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 １月の相談傾向  

＜血圧に関するご相談＞ 
寒い時期に入ると、普段は血圧に問題ない方でも高めとなる傾向が見受けられます。その理由として①寒さへの

ストレス ②いつもより塩分が濃い目の食生活なども関係します。冬場の血圧上昇は、脳卒中や心筋梗塞のリスクを

高めることから慎重なトリアージを行い、異常の早期発見に努めています。 

 

「1 月に入りほぼ毎日、血圧が高い。上が 170 から 180、下が 80 から 100 を推移している。それに伴い、鈍い頭痛

を感じるようになった。すぐに受診した方がよいか。」                               （50 代 男性） 

「高血圧の薬を内服中。冬は気温差によって血圧が変動し、突然死の可能性もあると聞いた。冷え込みがきつく寒

い日の朝、服を着替える時やお風呂の脱衣所など、常に部屋全体を暖めておいた方がよいだろうか。」                                                                   

（60 代 女性） 

毎日測っている血圧の平均は、上が 150、下が 95 位、経過観察で通院中。医師からは、「低い時もあるので、まだ

薬は飲まなくても大丈夫」と言われているが、冬になるにつれ、段々と高くなってきたように思う。まだ 30 代だが、そ

れで問題ないだろうか。」                                                   （30 代 男性） 

「寒い日の朝の血圧の測り方だが、室内が暖かい状態で測定した方が、正確な値が出るのか。」   （50 代 女性）                                        

「私は以前から低血圧だ。先日知り合いが、「寒い日は塩分を少し多めに摂って血圧を上げた方が健康に良い」と

言っていた。本当にそうした方がよいのだろうか。」                                       （40 代 女性）                                                                

 

＜誤飲事故のご相談＞ 
 0 歳から 1 歳までのお子様は、物を確かめようとして、何でも口に入れようとします。その為、この年齢層の事故の

中でも、誤飲は多くを占め、内容によっては緊急入院、更には手術が必要となる事例もあります。誤飲した物、形

状、呼吸状態など、重要な情報を聞き取った上で緊急度を早急に判断し、中毒 110 番とも連携をとりながらご相談

に対応しています。 

 

「8 歳の娘が歯の矯正の装具の一部を飲み込んでしまった。奥歯にはめこんであったトゲ状の金属だったように思う

が、すぐに受診した方がよいか。かかりつけの矯正歯科か小児科、どちらに行けばよいか教えて欲しい。」                               

（40 代 女性） 

「目を離した隙に、7 ヵ月の娘が何かを飲み込んでしまった気がする。先程から「オェッ」と言いながら何かを吐き出

したそうにしている。怖くてどう対処したらよいのか分からない、アドバイスが欲しい。」           （20 代 女性）                              

「1 歳になったばかりの娘が先程、発泡スチロールを口の中に入れていた。気付いてすぐ取り除いたが、多少飲み

込んでいるかもしれない。普段と様子は変わらないが、このまま便と一緒に出てくるまで様子を見ていても大丈夫な

のか。」                                                                    （30 代 女性） 

「1 歳 3 ヵ月の娘が、皮膚科で処方された湿疹用のステロイドの軟膏チューブをチューチューと吸っていた。気付い

てすぐ口の中を確認したところ、少量の軟膏が口の中に残っていた。それほど沢山を飲み込んでいる感じはしない

が、ステロイド軟膏の場合、何か異常が起きる可能性はあるか。」                          （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。 
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老眼とは、近いところが見えづらくなる症状で、40 歳前後から始まり、水晶体の弾力性が弱まり、調節力が低下する

ことによって起きる、目の老化現象を指します。目は、水晶体の厚みを変化させ、ピント合わせを行います。しかし加

齢により、水晶体の弾性が低下すると、次第に調整しづらくなってきます。新聞などの細かい字を読む際、以前より

目から離さないと読みにくいと感じたら、検査を受ける必要があります。 

老眼鏡をかけることに抵抗を感じ、裸眼の状態で無理をしたり、目を凝らしたり、100 円均一の老眼鏡を適当に合わ

せたりしていると、眼精疲労や肩こり、頭痛などの原因にもなります。自分の目の状態に合わせた、適切な老眼鏡を

使用することが重要です。 

「老眼かも？」と目の異変に気づいたら、眼鏡店に行く前に眼科の診察を受けることが大切です。一見、老眼のよう

に思える症状でも、「加齢黄斑変性」、「加齢性白内障」、「眼底出血」、治療が遅れることにより、失明の危険性を招

く「緑内障」など、重大な病気が隠れている場合があります。勝手な自己判断には危険が伴います。早期発見、早期

治療が大切なのは、目の病気も一緒です。異常がないかを確認した上で、老眼鏡や遠近両用メガネなどを検討す

るようにしましょう。 

 
◆感染症予防の対策について 

コロナ禍の中、マスクの着用や手洗い、手指消毒は実

行しているが、他にどのような感染対策が有効なのか

を教えてほしい。               （40 代 女性） 

 

換気の悪い密閉空間、多人数が集まる密集場所、間

近で会話や発声をする密接場面、いわゆる 3 密は、い

ずれも空気中に浮遊するウイルスの密度が高まる環境

となりうるため、当然ながら意識して避けることが大切

です。更に注目すべきことは、咳やくしゃみに限らず

会話等、声を出すことにより、直径の小さな「マイクロ飛

沫」が発生していることです。密閉空間においては、こ

のマイクロ飛沫が淀むことに加え、多くの人が集まって

話すことにより、ウイルス密度が高まり、知らないうちに

吸い込んでしまう可能性があるため、換気をし、空気の

流れを作ってください。 

家庭において窓を開放する頻度は、1 時間に約 5～10

分、一般家屋よりも人が多い場所では 1 時間に 2～3

回が理想と言われています。大切なことは、全体の空

気を上手く入れ替え、効果的な「換気経路」を考えるこ

とです。1 つの窓だけでなく、対角線上にある他の窓も

開ける、それが難しい場合は部屋のドアを開け、扇風

機などを窓の外に向けたり、換気扇を使うなどして、空

気がしっかりと移動し、抜けていくように努めてくださ

い。 

 

◆コッホ現象について 

６ヵ月の子どもだが、BCG 接種の際に、「コッホ現象に

気をつけてください。」と医師から言われた。どのような

ことが起こる可能性があるのか、もし起きた場合、どう

対処すればよいのか。           （30 代 女性） 

 

BCG は、乳幼児期の重症な結核の発症を予防するた

めの、重要な生ワクチンです。 

通常は接種後 2 週目頃から、針の痕に一致した場所

が、赤いしこりやジクジクして化膿したようになります。

接種後 1～2 ヵ月後にそれらが最も目立つようになり、

その後かさぶたが出来、やがて跡は残るものの、綺麗

な肌に戻ります。しかし、既に結核に感染していている

赤ちゃんにBCGワクチンを接種すると、通常より早い、

接種後 1 週間から 10 日以内（多くの場合は 3 日以内）

に同じような症状がみられることがあります。一種のア

レルギー反応によるものと考えられていますが、このよ

うな現象を「コッホ現象」と呼びます。結核菌に似た菌

（非結核性酸菌）に感染した場合や、針を刺したこと

で皮膚が傷づき赤くなったり、バイ菌がついて化

膿しても起きることがあります。必ずしも結核に感染し

ていることを意味するわけではありませんが、このよう

な症状が発現した場合には、鑑別の為にも速やかに

接種した医療機関を受診して下さい。但し、救急外来

を受診するほどの緊急性はありません。 

 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 老 眼 か も と 感 じ た ら  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆巻き爪 
右足の親指が巻き爪で、靴の中で指が動き、ずれる

と飛び上がるほどの激痛が走り、歩くのも辛く億劫に

なってしまう。よい治療法、予防策はあるか。                     

                        （40 代 女性） 

 

人間の手足の骨は先端まで達していない為、指先に

は立ったり歩いたり、踏みしめることにより体重がか

かっています。足爪は、力を入れる際の支えであり、

地面からの力を効率的に受け止める役割を持ってい

ます。一方で内側に巻こうとする特性も合わせ持って

おり、力が均一に十分に行き渡っていれば湾曲の平

らさをキープ出来ますが、歩数が減ったり、偏った歩

き癖等が影響することにより、次第に丸まっていきま

す。コロナ禍で、外出を自粛している人が多い今は

要注意です。予防法としては、適度に歩くこと、爪を

適度な長さに保つことが大切です。爪は伸び過ぎる

と、先端が宙に浮いた状態となり、地面から押される

力が弱くなり、巻き爪になり易いです。よって、切る際

は指先に揃えるか 1mm 程長く、先は真っすぐ整え、

角を食い込ませないようにしてください。痛みの強い

場合は、ワイヤーなどの矯正具を爪の表面に装着

し、平らな状態に近づける治療法があります。根気は

必要ですが、続けることにより改善が見込めます。

「爪の治療」を掲げる、整形外科や形成外科、皮膚科

に相談してみてください。 

◆腸活 

雑誌で読んだ腸活を、自己流ながらやり始めたが、折角

なら成果を出したいと思っている。効果的な方法、大切

なポイントを具体的に教えて欲しい。   （30 代 女性） 

 

腸活とは、腸内細菌のバランスを整え、維持することを目

的とした造語です。3 本柱は「食事」「睡眠」「運動」です。

眠る前の 3 時間は食べずに胃を空にすることで、睡眠

時にしっかりと小腸が働き、便の元を大腸へと送り出し、

綺麗な腸をつくるといいます。人間の腸管には、「空腹

時収縮」という作用を起こし、消化酵素や消化管ホルモ

ンの分泌を促して、腸内を綺麗に掃除する働きを持った

「モチリン」というホルモンが備わっています。効率よく分

泌する為には、十分な睡眠時間をとることは勿論、眠り

の質も重要です。入眠前の 2 時間は音や光で脳を刺激

しないよう、テレビの視聴やスマホの使用を控え、ゆっく

りとぬるめの風呂に浸かったりして、リラックス出来た状

態で睡眠に入るのがよいとされています。食事は眠る 2

～3 時間前には済ませ、夜食は食べないことを徹底する

のが望ましいです。また腹筋が弱くなると、排便の際に

上手くいきめなくなり、便秘に傾きがちになるので、背筋

を伸ばし腕を振り、歩幅をやや広くとって、リズムよく歩く

ことを心掛け、体幹を鍛えるための運動も習慣に出来る

とよいと思います。 

 

 

                                    ◆蜂に刺された 

15 分程前公園で、6 歳の娘が左手首に一箇所、ミツバチに刺された。水で洗い流したが、この後どうしたらよいか、

受診は必要か。少し腫れているが、それほど痛みはないようだ。                 （イギリス 30 代 女性） 

 

蜂に刺された場合、局所だけでなく、全身にまで症状が現れる可能性があります。その場合の症状としては、後に

吐き気が生じたり、痒みが広範囲に広がったり、体全体に蕁麻疹が出ることもあります。時に、アナフィラキシーと呼

ばれる、呼吸困難、意識障害、激しい動悸等、重度のアレルギーが起きることがあり、こういった症状が現れた場合

は緊急事態ですので、早急に受診が必要となります。安易な自己判断は大変危険です。蜂に刺された後、15～30

分の間が多いと言われていますので、十分に注意してください。流水で洗い流した際は、指で絞るように、入念に

洗いましたか？蜂毒は水に溶けやすいので、流水にさらすと毒を薄める効果が期待出来ます。針の根元に毒嚢が

ある為、蜂の針が残っている場合、それを指でつまもうとすると、更に毒を送り込んでしまいます。なるべくピンセット

を使い、根本から引き抜くようにして取り除くか、指などで払い落としてください。今後、痛みが出て来た際には、水

か氷、保冷剤を使って冷やし、その後は市販の虫刺されの薬を塗ってください。発熱、頭痛、発疹、赤みや腫れが

酷い、痛みが引かない等、病状によっては、速やかに受診が必要です。心配であれば明日、皮膚科を受診してくだ

さい。 

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＞ 

■バレット食道について 

11 月の健康診断で胃カメラ検査を受けた。 

「バレット上皮があるので、経過観察としましょう。

また来年、再検査を受けてください。」と説明を

受けた。調べると、食道癌のリスクが高いことが

わかり、不安になっている。根拠はあるか、加え

てバレット食道とバレット上皮は、どのように違う

のか、また今後 1 年、様子を見ていても問題な

いのか。食道癌にならないために、今からでも出

来る対策があれば教えてほしい。    

（60 代 女性） 

 

バレット食道の定義としては、胃から連続性に食

道に伸びる円柱上皮、「パレット粘膜」が存在す

る食道とされています。日本人において食道癌

になりやすいのは、バレット上皮ではなく、扁平

上皮です。リスク因子としては、男性であることや

日々の喫煙及び飲酒の習慣です。アメリカ人に

バレット上皮が見つかった場合は、癌になり易い

為に切除しますが、日本人にはそのような治療

法がなく、保険適応もされていません。予防とし

ては胃酸を抑え、胃食道逆流症があれば治療

が必要です。胃カメラ検査に関しては、基本的

には 1 年後でよいですが、自覚症状があれば早

めに検査を受けてください。主治医にも結果を

伝え、今後の胃カメラ検査は主治医から専門医

を紹介していただくのもよいでしょう。 

＜神経内科＞ 

■痙攣について 
瞼がピクピクするような痙攣が、全身のあちこち

に現れる。頭が重いとその頻度が高くなるように

思う。中学生の頃、頭痛が酷く、色々と検査をし

たが、原因は特定出来なかった。その頃からこう

いった症状が起きるようになった。受診を考えて

いるが、何科に行けばよいか。  (50 代 女性) 

 

ピクピクするような痙攣が全身の様々な場所に

現れる場合、「ミオクローヌス」といわれる症状の

可能性があります。これは、自分の意思、意識と

は関係なく、繰り返し起きる不随意運動で、突

発的に体の一部に現れる素早い筋肉運動のこ

とをいいます。手足や顔面、体幹に生じ、通常

意識消失を伴うことはありません。身体の一部が

ピクっとする程度の場合もありますが、複数の筋

肉が迅速に周期的な収縮をすることもあります。

普段、しゃっくりや睡眠中に、体や手足がピクっ

とする症状がみられることがありますが、これらは

生理的なミオクローヌスといって健康な方にも起

こります。この現象には、何らかの病気が関与し

ている場合があります。原因としては、脳炎、て

んかん、腫瘍、感染、外傷などがいわれていま

す。まずは念の為に、神経内科や一般内科に

受診することをお勧めします。 

           ◆抗生剤について 

抗生剤には数多くの種類がある。抗生剤が処方されたなら、「何らかの細菌感染がある状況である」と

医師から判断されたと考えて良い。抗生剤は、ペニシリン系、セフェム系、マクロライド系、テトラサイクリ

ン系、ニューキノロン系、リンコマイシン・クリンダマイシン系、ペネム系など、多岐に渡り、疾患から原因

菌を予想・検査し、スペクトラムを考え処方することになる。抗生剤におけるスペクトラムとは、非常に簡

潔に言えば、「どのくらいの範囲の細菌に、どのくらい効果があるか」である。薬剤によっては作用時

間・半減期が決まっているために、効果を維持するには一定の間隔で内服する必要がある。医師の

指示無しに自己判断で内服を調整してはならない。そしてよく問題になるのは、耐性菌の存在である。

抗生剤を乱用すれば、それに対して抵抗のある細菌が生き残り、増殖する。そして人類は、その耐性

菌に対して効果のある薬剤を開発する、といった、いたちごっこである。抗生剤の適正使用のためにも、

各種細菌検査をより簡便に、より早く結果が出るように改良・研究してほしいというのが、外来診療に

おける現場の切なる願いである。耐性菌の発生を防ぐといった意味において、抗生剤を処方する際に

注意しているのは、あまり半減期が長い薬剤を使用しないということである。だらだら効果が続くと、耐

性菌が発生しやすいからである。 


