
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  

＜頭痛に関するご相談＞ 
頭痛は、疲れやストレスなどから起こる日常的なものから、重篤な脳の疾患や強度の頭部打撲等が原因となる高リス

クな頭痛等、命に関わるケースもあるため正確なトリアージが必要です。 

 

「昨日、風呂の壁にペンキを塗った。少し前にお風呂に入ったところ、子どもが頭が痛いと言い出し、自分も頭が重

くなってきた気がする。医療機関を受診した方がよいか。」                          （40 代 女性） 

「4 歳の息子だが、今朝から頭痛と吐き気があり、何度か嘔吐している。痛み止めを内服したが改善しない。どうした

らよいか。」                                                        (30 代 女性) 

「7 歳の娘が、1 時間前から頭痛がして目の前がチカチカすると訴えている。嘔気もあるせいか、眠るように言っても

なかなか寝付けないようだ。受診をした方がよいか。」                                    (40 代 女性)                                                 

「仕事柄、携帯を使う機会が多く、毎日目を酷使している。今朝から目がチカチカし頭痛もあり、簡

単な文章も頭に入らず、何だか違和感を感じる。様子を見ようかと思っていたが、体調がすぐれず不

安になってきた。念のために受診をした方がよいか。」                       (50 代 男性) 

 
＜腹痛に関するご相談＞ 
ひと言で「腹痛」と言っても、痛みの部位、強さ、併発している症状などによって、様々な原因が考えられます。更に

は消化器、循環器、泌尿器、婦人科などの幅広い領域も絡んでくる為、性別や年齢なども考慮し丁寧に情報収集し、

受診の必要性を含め、的確なアドバイスが出来るよう、努めています。 

 

「昨日の朝から腹痛があり、病院に行って薬ももらったが、痛みが治まらず下痢も始まった。食中毒の可能性はある

だろうか。」                                                               （20 代 女性） 

「朝方 3 時頃に腹痛で目が覚めた。激痛で下痢便が 5 回ほど出た。今も痛みが治まらず、歩くのも辛い。直ぐに受

診をした方がよいのか、アドバイスが欲しい。」                                         （20代 女性） 

「2 日前から下痢が続いている。今日、家にあった正露丸を内服したら、お腹も痛くなってきた。心配になって漢方

胃腸薬を飲んでみたら、更に痛みが強くなってしまった。歯医者でもらった解熱鎮痛剤があるが、内服したら効果が

あるだろうか。」                                                               （70 代 男性） 

「ワクチン接種後に熱が出て 1 日で解熱した。翌日から腹痛が始まり、今日は朝から下痢が 6 回も続いている。これ

は副反応なのか、受診をした方がよいか。」                                             (50代 女性) 

「6 歳の息子が、1 時間程前に柿ピーナッツを食べて、オレンジジュースを飲んだ後から腹痛を訴えている。同時に

ゲップも止まらない。直ぐに受診した方が良いか。」                                         （30 代 男性） 

                           

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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歯周病は、歯の周囲の汚れ（プラーク）の中に含まれる細菌の毒素が原因で歯肉に炎症が起き、歯を支える骨が溶

けていく病気です。丁寧に歯磨きをしているつもりでも、歯肉と歯の境目である歯周ポケットには歯ブラシが届きづ

らく、歯垢が溜まっていきます。清掃が行き届かない状態が続いていくと、細菌が停滞し歯肉に炎症を起こします。

虫歯と異なり痛みが出ないことが多く、気づかないうちに進行し、歯肉からの出血や膿が出たり歯がぐらつき、最後

には歯を抜かなければならないほど重症化することもあります。歯肉の腫れや出血するなど異変に気づいたら、早

めに受診をしましょう。 

歯周病は口腔内の病気にとどまらず、全身にも影響を及ぼします。炎症によって生じる毒性物質が歯肉の血管から

全身に入り、糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞など、様々な病気の発症や悪化の原因となったり、早産・低体重

児出産を招くこともあります。予防は日々の丁寧な歯磨きが基本ですが、電動歯ブラシやフッ素入り歯磨き粉、洗口

液を併用することにより、プラークの付着を防止する効果が期待出来ます。歯間の清掃には、デンタルフロスや歯

間ブラシといった補助道具が便利です。 

また歯周病は自覚症状に乏しいため、定期的に検診を受けることによって早い段階からの治療と予防を継続してい

くことが大切です。 

 
◆肘内障について 

1 歳 9 ヵ月の息子が遊んでいて、突然激しく泣き出し

た。痛いのか腕を動かさないので、急いで病院へ行っ

た。肘内障の診断だったが、一度起こすと何度も繰り

返すことがあると言われて不安だ。どのような時になり

やすいのか、予防法はあるのか、今後の心構えとし

て、受診の目安も教えて欲しい。      (20 代 女性） 

 

肘内障とは、肘の靭帯がズレて肘関節が脱臼しかけて

いる状態です。靭帯が十分に発達していない 1～6 歳

頃の子どもに起きやすいです。咄嗟に子どもの手や腕

をつかんだ際が一番多いです。しかし転んで手をつ

いたり、肘を捻ったり、寝返りを打ったり、遊んでいる最

中など、何が原因か分からず起こることもあります。確

かに繰り返しやすいお子様もいますが、成長するにつ

れ、肘関節を取り巻く靭帯がしっかりしてくることで、そ

の心配はなくなります。予防策としては、中々難しいか

とは思いますが、不意に腕を引っ張らないことです。受

診に関しては、肘を曲げたり動かしたりしているうち、

自然に元に戻る場合もありますが、放置によって整復

が難しくなることがあるのと、骨折の可能性が全くない

訳ではないので、気づいた時点で整形外科を受診し

てください。夜間であれば救急外来となります。まずは

受診が可能かどうか、病院に連絡をしてください。 

◆アナフィラキシーの可能性について 

夕方にコロナワクチンを接種し 2 時間位経つが、今に

なって体が痒くなり発疹も出てきた。アナフィラキシー

の可能性があるか、受診が必要か。   (30 代 女性) 

 

日本アレルギー学会において、アナフィラキシーとは

「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性

にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与

え得る過敏反応」と定義されています。薬剤性アナ

フィラキシーは医薬品により生じるもので、投与直後～

30 分以内に発症することがほとんどです。新型コロナ

ウイルスワクチンが原因の場合も、同様の発生機序で

起こります。酷い場合は、血圧低下や意識障害を伴う

「アナフィラキシーショック」に陥ることもあります。そも

そも体に侵入した異物を排除しようとする免疫シス

テムの暴走が、アレルギーです。躍起になって排

除するほどの毒性はない物質でも、「アレルゲン」

として過剰に反応し、その結果として炎症など

様々な症状を引き起こします。今回、接種から数時

間経過しているため、急性期は過ぎていると思われま

すが、今後には十分注意してください。皮膚の発赤が

酷くなってきたり、呼吸に違和感が出る、鼻づまり、腹

痛、嘔気、気分不快や眩暈など、何らかの変化があっ

た際は早急に医療機関を受診してください。 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆婦人科：卵巣嚢腫 
6 月に健康診断で卵巣の腫れを指摘され、7 月に骨盤

MRI を受けた。直径 5.9ｃｍの多房性膿疱が見つかり、右

卵巣嚢腫の診断だった。医師からは、半年毎の経過観察

でよいと言われている。自然に小さくなることもあるのか。

癌の可能性は考えなくてよいか。卵巣茎捻転の話を聞い

たことがあるが、心配であれば前もって手術した方が安心

か。                                 （40 代 女性） 

 

一般的に直径６cm 弱の卵巣嚢腫は、3～6 ヵ月毎の経過

観察となります。よく見受けられるのは機能性卵巣腫瘍と

いって、月経周期に伴って変動するホルモンバランスによ

り卵巣が腫大するものです。この場合、時間経過とともに

縮小するので、日を置いて確認するのがよいとされていま

す。とはいえ、大きければ茎捻転の可能性は否めません。

突然、激痛が起きた場合は、緊急手術が鉄則です。卵巣

嚢腫の手術適応は 6cm 以上です。ご相談者様の場合、微

妙な病状ですが、機能性卵巣腫瘍であれば原則、手術は

行いません。よって現時点では、経過観察で問題ないと

考えます。しかしたまたま見つかった卵巣腫瘍で、経過観

察中も縮小しない場合は、更に継続して診ていく必要があ

ります。良性か悪性かの鑑別は、手術で切除してみないと

分かりません。今後は、主治医の経過説明をよく聞き、疑

問点はその都度しっかりと確認するようにしてください。 

◆内科：ハチアレルギー 

会社都合で、蜂の抗体検査を受けたら、「既往歴の疑いあ

り」との結果だった。今後、蜂に刺された場合、アナフィラ

キシーを起こす可能性が高いのか。そうであれば、エピペ

ンを携帯した方が安心か。【検査結果：①ミツバチ 0.24 

Ua/ml 陰性 ⓶スズメバチ0.69 Ua/ml 疑い ③アシナガ

バチ 0.40 Ua/ml 疑い】              (30 代 男性) 

 

基本的にエピペンは、既往歴、現病歴を基に、検査結果

及び診察によって得られた情報を総合し、過去にアナフィ

ラキシーを起こしたことがある場合、または起こす可能性

が高い方に対し、医師が必要と判断した場合に処方する

ものです。緊急処置として有効性は高いですが、アレルギ

ー症状は体質やその時の状況により重症度は様々である

ため、全ての事態に万能ではありません。劇薬に属するた

め厳格な処方基準が定められており、そもそも条件を満た

していなければ、入手自体が難しいです。またエピペン処

方登録医のみに、処方の権利があります。抗体検査が陰

性でも、アナフィラキシーを起こすことがある一方で、逆に

陽性でも大丈夫な場合もあります。つまり採血結果だけで

は、発症の可能性の有無を完全には予測出来ないわけで

す。あくまでも「補助治療を目的とした自己注射用製剤で

あり、医療機関での治療に代わるものではありません。使

用後は必ず医療機関を受診してください。 

 

 

                                                       ◆ 溶連菌 

４歳の娘が発熱して喉を痛がっていたが、解熱鎮痛剤が効いたのか、今は元気になった。その後、母親の私も発熱

し、検査を受けたら溶連菌感染症だった。症状から考えて、娘も同じ病気のように思う。だとすると、私のようにきっち

り抗生物質を飲んで治す必要があるのではないか、元気にはなったが、検査の必要があるか、菌が残っている可

能性はないか、今後が心配だ。娘はどのように対応するべきか教えて欲しい。       （ハワイ在住 30 代 女性）   

  

医療機関では迅速検査を行います。陽性であれば、溶連菌が存在していることを意味しますが、実際は熱もなく元

気な方でも、ノドに潜んでいることがあります。そして何も害を及ぼさない場合を意味する、「保菌状態」もありえま

す。細菌性とウィルス性の鑑別、そして不必要な抗菌薬投与を防ぐために、以下の方法（センタースコア）で決定し

ます。①咳嗽なし +1 ②前頸部リンパ節腫脹、圧痛あり +1 ③扁桃腺腫脹あり、白い浸出物付着あり +1 

④ 年齢 15 歳以上 +1 年齢45 歳以上 -1 

【0～1：可能性は低い 2～3：溶連菌迅速抗原検査を行って判断 4～5：陽性、抗菌剤投与】 

センタースコアの症状が揃い、迅速検査が陽性の場合、お母様は本当に溶連菌感染症であった可能性が高いで

す。炎症反応が原因で心臓に影響を及ぼす、リウマチ熱が心配ですが、米国では、感染し治療しなかった小児の

中で、この病気を発症する確率は 0.4〜3％に過ぎないといわれています。現在、元気で気になる様子がなければ、

ひとまずは心配ないでしょう。

海外からの入電 



 

顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜耳鼻咽喉科＞ 

■耳鳴りについて 

最近、右耳で「キーン」という高い周波数の音の

耳鳴りを起こすことがある。時々頭がフラフラする

こともある。4 月に人間ドッグで脳の MRI を撮った

が、問題はなかった。受診を考えているが、何科

に行けばよいのか、クリニックか総合病院か、どう

選べばよいのか教えて欲しい。   (60 代 男性) 

 

思い当たるきっかけがなく、耳鳴りや頭がフラフラ

する症状がみられる場合、考えられる原因は多

岐に渡り、耳や頭(脳)の問題の他、ストレスや心

身の疲労のこともあります。まずは緊急性が高い

頭(脳)に問題がないか、次は耳鼻科領域の問題

を考えます。耳は耳鳴りの直接的な原因となりう

る上に、身体の平衡感覚を保つ機能が備わって

います。人間は音を聴く際、音が耳の穴を通って

鼓膜を振動させ、更に耳の奥の器官へと伝導し

ていきます。奥へ到達した振動によって脳へ伝わ

り、音として認識されます。この仕組みに問題が

あると耳鳴りを起こしやすく、その 9 割の方が難聴

を伴うといわれています。耳鳴りは、異常のある耳

で聞こえ、高音のものは加齢による難聴や心理

的要因でみられることも多いです。現在の症状で

あれば、まずは耳鼻咽喉科への受診をお勧めし

ます。総合病院でなくとも、近隣のクリニックで宜

しいかと思います。 

＜内分泌科＞ 

■甲状腺癌について 
3 年前の健診で、左側の甲状腺に 1 ㎝未満の腫

瘤を指摘されたが、経過観察となった。今回久し

ぶりに健診を受けたら、1.5 ㎝に大きくなっていた

ため、専門医を受診した。甲状腺左側の石灰化と

右側にも 0.5 ㎝の腫瘤が見つかった。細胞診の結

果、甲状腺左右両側共に癌だと分かった。医師か

ら「原発は恐らく左側で、右側は転移と考えられ

る、甲状腺は全摘となるであろう」と説明を受けた。

やはり全摘がベストなのか、部分切除でも可能なこ

ともあるのか、他に治療法はないのか。入院期間と

仕事復帰まで、どの程度の日数を見込んでおけば

よいのかも教えて欲しい。        (50 代 女性) 

 

甲状腺がんの場合、腫瘍の大きさや属性によって

は部分切除を選択します。ご相談者様の場合、左

側から右側への転移が認められ、他への転移も否

定できないことから、全摘出となる可能性が高いの

ではないか、と思われます。入院期間は、通常１週

間程です。退院後の休養期間は、外来受診も含

め 3 日～1 週間程度を見込んでください。但し、

詳細確認のためにリンパ郭清などを行ったり、手

術に関連して反回神経麻痺が起きた場合は、自

ずと延長になります。再発予防のため、放射線性

ヨード内療法を行う場合もあります。疑問点は主治

医にしっかりと確認してください。 

         ◆2 型糖尿病の内服治療薬 

昨今の２型糖尿病の治療薬の進歩には、目を見張るものがあると思います。DPP-４阻害剤がヒットを

飛ばし、SGLT2 阻害剤、GLP-１受容体作動薬も非常に優秀です。様々な作用機序の薬剤を組み合

わせ、糖尿病のコントロールを図ります。今回は内服薬を中心に概要を解説いたします。 

主な薬剤の作用メカニズムには以下の種類があります。 

① 結果として膵臓のβ細胞を刺激して、インスリンを出しやすくする薬剤 

② 末梢組織におけるインスリンの効果を高め、インスリンを効きやすくする薬剤 

③ 糖の吸収・排泄を調整する薬剤 

④ ①～③を混ぜた薬剤 

以上の薬剤を駆使し、その薬効薬理・副作用・経済面などを加味し、個々の患者さんに適した薬剤を

選択します。例えば、①のような薬剤は、まずは膵臓β細胞のインスリン分泌能、すなわちインスリンを

まだ分泌できる余力があるかどうかを評価して、分泌能が保たれている場合に適応となります。②は①

のように膵臓β細胞に作用するというよりは、肝臓における糖新生を抑制する（ビグアナイド系）、肥大

化した脂肪細胞に作用して、小型脂肪細胞に変換する（チアゾリジン系）ことでインスリンの効果を高

めるといった効果があります。③は尿細管からの糖の再取り込みを抑えることで尿糖として排出する薬

剤（SGLT2 阻害薬）、小腸における糖の消化・吸収を抑え食後高血糖を抑える薬剤（α-グリコシダー

ゼ阻害薬）です。④のような合剤は、各種を組み合わせた薬剤であり、結果として患者さんの内服薬の

錠剤数を整頓し、服薬コンプラインスの改善を期待します。 


