
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。 

                                                                   1

 

 ４月の相談傾向  

＜目のトラブルに関するご相談＞ 
春一番の強風が吹き、桜前線の北上と共に花粉の飛散が活発になり、花粉症をお持ちの方には辛い季節です。また

蔓延防止条例の解除によって、人々の関心も外に向きつつあり、外出の機会も増えて来ました。空気の乾燥による影

響や、長時間のパソコンやスマートフォン操作も一因であるドライアイ、生活習慣やアレルギー等、様々な原因が引き

金となることから、あらゆる可能性を考え慎重なトリアージを心掛けています。突然目に起きた症状や怪我による相談は、

夜間や休日にも入ります。眼科は専門性が高く、受け入れ可能な医療機関検索が難しい場合もありますが、自覚症状

を丁寧に聴取した上で緊急度を迅速に判断し、適切なアドバイスに繋げています。 

                    

「30 分位前に、室内で飼っている子犬とじゃれていたら、顔めがけて飛びかかって来た。歯が目に入り、暫く痛みで開

けられず我慢していたが、先程何とか開いてみた。傷にはなっていないが、白目が赤くて涙と一緒に血が溜まっている

ように見える。直ぐに受診した方がよいか。」                                      （50 代 男性）        

「3 歳の男児だが、20 分前に実家の飼い犬が息子の右目を引掻っかいた。痛がって「目が開かない」と泣いている。医

療機関を受診した方がよいか。」                                              （30 代 女性） 

「3 歳の男児だが、 外で転んでいて転び、顔面を強く打った。見ると目のふちと鼻から出血している。かかりつけ医に

連絡したら、脳神経外科を受診するように言われたが、どこの病院へ行けばよいか。診てもらえる病院を教えて欲しい。」   

                                                                   （30 代 女性） 

＜胃腸のトラブルに関するご相談＞ 
進学、就職など、環境や生活リズムが変化することの多い季節です。新型コロナウイルス感染症の影響によって就業形

態も多様化し、リモートワークなど生活基盤が以前とは随分変化しつつあります。生活習慣の変化や様々なストレスが、

自律神経のアンバランスを招きやすいこの頃です。脳と腸管は密接な関係にあると言われています。精神的な影響か

ら来る機能性胃腸炎や、免疫力の低下も一因となる細菌性やウイルス性胃腸炎の相談は通年多く入ります。嘔吐・下痢

に関しては、実践しやすいような具体的な対処方法を伝えることを心掛けています。昨今、発熱を伴う場合は特に、コロ

ナウィルス感染症との関連性を心配しての相談も増えています。最新の情報収集をこまめに行い、様々なケースに対

応しています。 

 

「1 歳の女児だが、4 時間前から嘔吐が 7 回続いている。吐くものがなくなったのか、最後は胃液の様だった。今は寝て

いるが脱水が心配なので、起こして水分を飲ませた方がよいか。」                             （30 代 女性）                            

「1 時間半位前から左の下腹が痛くなり、今はお腹の全体に広がって酷くなっているように思う。嘔気も出てきた。何か

の病気だろうか、受診をした方がよいか。」                                       （40 代 女性） 

「３歳の男児だが、昨日から 38℃の熱が出ていて、今朝から嘔吐が数回と、泥のような緩い便が 3 回出た。機嫌が悪く

泣き止まない。先ほど同じクラスの園児が一人、新型コロナ陽性となったと園から連絡があった。関係しているかも心配

で今から受診したいので、診てもらえる病院を教えて欲しい。」                           （20 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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玉ねぎは 1 年中出回っている身近な野菜ですが、甘みがあって瑞々しい新玉ねぎは今が旬です。 

玉ねぎの独特の香りと、辛さの元である「硫化アリル」という揮発性の成分は、消化液の分泌を高め新陳代謝を活発にし

てくれます。疲労回復に必要なビタミン B1 の吸収を高める働きもあるため、疲労、食欲不振、不眠、精神不安定にも効

果があります。また硫化アリルは、動脈硬化の原因となる血栓やコレステロールの代謝を促進し、血栓を出来にくくする

作用があります。血液が固まるのを抑えるので糖尿病、動脈硬化、脳梗塞などの生活習慣病の予防にも効果があり、ま

た血圧の上昇を抑制するカリウムを含んでいるため、体内の余分なナトリウム（塩分）を排出し、高血圧の予防にも効果

があります。 

硫化アリルは水に溶けやすく熱に弱いので、加熱せずに玉ねぎを生で食べることで、硫化アリルを効率よく摂ることが

できます。新玉ねぎは水分が多く特有の辛みが少ないため、水にさらさずに使うことをお勧めします。今が旬の鰹のた

たきの上に、薄くスライスした玉ねぎを乗せて一緒に摂ることで、ビタミン B1 が豊富な初鰹と玉ねぎの効能を、十分に

余すことなく食すことが出来ます。 

 

 
◆味覚障害について 

2～3 日前から急に味が分からなくなった。コロナに感

染していないか心配だ。どうしたらよいか。   

(20 代 女性) 

 

味覚障害は、味を感じる仕組みが何らかの原因で上手

く働かなくなることで起こります。味が分からない、或い

は薄く感じるなど、味覚の低下や異常によって生活に

支障が出る状態を指します。食欲が低下し栄養不足に

陥ったり、気づかぬうちに味付けが濃くなって塩分や

糖分の摂り過ぎに繋がると、健康に影響が及ぶ場合も

あります。主な原因は、加齢・亜鉛不足・鼻炎・薬の副

作用・合併症などです。また、新型コロナウイルス感染

症に罹患した患者様のおおよそ半数に、程度の差は

あれど味覚障害や嗅覚障害が起きているとの報告も挙

がっています。突然発症することが多いのが特徴で、

初期のうちから現れる場合や後遺症のこともあり、個人

差がみられます。現時点では、ウイルスによって神経

細胞がダメージを受け、機能が阻害されてしまうのが

原因ではないかと考えられています。まだ明確な治療

法がなく自然に回復するのを待ちますが、約１ヵ月で

味覚障害の 84％、嗅覚障害の 60％が改善したとの報

告もあります。治療は耳鼻咽喉科が専門ですが、鼻水

や鼻づまりがないのに、急に味覚・嗅覚障害が起きた

場合は感染拡大を防ぐ観点からも、まずは専門の相談

窓口や医療機関に電話で相談するとよいでしょう。 

◆食中毒について 

新じゃがを皮付きのまま茹でてスティック状に切り、1 歳

2 ヵ月の子どもに食べさせた。後で私が残ったジャガ芋

を食べたら、舌がピリッとしたので吐き出した。芽には毒

があると聞いたことがあるので、気をつけて除いたつもり

だったが、取り切れずに残っていたのだろうか。もしそう

であれば、食べてしまった子どもに中毒症状が出ること

はあるか、どう対処すればよいか、病院へ行った方がよ

いのかも教えて欲しい。           （30 代 女性） 

 

じゃがいもの芽や緑色に変色した外皮には、ソラニン、

チャコニンといった天然毒素が多く含まれています。食

べた際に苦みや渋み、舌がピリピリすると感じた時は飲

み込まずに直ぐ吐き出す必要がありますが、お子様の

場合は、自ら判断することは難しいです。食中毒が発症

するまでの時間は 20 分～数日と幅があります。吐き気

や下痢、腹痛、頭痛、めまいなどが主な症状ですが、こう

いった症状が出た場合は直ぐに、医療機関を受診してく

ださい。じゃがいもは大変身近な野菜で、離乳食にも取

り入れやすい食材ですが、芽があれば大きくこそげと

る、皮が変色していれば厚めにむくことが大切です。し

かし、なるべくならそういった状態のものは食べないよう

にするのが賢明です。お子様の場合、大人の 1/10 の量

で中毒を引き起こす危険性があるので、尚更注意が必

要です。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 玉 ね ぎ の 効 果  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆体調不良について 
２週間前位前から、喉がつかえるような違和感があ

って、胃酸が込み上げて来る。消化器系に何か問題

があるのでは、と心配だ。最近は肩こりや月経周期

の乱れもあり、年齢的に更年期の可能性も気になっ

ている。まず何科を受診するのがよいか。         

                 （40代 女性） 
 

まずは内科を受診し、上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

の必要性について、医師に相談することをお勧めしま

す。咽頭・喉頭・食道・胃・十二指腸の領域を確認するの

が目的です。例えば、咽頭や喉頭の粘膜病変、逆流性

食道炎や食道癌などの食道疾患、及び胃十二指腸潰瘍

や慢性胃炎・ポリープ・胃癌などの胃腸疾患がないかの

確認をします。希望があればピロリ菌チェックも同時に行

えます。まずは疾患の有無を確認するのが先決で、結

果によっては治療を開始することになります。文面を拝

見しますと、体調面で気になっていらっしゃることが幾つ

もあり、ご心配のこととお察しいたします。 

続いている症状が、更年期障害によるものなのか、肩こ

りが関係しているのか、或いは他に原因があるのかは、

診察をしてみないと何とも言えず、判断は難しいです。

いずれにせよ改善が見られなければ、初診の際に相談

して次の病院を紹介していただくか、総合内科という診

療科が最寄りにあれば、最初からそういった診療科を受

診するのも一つの方法かと思います。 

◆中性脂肪を減らすには 

48 歳の夫だが、毎年受けている健康診断で、この数年間

連続して中性脂肪が高く、毎回再検査の判定だ。食事メニ

ューを工夫したり、お酒も減らし時々は散歩もしているが、

あまり効果を感じられない。 よい対策があれば教えて欲

しい。                       （40 代 女性）          

 

中性脂肪は、エネルギーの貯蔵庫として大切な役割を担

っています。しかし過剰になると悪質なコレステロールを

増やし、心筋梗塞や脳梗塞、動脈硬化等を引き起こす原

因となるので注意が必要です。高くなる要因のほとんどが

食べ過ぎ、運動不足、飲酒です。糖質の摂り過ぎは中性

脂肪に変換され、肝臓や脂肪組織に蓄えられます。エネ

ルギー消費には、まずは糖質が優先的に使われるため、

増えてしまった中性脂肪の消費まで進みません。最初の

エネルギー源である糖質が足りなくなった時点で、やっと

徐々に中性脂肪が使われます。 

中性脂肪の消費には酸素が必要な為、ウオーキングや水

泳などの有酸素運動が効果的です。約 20 分程で糖と中

性脂肪の利用割合が逆転するため、それ以上の時間を続

けることが望ましいです。またお酒を飲むと、肝臓はアル

コールの分解を優先するので、脂質や糖質の分解が滞り

がちになります。分解の際に分泌される酵素が中性脂肪

の生成を促すため、肝臓に溜まると脂肪肝の原因にもなり

ます。飲酒量を考え、週 1～2 回は休肝日を設けるのが理

想です。 
 

 

 

                                                 ◆帯状疱疹ワクチン 

帯状疱疹のワクチン接種を考えている。アメリカ在住だが、年に何度も日本へ帰国するので、どちらの国で受けるの

がよいか迷っている。子どもの頃に水ぼうそうにかかったかは、確認出来ていない。国ごとにワクチンの種類が違うの

か、居住地によって制約や条件があるのかについても教えて欲しい。               （アメリカ 60 代 男性）                      

 

米国では、Zostavax（弱毒性生ワクチン）が帯状疱疹ワクチンとして認可されています。水痘ワクチンの Varivax は帯

状疱疹ワクチンとしては認可されていません。一方で、日本ではこの Zostavax は認可されていませんが、同等の濃さ

で小児に使用する弱毒生水痘ワクチン（ビケン製）が、2016 年から帯状疱疹予防として使用されています。 

その後、シングリックス（不活化ワクチン）が、米国で 2018 年、日本では 2020 年に導入開始となりました。対象年齢

はいずれも 50 歳以上です。日本は自費接種となりますが、助成を行っている自治体もあるので、住民票が日本にあれ

ば問い合わせてみてください。一方アメリカでは、一般的な保険でカバーが可能です。但し、メディケアの場合は対象

外となり、300＄程の負担が発生します。新しく出たシングリックスは長期の予防効果が期待出来ますが、弱毒性生ワク

チンが一回で済むのに比べ、2 ヵ月後に 2 回目の接種を行いますので、滞在期間によっては難しいかもしれません。

副作用は、生ワクチンに比べ出やすいといわれていますので、メリット、デメリットも判断基準としてください。

海外からの入電 



 

顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜循環器内科＞ 

■不整脈について 

この 2 ヵ月ほど、脈が飛ぶことが続いている。緊張す

る時だけでなく、目が覚めた時、食事中、仕事中と、

不定期に突然起こる。胸がつかえてむせ返るような

状態になる時もある。今年初めに受けた、人間ドック

の心電図は異常なしだった。在宅業務をしている

が、仕事量がかなり多いため都合がつかず、受診が

難しい。更年期症状も出て来る年齢かと思うが、どの

程度までなら様子を見ていてよいのか教えて欲しい。                

(40 代 女性) 

 

人間ドックで行う、比較的短時間での心電図検査で

は、不整脈が発見出来ない場合があります。正確な

診断には携帯用の心電計を用います。このホルター

心電図検査では、24 時間を通して波形を記録する

ことが出来、詳細を知ることが可能です。また必要に

応じ、採血、心臓超音波、各種画像検査などを追加

で行います。背景として、更年期障害や甲状腺機能

異常症などの基礎疾患や疲労、ストレスなどが誘因

となることもあります。原因や不整脈の種類によって

も、対処方法は全く異なります。経過観察で問題な

いかも含め、実際に診察をせず諸々の判断すること

は難しいです。お仕事でお忙しいとは思いますが、ま

ずは循環器内科を受診されることをお勧めいたしま

す。 

＜整形外科＞ 

■頚椎椎間板ヘルニアについて 
首・肩のヘルニアと診断されてから 5 年程経過した。整

形外科のクリニックに通院中で、痛み止めや炎症を抑え

る薬物治療と牽引のリハビリを行っていて、自分で考え

たストレッチも続けている。痛みは酷くはなっていない

が、かといってよくなっているようにも思えない。この病院

には MRI の設備はないので検査はレントゲンのみ。これ

まで 2 人の医師に診てもらったが、どちらの先生からも

手術は慎重に考えるようにと言われていた。それでも根

本的に治したければ、手術になるのか。 （50 代 女性）                 

 

頚椎椎間板ヘルニアは頚部痛・肩痛や上肢の痺れだ

けでなく、麻痺の症状がみられることもあります。治療

は、軽い痺れや痛みであれば保存的療法を、筋力低下

の程度が強かったり運動麻痺症状が現れている場合に

は手術を行うことがあります。リハビリを行っていく中で症

状緩和が得られるケースもあり、一進一退で経過してい

る方もいます。内服に関しては、更に強い薬や内服間

隔を狭めて使用してみることは可能と考えます。MRI

は、神経学的にどの部位が障害され、どのような病態が

隠れているかを確認するためにも有用です。手術は、画

像でヘルニアがあるから対象となる訳でなく、あくまでそ

の症状によって、どの程度生活動作が出来ないのかを

評価します。術後の症状によっては、手術を繰り返す必

要が出てくるケースもあるため慎重に検討していきます。 

         ◆心窩部痛(上腹部痛)における問診 

心窩部とは、俗に言うところの「みぞおち」である。心窩部（上腹部）に痛みを感じた場合には鑑別すべき疾患は

多くあり、みぞおち周辺に存在する臓器ごとに、その異常の可能性を検討しなければならない。 

例えば、逆流性食道炎・食道破裂・胃炎・十二指腸潰瘍・胃潰瘍・胃穿孔・胃アニサキス症・膵炎・胆のう炎・

胆管炎・胆石症・虫垂炎・腸閉塞・消化器癌などの消化器疾患や、狭心症・心筋梗塞・大動脈解離などの心・

血管系疾患、縦隔気腫（食道や腸管の破裂を起因とする）などの胸部疾患の可能性もある。 

「それぞれ原因となる臓器が違うのだから、簡単に鑑別がつくだろう」と考えがちであるが、症状のみの情報では

鑑別に苦慮する場合があり、緊急性の高い疾患である可能性もあるため、慎重かつ迅速な対応が特に重要で

ある。これらの鑑別するにあたり、以下に挙げるような詳細な問診や身体所見の確認が必要である。 

①家族歴や既往歴（生活習慣病の有無や、手術歴など）、飲酒・喫煙歴、海外渡航歴など 

②患者自身で考えられる原因あるいは因果関係がありそうな誘因の有無 

（例：職場環境が変わりストレスが多くなった、生モノを食べた、暴飲暴食した、妊娠の可能性など。） 

③痛みは持続性なのか突発的・間欠的なのか、何秒あるいは何分間つづくのか、頻度はどのくらいなのか。 

痛みに波はあるのか。 

④痛みの性状は、焼けるような痛みなのか、締め付けられるような痛みなのか、チクチクする痛みなのか、漠然と

した痛みなのか、激痛なのか、など。 

⑤痛みは食事と関連するか、食後なのか食前（朝方・寝起き）なのか、食事のタイミングとは無関係なのか。 

飲酒後なのか。 

⑥その他症状の確認。（例：発熱や吐き気、腹部膨満感、下痢、便色の異常・関連痛・皮下気腫の有無など。） 


