
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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 10 月の相談傾向  

＜薬に関するご相談＞ 

内服方法、効能、効果、飲み合わせ等、様々な相談を受けます。基本的に、薬の指示は医師の範疇となるため、明

確にお答え出来ないケースも多々あります。内容により、医師への確認が必要と判断した場合、速やかに相談可能

な態勢を整え、ご相談に応じています 

 

「8 歳の娘が、1 回 2 錠飲む市販薬の酔い止めを、間違えて 8 錠飲んでしまった。現在、何も症状はないが、今後ど

のように対処したら良いかを教えて欲しい。」                                  （40 代 女性） 
「本日、7 歳の息子が中耳炎になり、耳鼻科で薬をもらってきた。1 時間程前から、軽い喘息発作がおきている。発

作時には、小児科で出ている吸入スプレーを使っているが、耳鼻科の薬と併用しても大丈夫なのかを聞きそびれて

しまった。問題ないかを確認したい。」                                      （30 代 女性） 

「血圧の薬を内服中だが、今になって薬がなくなっていることに気付いた。日曜で病院が休みなので、今日一日飲

むのをやめてもよいだろうか。」                                           （60 代 男性） 

「今日初めて受診した病院で処方された薬が、全てジェネリック医薬品だった。成分自体は新薬と同じと聞いたが、

効果が劣ることはないのか。」                                            （40 代 男性）                                                          

 

＜子どもの成長・発達に関するご相談＞  

育児関連のとある情報サイトで、子どもの健康について保護者にアンケートを行ったところ、成長と食事に対する悩

みが 70％を占めた、という結果報告が公表されています。小児の成長発達、栄養に関して常に正しい知識を持ち、

的確なアドバイスを提供することで、少しでも不安が軽減できるように努めております。 

 

「8 歳の娘が、同年代の子どもに比べて出来ないことが多く、発達に不安を感じるようになった。」   （40 代 女性） 

「6 歳の息子だが、箸が上手に使えない。色々と工夫し、矯正箸も試してみたが、一向に効果がない。こんなぎこち

ない使い方で、この先大丈夫か。不安というより腹立たしい。段々と上手になるものだろうか。」    （30 代 女性） 

「6 ヵ月の息子が寝ぐずりが酷く、寝かしつけにいつも手古摺っている。抱っこでないと眠らないので、私も疲れてし

まい、精神的にも辛い。何ヵ月頃になればおさまるものなのか。」                          （20 代 女性） 

「1 歳半の息子だが、言葉をあまり話さないのが気になる。自閉症なのでは、と不安でたまらない。早めにどこかへ

相談をした方がよいだろうか。」                                                  （30 代 男性）                                       

「1 歳の娘が白いご飯が大好きでそればかり食べて、他の野菜やおかずを嫌がる。どうしたらバランスよく食べさせ

ることが出来るか、アドバイスが欲しい。」                                              （30 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。 

     Monthly Report  
 
 

全体の相談状況から 10月号        

2020年 10 月3０日発行 



 

 2

 

 

 

40 歳を過ぎた頃より、性ホルモン分泌量の低下が招く、様々な体調不良や情緒不安定などのうち、症状が重く日常

生活に支障を来すものを「更年期障害」と呼びます。女性の場合、閉経前後の約 10 年間（およそ 45 歳から 55 歳）

に女性ホルモンの一つ、エストロゲンの分泌が急激に減少することが影響します。男性の場合は、男性ホルモンの

うち、95%を占めるテストステロンの分泌が減少し始めることが要因となりますが、40 歳代後半で症状が現れることも

あります。気質、性格やストレスも影響の一因と言われています。男女ともに、のぼせや火照り、動悸や息切れ、異

常な発汗、耳鳴り、頭痛やめまいなどが起きやすく、イライラや不安感、うつ、不眠、無気力などの精神的症状が伴う

場合もあります。時に、男性は関節痛、機能不全(ED)、女性は生理不順が生じがちです。治療としては、漢方薬の

内服、ホルモン補充療法、食生活の改善が有効です。だるさ、寝付けないなど、初期症状が曖昧で確証に乏しいた

め、発症に気付かずに、次第に悪化させる可能性もあります。安易な自己判断により、身体的、精神的に大きな影

響を与えることのないよう、漠然とした不調が続く場合は、かかりつけ医、更年期専門外来、婦人科など、早めに診

察を受けるようにしましょう。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。 

 
◆眼精疲労について 

毎日長時間、仕事で PC を使用している。この数日、目

やにや痒みはないが、白目が充血し眼の奥にも痛み

を感じるため、眼科を受診した。眼精疲労だと言われ

たが、目を温めるのか、冷やすのか、どちらが効果的

なのかを教えてほしい。           （20 代 男性） 

 

眼精疲労の原因は、眼球を支える筋肉の疲労です。

PCやスマートフォンを見続けたり、合わない眼鏡、コン

タクトレンズを使用することなどで起こります。主な症状

は、目の重い感じ、痛み、眩しさ、かすみや乾燥、充

血、瞼のピクつき等です。伴いがちな全身症状として、

頭痛、首や肩のコリ、イライラ、吐き気などが現れること

もあります。目の充血は、白目を覆っている結膜の下

にある、毛細血管が膨張することで起きるものなので、

目とその周辺を冷やして、炎症を抑えるのが効果的で

す。冷蔵庫で冷たくした濡れタオルや、保冷剤を薄手

のもので包んだものを使うのがよいでしょう。一方、充

血がなく目がショボショボする、といった症状の場合

は、血行不良が原因のことが多いので、温めるのが有

効です。また、目のビタミンと呼ばれている、ルテイン

が豊富な緑黄色野菜、赤色色素のアスタキサンチンを

多く含む紅鮭やエビ、アントシアニン含有のブルーベ

リーなど、目によいと言われている食品も、意識してと

るようにしてみてください。 

◆魚臭症について 

1 歳 8 ヵ月の子どもが、幼稚園の給食でサバを食べて

からずっと生臭い。頭や体を何回も洗い、服やバッグ

も洗濯したが、変わらず同じ臭いがする。こんなことが

ありうるのか。                 （30 代 女性） 

 

人間の体は、皮膚の雑菌によって汗や皮脂、垢に含ま

れる成分が分解される際に臭いを発しますが、それと

は別に、病気が原因で特有の体臭を発生させる場合

があります。 

稀な疾患ですが、トリメチルアミン尿症＝魚臭症候群と

いうものがあります。食べ物を消化する過程で、腸内細

菌が「トリメチルアミン」いう物質を作ります。通常、肝臓

で分解されるので体臭には繋がりません。しかし、この

トリメチルアミンを無臭化する酵素が遺伝的に欠如して

いる場合、血中に取り込まれた後、全身に回ることにな

ります。その結果、この物質に魚の腐ったような特有の

臭いがあるため、汗や呼気に混ざって生臭い独特の

体臭となります。お子様の臭いの程度、食べてからど

の位の時間が経過しているのか不明なこと、また、この

疾患自体が非常に稀であることから一概には言えませ

んが、同様の臭いを繰り返し感じるようであれば、まず

は念のため、かかりつけの医師に相談してみてくださ

い。この疾患が疑わしい場合、特定の検査機関に尿を

送る必要はありますが、容易に診断は可能です。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 更 年 期 障 害  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆腎機能の検査結果 
先日の人間ドックの結果、クレアチニン値が 0.84(尿

蛋白は正常値)で 3 ヵ月後に再検査となった。自分な

りに調べ、腎機能の低下と分かり、まずは食事の改

善を始めた。悠長に構え、それほどの期間をおいて

問題はないのか。失われた機能は回復しないような

ので、対処は早ければ早い方がよいのではないか。

3 ヵ月程様子をみている間に、自然と数値が改善す

ることなど、ありうるのか。       （40 代 女性） 
 

クレアチニン値の情報から、さほど緊急性のあるよう

な状況ではないと思いますが、腎臓に関して、どの

程度まで調べたのか、むくみなど、他に症状がある

のか、実際に診察している訳ではないので、判断が

難しいです。今後の治療方針を決定するためには、

BUN 値・eGFR 値や腹部超音波検査の結果なども、

重要な情報となります。不安が強く、かなり悩んでい

るようであれば、3 ヵ月を待たずに内科を受診し、再

検査を受けるのが安心ではないでしょうか。 

腎機能低下の原因となる疾患は、多岐にわたりま

す。例えば、糖尿病による糖尿病性腎症、高血圧、

脱水、糸球体腎炎などですが、原因によって対処が

異なります。その後の経過も様々で、クレアチニン値

も変動します。食生活の改善について、正しい方法

であるか、文面のみでは分かりかねます。受診した

内科で、よく相談してください。 

◆産後うつ 
7 月末に第一子を出産した後から、気分が落ち込むこと

が多い。友人から、こういった症状の時には漢方薬が効

くことがあると聞き、試してみたいが、授乳中でも飲むこ

とのできる種類はあるか。          （30 代 女性） 
 

ホルモンバランスや急激な生活リズムの変化により、産

後一時的に気分が落ち込みやすくなる女性は、決して

珍しくありません。『授乳中にも飲める漢方について』の

ご質問の背景には、お薬が母乳中に移行することによ

る、赤ちゃんへの影響が気になっての相談かと察しま

す。近年、薬の多くに母乳への移行量が少ないことが分

かってきました。よって赤ちゃんに影響する可能性は低

いので、薬を飲むからと、母乳育児を断念する必要もあ

りません。 

また、一言に漢方と言っても、その成分には沢山の種類

があり、同じお薬でもその方の「証」によって効果が異な

ります。女性ホルモンの変動（産後も含む）に伴って現れ

る、不安やイライラなどの症状に効果の期待できる漢方

薬の代表例として、「女神散＝にょしんさん」や「加味逍

遙散＝かみしょうようさん」がありますが、しっかりと医師

の診察を受けた上で、服用を開始することが大切です。

今は、漠然と感じている位の症状かもしれませんが、早

めに対策をすることで、随分と楽になることもあります。

出産した産婦人科、もしくは婦人科に是非一度、ご相談

ください。 

 

 

                                    

◆水いぼ 
昨年４月、5 歳の娘の両膝裏に小さな発疹が出来た。同年７月には痒がるようにもなったので、、手持ちのオロナイ

ン軟膏を塗り、様子をみていた。5 月に渡米した後も改善がみられないまま 8 月に入り、この地域には皮膚科がな

いため、小児科を受診した。「水いぼ」と言われ、現在も通院中。日本のように、ピンセットで取るようなことはせず、

経過観察のみ。乾燥肌の痒みは、ワセリンで対応しているが中々よくならず、このまま何もしないでも治るものなの

か、よい治療法はないだろうか。                                （ワシントン州 30 代  女性）                                                                                                                             

 

本来、人間の健康な皮膚には、外敵から身を守るバリア機能が備わっています。しかし、皮膚に乾燥や小さな傷が

あると、この働きが弱り、ウィルスなどの微生物が入り込んでしまいます。そのため、例えば水いぼでいえば、アトピ

ー性皮膚炎や乾燥肌、搔き傷がある人ほど、発症する確率や個数、速度が増えます。特に幼児は、まだ免疫もなく

皮膚も薄いため、容易に感染し易くなります。 

治療に有効な薬物はなく、ピンセットや液体窒素で脱落させる治療法もありますが、痛みや精神的な苦痛を伴うた

め、積極的に行うかは医師によっても意見が分かれます。放っておいても 1～2 年で治ることも多い為、保湿剤（ワ

セリン）によるスキンケアをきちんと行い、焦らず時期を待つことも正当な治療法の一つといえます。 

海外からの入電 



 

 4

顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜眼科＞ 

■視野欠損について 

20 代より、飛蚊症と片頭痛を抱えている。8 月中

旬より、ガラスの破片がキラキラしているような見

え方が出現したため眼科を受診、「後部硝子体

剥離」と言われた。視野欠損や、視界が暗く感じ

ることも医師に伝え、複数の検査を行なったが、

そういった症状が出るような所見はないと説明を

受けた。不安が残り、別の眼科も受診したが、眼

圧・視野検査ともに異常はない、と同様の結論

であった。網膜剥離が起きなければ経過観察の

ための通院も不要、とも言われた。しかし、眼科

医の説明が、現在も相変わらず続く自覚症状と

合っていないように思え、納得がいかない。後部

硝子体剥離で、視界が暗く見えることがあるの

か。目以外の症状として、何が考えられるか。他

の診療科の受診も必要か。 

                     （40 代 女性） 

                                                                             

今回、一通りの検査を終えていますので、何か

異常があれば、必ず検査結果に表れます。 

異常なしの判定であったならば、別の分野の可

能性も考える必要があります。まずは脳疾患の

疑いがないか、確認が重要です。只し頸部の血

管が細い等、他の病気が関与している場合もあ

ります。よって脳神経内科もしくは脳神経外科を

受診するのが良いでしょう。その際、不安に思っ

ている自覚症状を、医師にしっかりと伝えてくだ

さい。 

＜整形外科＞ 

■足先の痛みについて 
2 日前より階段を降りる際、急に左足の裏と中心

から少し上の部分に痛みが出てきた。特に激し

い運動などはしていない。普段通りに生活して

いるが、座っている時や就寝時には痛みがなく、

歩く時に痛みが出る。その部位を触ったり、押し

たりするとかなり痛い。多 少 赤いが、腫れはな

い。もうしばらく様子を見て、痛みが引かなけれ

ば受診しようと思うが、何科を受診すればよい

か、どういった病気が考えられるか。 

(40 代 女性) 

 

痛みが出る動作の様子から、足裏の腱膜に炎

症を起こしている可能性があります。足底腱膜

炎といって、踵と足の指の付け根を繋ぐ組織に

炎症が起き、歩いたり走ったり、階段を降りる時

に、痛みなどの症状が出ます。スポーツや立ち

仕事等、足の裏に負担をかけがちな人に多くみ

られます。原因としては、足裏への過度な負担、

運動不足、偏平足、加齢、体重増加、ふくらは

ぎやアキレス腱が硬い、靴が足に合っていない

等、幅が広いです。軽度であれば、患部の安静

とマッサージ、インソールの使用等で改善が期

待出来ます。マッサージのしすぎは、症状を悪

化させる場合もありますので注意してください。

痛みが続き、改善しないようであれば、整形外科

を受診してください。 

           ◆解熱剤について 

今回のテーマは解熱剤です。よく臨床現場で、「解熱剤を頓用で出しておきますね」という言い回しを

します。頓用・頓服という言葉の元意は「毎日内服するのではなく、必要時のみ、医師が指示したタイ

ミングのみに限り内服する」ということです。具体的に「何度以上の熱発時に何時間以上あけて」といっ

た指示が出されます。また、解熱剤は「解熱鎮痛剤・消炎鎮痛剤」とも言われ、鎮痛作用も併せ持ちま

す。よく言われる風邪・感冒症状おける頭痛や、肩凝り頭痛などにおいて処方することもあります。 

しかし一方で、解熱鎮痛剤の内服には注意を要する場合や、内服してはならない場合があります。例

えば、解熱剤に対してアレルギーのある方、アスピリン喘息の既往、気管支喘息や喘息様気管支炎な

ど、気道の狭窄を生じやすい体質の方、胃腸炎や消化性潰瘍・出血などの消化器疾患、熱性けいれ

んの既往がある小児などが、例にあげられます。また、インフルエンザの際にも注意が必要です。ライ

症候群の発症リスクから、解熱剤においても使用できる薬剤の種類は限られます。痛み止めとして

OTC でも販売される時代ではありますが、適応の判断に留意すべき場合もありますので、我見に任せ

た己義・自義によって判断せず、医師や薬剤師によくよく確認していただければ幸いです。 


