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 3 月の相談傾向  

＜耳・鼻・喉に関するご相談＞ 
本格的な春の到来と共に、耳・鼻・喉の症状が出やすい季節となりました。乾燥した外気や、巻き上がるほこりなどが刺

激になり、軽い症状から長引くケースまで、様々な相談が入ります。風邪か花粉症かの判断に迷っての相談は、例年多

く入りますが、今年は特にオミクロン感染が増加するのに伴い、症状の違いや見分け方を知りたいといった内容や、季

節性アレルギー症状の緩和、治療法についても相談件数が増えています。 

 

「４歳の男児だが、昨夜は耳が痛いと泣き続けていた。途中から何とか眠れたので様子を見たが、今朝から耳だれが出

ている。日曜日だが、救急で受診した方がよいか。」                                 （30 代 女性）                                                                                       

「昨日から鼻づまりと透明な鼻水が酷く、くしゃみも頻回で辛い。喉もイガイガするが、風邪なのか花粉症なのか分から

ないし、体もだるいようにも感じる。まさかコロナではと心配だ。受診して検査を受けた方がよいか。」    (40代 女性)  

「外で半日草取りをしていたら顔や耳が痒くなって、こすったせいか目も赤い。冷やしたら楽になるか。」 (60 代 女性)   

「かれこれ 1 ヵ月近く、鼻づまりが酷くて寝不足気味だ。病院へ行って薬をもらえば楽になるか。」      (30 代 男性) 

「昨日子どもの保育園で、同じ年長さんのクラスからコロナ陽性の園児が出て、娘も濃厚接触者に該当すると連絡があ

った。朝起きてから、喉の痛みと鼻水の症状があって心配だ。熱がなくても感染の可能性はあるか、早めに検査を受け

るべきか。」                                                          （30 代 男性） 

 

＜頭痛トラブルに関するご相談＞ 
 春先に入り次第に寒さが和らぎ、比較的過ごしやすい季節となりました。外出の機会も増え、室内外問わず、ちょっと

した瞬間にケガを負い、転倒による頭部打撲、顔面の外傷に関わる相談も増えています。幸い目に見える傷がなくても、

後になって症状が出てくることがあることを常に意識して対応しています。事故の背景や衝撃の程度を慎重に情報収集

した上で、緊急性の判断や適切な診療科の案内を行っています。また経過観察と判断した場合は、家庭で正しいケア

が出来るようにイメージ出来やすい言葉を使って、注意点や観察ポイントを分かりやすく伝えるように心がけています。 

 

「50 歳の夫が自転車に乗っていて転倒し、鼻を思い切り地面に打ち付けた。鼻血が出ていたが、今は止まりつつある。

見た目にかなり腫れていて変形しているように思うが、何科を受診すればよいのか教えて欲しい。」    （40 代 女性）                                                       

「天気がよかったので、久しぶりに近所に散歩に出かけた。神社の石段でつまずき、咄嗟に手を出したつもりが間に合

わず、頭を打ってしまった。傷がなければ様子を見ていてよいのだろうか。」                  （60 代 男性）            

「先程 8 ヵ月の娘を、50 ㎝位の高さの椅子に座らせてお座りの練習をしていたが、私の手元が滑って前のめりにフロー

リングの床に落ちてしまった。右おでこの生え際に 500 円玉位のたんこぶが出来ている。赤くなって痛がって泣いてい

て心配だ。急いで病院へ連れて行った方がよいか。」                                （20 代 女性）                                                

「８歳の女児だが、15 分位前にソファから飛び降りた拍子に、机の角に鼻が当たり鼻血を出した。ずっと押さえているが

一向に止まる気配がなく、痛さもあってかぐったりしている。受診が必要か。」                   (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、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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質の良い睡眠がとれていれば、途中の覚醒が少なく熟睡感が得られ、朝は気持ち良くすっきりと目覚めることが出来ま

す。更には生活のリズムが整い、体内のホルモンのバランスも保たれやすくなるので、肥満や高血圧、循環器疾患、メ

タボリックシンドロームといった生活習慣病の予防に繋がる効果も生まれます。毎日を活動的に、メリハリをつけて過ご

すことによって体と心も健康になり、充実した日々を送ることが出来ます。 

・・・質の良い睡眠のために・・・ 

・規則正しい生活を送る。 

・ウォーキングなどの運動を習慣とすることで、程よい疲労から寝つきもよくなります。入眠前の激しい運動は、興奮して

眠れなくなるので避けましょう。 

・就寝の 2～3 時間前に 40℃前後のぬるめのお湯で入浴すると、一時的に上がった体温が、就寝時には下がって寝つ

きがよくなります。 

・朝起きたらカーテンを開けて、自然の光を浴びましょう。体内時計のズレをリセットすることが出来ます。 

・就寝前に食事をとると胃腸に負担がかかり、睡眠が妨げられてしまいます。また、カフェイン飲料や喫煙は覚醒作用

があり、アルコールは眠りが浅くなるので控えましょう。 

・日中に眠気がある場合には 15 分程度の昼寝をすることで、夜によく眠れるようになることがあります。 

・室内の温度、湿度は季節に応じて適切に保ち、静かで暗い環境にすることも大切です。 

 
◆体の震えについて 

5 ヵ月の子どもだが授乳の時に 5 分位、全身がビクビクと

震えていた。熱はなく視線も合うが、けいれんの可能性

はあるか。                   （20 代 女性） 

 

乳幼児は、体温調節や神経伝達機能など体の機能が

未発達なため、生理的な反応によって体や手足をぶる

ぶる震わせたり、ピクっと動いたり、ピクピク小刻みに震

えることがあります。震える状況も授乳中、泣いている

時、おしっこや眠ろうとしている時や寒さなど様々です。

けいれんは脳の異常な興奮によって、一時的に意識が

なくなり呼吸が止まり、全身や体の一部の筋肉が自分の

意志と関係なく収縮して震えます。小児では、震えがな

く一点を凝視して体が固まることもあります、新生児は舌

なめずりや口をもぐもぐさせる、周期的に体がだらんとす

るような変化のみの場合もあります。また乳幼児の中に

は、体調は普段通りなのに突然、寒さに震えるような身

震いが継続して何度も続くお子様がいますが、成長とと

もに自然に消失します。生理的な反応なのか、けいれん

や他の病気との判別は文面のみでは中々難しいです。

繰り返す場合、可能であれば画像を撮って医師に確認

してもらうのがよいと思います。 

◆擦り傷の手当てについて 

1 歳児だが、最近益々動きが活発になり、よく転んで怪我をす

る。受診するほどでもない擦り傷や切り傷の際に、自宅でも出

来る対処方法を教えて欲しい。          （20 代 女性）                       

 

傷が出来た時、まず最初に行う処置としては、水で砂や泥、

ホコリなどの汚れをしっかりと洗い流してください。以前は消

毒液を塗るのが当たり前でしたが、正常な組織を痛め、かえ

って治りが遅くなることが分かってきました。よって近年では消

毒液を使わず、しっかり洗浄し、異物を取り除き清潔にする方

針が主流となっています。但し病院では、既に傷口が化膿し

ている場合や傷の種類、原因によって医療用の消毒液を使う

こともあります。洗った後に出血があれば、ガーゼやタオルで

しっかりと圧迫してください。最後に傷を密閉させ、傷から出る

滲出液を吸収してゲル化する働きをする、市販の創傷被覆材

(キズパワーパッド)で傷を覆います。毎日あるいは数日に 1

回、交換が必要です。その際に傷口の赤み、膿が出ていない

かの確認をしてください。比較的浅い傷はこの処置を正しく行

えば、自然に治ることがほとんどです。しかし、「傷口が深い・

大きい」「止血しても出血が止まらない」「洗っても傷口の砂や

木片、ガラスの破片などの異物が残っている」「発熱があった

り、腫れや赤み、痛みが強い」場合は家庭での処置でなく、病

院を受診してください。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 良 質 な 睡 眠 の た め に  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆舌下免疫療法について 
13 歳の中学一年女子だが、毎年スギ花粉に悩まされて

いる。舌下免疫療法を知り、気になっている。治療期間

や効果がどの程度あるのか知りたい。また、中学までは

医療費が無料だが、その後も続ける必要がある場合、費

用についても教えて欲しい。        （40 代 女性） 
 

舌下免疫療法とは、アレルギーの原因となるアレルゲンを

含む治療薬を投与し、体を徐々にアレルゲンに慣らすこと

によって症状を和らげる治療法です。現在の対象はスギ花

粉とダニのみです。 

花粉の飛散時期はアレルゲンに対する反応が過敏になっ

ているので、治療を開始するのには適していません。残念

ながら即効性はなく、シーズンに入る前から治療薬の内服

を開始し最低 3 年、出来れば 4～5 年続けると、個人差はあ

るものの終了後も長く効果が維持するといわれています。定

期的な受診と毎日の内服が必要で、1 ヵ月の費用は 3 割保

険負担の場合、診療と薬代で 2,500 円以内です。副作用と

しては口腔内、耳、喉の痒みや不快感が起きることがありま

すが、重大な副作用は稀です。従来行われていた皮下免

疫療法に比べると格段に安全であるといわれています。治

療相談可能な施設は、「アレルゲン免疫療法ナビ」で検索出

来ます。 

◆白内障の手術後について 

1 週間前に右目の白内障手術を受けた。霞んでいた視界

が、明るく鮮明になって喜んでいたが、このところ何ともいえ

ない違和感があり、食欲も落ち体調もすぐれない。心配にな

って受診したが、検査でも異常は見つからなかった。このま

ま様子を見るしかないのか。          （70 代 女性） 

 

レンズの役割をしている水晶体は、通常は無色透明です。

加齢などで白く濁ると光が上手く通過出来ず、見えにくさや

ぼやけるなど、様々な症状が出てきます。手術でこの水晶

体を眼内レンズに置き換えますが、レンズには、眼鏡と同じ

く近視、遠視、遠近両用があります。遠くにピントが合う近視

用の場合、遠くは見えやすくなりますが、近くを見る時は老

眼鏡が必要になります。一方で遠近両用は、両方にピントが

合う利便さはありますが、明暗の見分けやすさや鮮明度が

劣ることもあります。どのレンズを選択したかが不明なのと、

違和感の詳細が文面からは読み取りづらいためはっきりと

は言えませんが、眩しさが気になるようであれば、遮光眼鏡

を試してみるのもよいでしょう。見え方が落ちつくまでの時

期には個人差があり、中には違和感が1ヵ月以上続く方もい

ます。検査値が正常であれば少しずつ改善していくと思い

ますが、長引いたり更に悪化するようであれば早めの受診

をお勧めします。 

 

 

 

                                                           

◆下痢 

仕事でカンボジアへ来て 10 日になるが、一昨日辺りから 一日に 3～４回下痢をしている。発熱、吐き気や嘔吐はな

く、水分も飲めている。下痢の前には臍周囲に渋る様な痛みが起き、出れば楽になる。あと 1 カ月はこちらで仕事があ

るが、食べ物や環境の違いもあり、感染症が不安だ。どうしたらよいか。             (カンボジア 30 代 男性)  

 

原因の特定は中々難しいですが、一般的には料理に使われている香辛料や油、加えて慣れない土地での疲労も下

痢の一因と考えられます。汚染された食物を食べた場合には、多くは 12 時間から 36 時間程で症状が出始めますが、

中には感染して 10 日後から症状が出るものもあります。東南アジアではキャンピロバクターや病原性大腸菌の発生が

多く報告されています。赤痢菌、コレラ、腸チフスによる下痢の報告例は減少していますが、大気汚染の問題、更には

蚊も多く、ネズミも走り回ったりと、決して健康的、衛生的によい環境とはいえません。多くは水、食物からの感染のた

め、生水・生野菜の摂取は避け、肉・魚介類は火を通したものを食べてください。野菜を生水で洗うのも厳禁です。果物

も皮をむき、傷のついたものは避けるのが安心です。塩分糖分を意識して摂り、加熱した飲み物をこまめに飲んでくだ

さい。体力を落とさぬよう、休息を十分にとり、お腹も冷やさないように注意してください。発熱・嘔吐などが出てくるなど

症状が悪化したり、中々回復しない場合は受診が必要です。

海外からの入電 



 

顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜泌尿器科＞ 

■腎血管筋脂肪腫について 

人間ドッグで左腎血管筋脂肪腫を指摘され、総合

病院の泌尿器科を受診した。腹部超音波検査の

結果、3ｃｍ大と大きいことから手術を勧められた

が、抵抗があって経過観察を希望した。1 年後の

受診では 4ｃｍ大に大きくなっていた。医師からは

腎臓の大きな血管を巻き込んでいるため、左の腎

臓を取る手術が必要になると説明を受けて戸惑っ

ている。部分切除ではダメなのか。 （50 代 女性） 

 

腫瘍が血管を巻き込んでいる場合、腫瘍が大きく

なると血管が詰まったり破れたりするリスクが生じま

す。腎梗塞や壊死を起こすこともあり、そのケースで

は、細胞が死んで体内に毒素が回るため、緊急手

術が必要になります。脂肪腫が自然破裂すればシ

ョックを起こすこともあり、大変な危険を伴います。

腎臓全摘出は確かに大きな決断であり、今手術す

るか、緊急となった時まで待つかの選択は迷うとこ

ろです。コロナ渦であり、緊急時にタイミングよく手

術が可能かの懸念もあります。他の治療方法として

カテーテル治療がありますが、血管を巻き込んでい

る場合はリスクを考えて行ないません。主治医に他

の治療法がないか、確認をしてみてください。手術

実績があるような大学病院などへ、セカンドオピニ

オンを検討するのもよいでしょう。 

＜眼科＞ 

■緑内障について 
15 年前に緑内障と診断され、現在まで点眼を続けて

いる。視野検査の MD 値は左が-2～3、右-7.5 で 5

年前から悪化していない。眼圧は、18～19 だったが、

最近 24 まで上昇し点眼薬が変更になっても下がらな

い。昨年末に洗顔料が眼に入り、瞼に炎症が起きたこ

とが原因ではないかと思っている。点眼薬で効果がな

ければ内服治療や手術となるのか、将来失明する可

能性もあるのかも不安だ。今後の治療や経過について

知りたい。                   (40 代 男性) 

 

緑内障の治療は眼圧を下げ、これ以上視野障害が進

行しないよう、視神経が障害を受けぬよう、まずは点眼

薬を中心とする薬物療法が行われます。ご相談者様

の場合、炎症で眼圧が上がっているというよりは、瞼が

炎症を起こして瞼が開けにくい状態となり、結果として

眼圧が高くなっている可能性があります。炎症が治ま

れば、眼圧は落ち着いてくると思われます。眼圧が 1

日の中で変動することは望ましくありませんが、ある程

度高い数値でも変動がなければ、まだ安心な状況で

す。若くして発症していますが、現在の MD 値や眼圧

の数値から判断すると、内服やレーザー治療、手術な

どの反応がよい時期です。手術による治療効果は 4～

5 年持続します。その後は点眼などを再開しますが、

再手術や他の治療が必要になることもあります。今後

については、主治医とよく相談なさってください。 

                           ◆口内炎 

口内炎とは、文字通り口腔内の粘膜に生じる炎症のことであり、できる場所によっては口唇炎、舌炎、歯肉炎と

呼ばれることもあります。代表的なものはアフタ性口内炎であり、痛みを伴う数ミリの潰瘍・灰白色斑です。遺伝、

機械的刺激、疲れやストレスによる免疫力低下、栄養バランスの問題（鉄やビタミン B 群・葉酸・ニコチン酸の欠

乏）など様々な要素が組み合わさり発症するとされていますが、原因は明らかになっていません。アフタは基本

的には 1～2 週間で改善していきます。過度の飲酒や喫煙、内服薬の影響（免疫抑制剤・抗腫瘍薬・抗生剤・

鉛・水銀などの有害金属）なども重要なリスクファクターです。 

また、アフタ性口内炎以外にも、入れ歯や矯正器具の不具合・齲歯・熱傷などによって粘膜が傷つき細菌が繁

殖し炎症を生じるカタル性口内炎や、ヘルペスなどによるウイルス性口内炎・しょう紅熱・ジフテリア・結核・梅

毒・カンジダなど感染症に伴う口内炎や、全身の免疫力低下に伴う壊死性潰瘍性口内炎、物理的刺激・化学

的刺激・放射線によるものなど、原因も様々です。 

口内炎で特に注意したいのは、なかなか治らない場合や再発を繰り返す場合です。背景に、クローン病やベー

チェット病、尿毒症、白血病などが隠れている場合があります。 

また、口内炎であると思いきや、実はヘルパンギーナや手足口病の小水疱であったり、口腔扁平苔癬の可能

性、あるいは、口腔癌や癌化の恐れがある白板症・紅板症である場合もあります。従って、口内炎を疑った場合

も安易に自己判断はせず、医師に相談することが大切です。 


