば内服

などで効果は望めないものか。  (80 代 男性) 

 

日常生活に支障がない場合には，手術は不要

です。問題があり改善を望むのであれば、手術

が必要となります。痛み止めの薬の中には、神

経痛や痺れを和らげる効果が期待出来るものが

あります。手術を決断する前に、手足の血管を

広げ、血流をよくする薬を試してみるのもよいと

思います。薬が有効か否かの判断をするのに

は、4 週間程、内服の継続が必要です。良くなる

かの予測は出来ませんが、仮に内服せず 2～3

ヵ月様子をみたとしても、手遅れにはなることは

ありません。このままもう少し様子をみるか、痛み

止めを飲んでみるか、あるいは手術を受けるか、

焦らず主治医とよく相談してください。 

      ◆アレルギーマーチについて 

アレルギーマーチとは、アトピー素因のある方に、気管支喘息やアレルギー性鼻炎などのアレルギー

疾患が次々と発症する現象のことをいいます。典型的な例としては、乳児期に卵・乳製品の摂取によ

る皮膚症状（アレルギー性皮膚炎）や消化器症状があり、生後６ヵ月～2 歳頃に喘鳴など気管支喘息

の症状が出現、いったん喘息が成長と共に落ち着いてくる場合（約 70％）もあるが、成人型気管支喘

息に移行したり、成人期に入ってから、アレルギー性鼻炎や蕁麻疹を発症するケースもあります。アレ

ルギー体質（アトピー素因）のある方は、ダニやホコリなど、ハウスダストで喘息症状が誘発されることも

あります。花粉は粒子が大きいため、直接接触することにより、アレルギー性結膜炎やアレルギー性鼻

炎の悪化原因となりやすく、またダニなど原因粒子が小さいものは、気管支の奥まで到達しやすいた

めに、気管支喘息の悪化誘因になりやすいとされています。加えて、アトピー性皮膚炎の悪化が、気

管支喘息やアレルギー性鼻炎の連鎖を助長しているといわれています。従って、スキンケアを丹念に

行うことは、その後のアレルギー疾患の連鎖を低減できる可能性が示唆されています。アトピー素因の

ある方は、早期に医学的介入を行うことで、その後のアレルギー疾患をコントロールできる可能性が高

まりますので是非、早めに医師にご相談ください。 


