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 5 月の相談傾向  

＜口腔内のトラブルに関するご相談＞ 
口腔内は、歯周病、口内炎、ドライマウス、義歯の不具合や嚙み合わせ、顎関節症などトラブルが起きやすく、悩みを

抱えた方が増えています。交通事故や外傷によるもの、幼児が異物をくわえたまま転倒したなど、思わぬ怪我を負うこ

ともあります。また歯のトラブルには、耐え難い酷い痛みを伴うことが多く、健康相談でも緊急時の対処方法や受診先に

関する相談を多くいただいております 

 

「夕食後に口の中に違和感があったので確認したら、上顎に直径２㎝位の水疱があった。痛みはないが大きいので心

配だ。直ぐに病院で診てもらった方がよいか。」                                    （70 代 女性）                                                                                                                

「先週、下の奥歯が欠けて、数日前から痛みも感じるようになった。昨日受診して、痛み止めは不要と言われてもらえな

かったが以前、親知らずを抜いた時の薬が残っている。明日、外出の予定があるので、顔が腫れるのは避けたい。抗

生物質も一緒に持っているが、予防に効果があるか、飲んでも大丈夫か。」                   （40 代 女性） 

「就寝後に歯が痛み出し、ロキソニンを飲んだが痛みが酷くて眠れない。暫く歯医者に行ってないが、多分虫歯だと思

う。生活保護で暮らしているので、直ぐには病院へ行けない。痛みが楽になる方法を教えて欲しい。」   （30 代 男性）                                       

「1 歳 2 ヵ月の女児だが、 木のおもちゃの上に倒れて上唇の裏が切れた。今は血も止まり機嫌よく遊んでい                           

る。前歯が 2 本、奥に食い込んでいるようで気になる。受診した方がよいか。                  （30 代 女性） 

 

＜検査・健康診断に関するご相談＞ 
早期には自覚症状が出にくく、症状が現れた時には既に進行している疾患が少なからずあります。定期的に健康診断

を受けることは、全身管理と疾病予防の意味でも重要です。検査結果についての質問の他にも、疲れがとれない、体

力が続かないなどの体調不良や、受診の必要性に悩んでいる等、様々な相談が日々寄せられます。 

 

「血液検査の項目で、アルブミンとは何か。医師は 3.17g/dl の結果は問題ないと言うが、頭に H がついても問題ないの

か、FIB-4 index は何の検査か、何が分かるのか知りたい。」                            (80 代 女性) 

「夫が PCR 検査を受けて陽性だった。家族が全員濃厚接触者となったが、公費で検査を受けることは出来るのか。どこ

に行けばよいのか教えて欲しい。」                                           （30 代 女性） 

「健診の結果でヘモグロビンが 6.3ｇ/dl であったため先週、輸血を受けた。本日受診して 7.8ｇ/ｄｌに上がっていたが、

段々と全身に酸素が行き届き始めていると考えてよいのか。」                           （60 代 女性）                                                             

「健康診断で BMI（肥満度）が 16.8、空腹時血糖 101 ㎎/ｄｌ、GOT 38IU/L、アミラーゼ 152U/ⅼだった。癌の疑いはあ

るか、生活習慣で改めるべきことや改善の期待出来る食べ物、他に気をつけるべきことがあるかも教えて欲しい。」                                               

（70 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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いびきは、睡眠中に鼻や喉の空間が狭くなり、息を吸うときに狭くなった部分に空気が通過するため、喉が振動して発

生する呼吸雑音です。人は睡眠時、仰向けになることが多いので、眠ると全身の筋肉が弛緩して、重力の影響で喉の

奥、舌の付け根や軟口蓋（上顎の奥の柔らかい部分）が落ち込んでいびきが生じます。一時的な鼻づまりや飲酒、過

労が原因のこともありますが、慢性化している場合、咽頭扁桃（アデノイド）肥大や口蓋垂（のどちんこ）が大きいなどの

他に、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている可能性もあります。 

呼吸が一時的に止まることにより、血中の酸素濃度が突然低下し、血圧を上昇させて血管に大きな負担がかかり、高血

圧、心臓疾患、脳卒中など、重大な疾患に繋がる危険があります。 

睡眠時間は十分なのに日中、やけに眠気を感じる、起床時に頭痛がする、常に寝起きが悪い、睡眠中の無呼吸を指摘

されたことがある場合、いびきが常習化している可能性があります。 

ドラッグストアなどで販売している「いびき防止グッズ」や枕の高さの調整、横向きの就寝で改善出来る場合もあります。 

しかし睡眠時無呼吸症候群のように、睡眠中に何度も呼吸が止まる場合、こういった対策だけでは中々改善しません。

放っておくと突然死の危険もあるため、早めに呼吸器科や耳鼻咽喉科などの専門医を受診して下さい。 

 
◆乳児ボツリヌス症について 

1 歳未満の乳児には蜂蜜を与えてはいけないと聞い

たが、お菓子やパンなど加熱済みのもの、離乳食でし

っかり火を通した場合でも同じか。母親が蜂蜜を食べ

た後は授乳をして問題ないのか。もし気が付かずに食

べさせてしまった場合は、直ぐに受診をした方がよい

のか。                     (20 代 女性) 

 

一般的に蜂蜜は包装前の加熱処理を行わないた

め、ボツリヌス菌(芽胞)が混入していることがあります。

この菌は熱に大変強く、パンや焼き菓子程度の加熱で

は殺菌出来ません。生後1 歳未満の乳児は、腸内環

境が未熟なため、腸内で芽胞が増殖して毒素を出し、

乳児ボツリヌス症を発症することがあります。原材料に

蜂蜜が使用されたスイーツ類、パン、ジュース、煮物な

ど料理の隠し味にも注意が必要です。全ての蜂蜜にこ

の菌が紛れている訳ではありませんが、いかなる場合

でも蜂蜜を含んだ食品は食べさせないでください。ま

た、母乳を介してボツリヌス菌が届くことはないので、

授乳中に蜂蜜を食べることは問題ありません。 

 万が一食べた場合、潜伏期間が 3～30 日と長いため

1 ヵ月位は乳児の様子に気をつける必要があります。

便秘が数日間続き、哺乳力や全身の筋力低下、鳴き

声が弱いなどの症状が出た場合は、早急に小児科を

受診してください。 

◆口腔内のケガについて 

2 歳の息子が歩道を走っていて転んでしまい、顔を打っ

て口の中から沢山、血が出ている。上唇をめくったら、筋

が切れていて驚いた。縫う必要があるのか、受診した方

がよいか教えて欲しい。           （20 代 女性） 

 

上唇の裏側から上前歯の歯茎へ伸びている筋を上唇

小帯(じょうしんしょうたい)といい、唇がめくり上がらないよ

うに、発生学上は唇の位置を固定するためにあるといわ

れています。幼児は幅が広く何かのはずみによって、例

えば転んだだけでも衝撃で簡単に切れてしまいます。

何度も切れたりくっついたりを繰り返すことで、口の開閉

や発声が発達し、大人へと成長するにつれて小さくなっ

ていきます。 

 口の中に血があふれ、パックリ切れている状況に驚い

たでしょうが、まずは落ち着いて上唇を上から指で圧迫

して止血して下さい。数分後、出血が止まってからは、う

がいや濡らしたガーゼでの拭き取りで、口の中をきれい

にして下さい。口の中の傷は、唾液の自浄作用(傷口に

付着した細菌を洗い流す)・抗菌作用(傷口で細菌が繁殖

するのを抑え清潔に保つ)・保湿作用(傷口が保護される)

によって治りも早いので、10 日ほどで切れた状態のまま

治っていきます。 

 出血が中々止まらない、腫れてきた、歯がぐらついたり

食い込んでいる場合には、歯科を受診して下さい。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 大 き な い び き  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆皮膚掻痒症について 
半年前、67 歳の夫が皮膚掻痒症と診断された。治

療は抗ヒスタミン薬と漢方の内服に加え、3 種類の

外用薬を使用。手、足、背中、脇腹、臀部など、範

囲は広く、転院しても完治しない。最近はステロイド

の塗り過ぎの為か、皮膚にヒリヒリした痛みが出てい

る。大学病院など、専門的な病院を受診した方がよ

いのか教えて欲しい。         （60 代 女性） 

 
蕁麻疹や湿疹が現れたことがなく、半年もの間

ステロイド剤や抗ヒスタミン剤での内服治療を

受けても改善しない場合は、以下のような原因

が考えられます。 
1） ストレスなど心理的な要因 
2） 食生活、睡眠など生活の乱れ 
3） 腎臓や肝臓など、内臓系の病気からの影響 
ステロイドの塗り過ぎが原因か否かは、実際に拝見

していないことに加え、診断がはっきりしていない

ため回答は難しいです。先ずは 1）2）の生活習慣

の改善を試みた上で、内臓系に要因がないかを確

認する目的で、皮膚科の主治医に医療機関の紹介

を相談してもよいかと思います。一次的な緩和方法

として、①皮膚の保湿や化学繊維の肌着を使用し

ない。②熱いお風呂に入らない。③汗をかいたら

そのままにせず、こまめにふきとる。なるべくなら汗

をかくような激しい運動は避ける。 

を実践してみてください。 

◆変形性頚椎症による合併症について 

94 歳の父親だが、変形性頚椎症による手足の痛みが

あり通院中だ。進行すると神経障害によって排尿、排

便障害が起きることがあると本で読んだようで、不安が

っている。最近便秘気味なので、余計に気になるよう

だ。事実であれば予防法、対策を教えて欲しい。      

（60 代 男性） 

 

変形性頚椎症で突出した骨の棘で、脊髄の通り道が

障害されると脊髄自体が圧迫され、頚椎症性脊髄症の

状態を引き起こします。但し、ご心配している症状が生

じるのは相当進行したケースです。一般的に、頚椎症

性脊髄症の症状が心配な場合、先ずは身体に何らか

の痺れや動かし難さなどの神経症状が、どの程度現れ

ているかを診察します。更に MRI 検査で損傷の程度、

範囲を確認して変形性頚椎症と排尿排便障害の関連

性を判断します。男性は、前立腺や膀胱が原因のこと

もあります。 

治療は、狭くなった脊髄の圧迫を解除する手術が基本

です。可能であれば、次回受診時に息子さんも同席

し、担当の医師に現在の状況、今後の経過について

不安に思うことをご相談するとよいでしょう。頸髄損傷を

起こさないよう、転倒には十分に注意してください。高

齢者の便秘の原因の多くは、加齢に伴う腸内環境の変

化や水分不足、便を押し出す腹筋(筋肉)の低下です。

変形性頚椎症との関連性がなければ、消化器内科(胃

腸科)や内科の受診をお勧めします。 
 

 

     ◆ベル麻痺 

２年前に顔の右側の筋肉が麻痺し、ベル麻痺と診断を受けた。現在は大分回復したが、一部にまだ残っていて今後

がとても不安だ。特に筋肉麻痺の状態は一生治らないのか、回復のための薬や治療法があるのか教えて欲しい。                                                             

                                                      (40 代 女性 アメリカ在住) 

 

心中お察し申し上げます。ベル麻痺の予後は、発症時の重症度と関連があります。筋肉を全く動かせない完全麻痺

に近い状態であれば、その後に残存する麻痺の程度は重くなります。治療する、しないに関わらず、2 週間後位から

徐々に症状の改善がみられ、3～6 カ月で治癒することが多いと言われていますので、半年経過しても麻痺が残ってい

る場合は、症状が固定している可能性があり、回復が難しいかもしれません。但し、個人差も大きいです。 

治療としては、マッサージが主流ですが、ボツリヌス菌が作り出すタンパク質が、筋肉に分布している神経の働きを

ブロックすることを利用して、筋肉の過度の緊張・つっぱりを和らげる「ボツリヌス毒素療法」があります。効果は 3～6 カ

月程度持続すると言われていますが、動かなかった部位が動かせるようになる訳ではありません。麻痺後 1 年以上経

った慢性期の麻痺は、表情筋が萎縮しているため、静的再建術や動的再建術という形成外科的再建手術が行われるこ

ともあります。

海外からの入電 
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顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜腎臓内科＞ 

■慢性腎臓病について 

人間ドックで「慢性腎臓病の範疇」と評価を受けた。

通院は必要か、食事面で注意するべきことも教えて欲し

い。                        (50 代 女性) 

 

腎臓病が進行し、腎臓の働きが弱くなると腎不全の状

態になります。急激に腎臓の働きが悪化する急性腎不

全と、数ヵ月から数十年の長い年月を経て、腎臓の働き

がゆっくりと低下する慢性腎不全があります。慢性腎不

全は、食事療法や禁煙、節酒、十分な睡眠、運動など

の生活習慣を改善することで経過観察が可能な状態か

ら、継続して治療が必要なレベルまで、その程度(ステー

ジ)によって対処方法が大きく異なります。そのためまず

は、今の状態が慢性腎不全の範疇でどの段階なのか

を、専門科である腎臓内科で相談する必要があるかと思

います。慢性腎不全の進行を防ぐために大切なのは、

早期からの生活改善と食事療法です。腎臓内科へ受診

の際は、具体的にどのような注意や見直しが必要なの

か、ご相談者様の状態に適した助言をいただくとよいで

しょう。慢性腎不全の原因となる疾患である、高血圧や

糖尿病、高脂血症などを指摘されているのであれば、そ

の管理も重要です。適切な治療を継続し、病状の改善

または安定させる必要があります。 

＜整形外科＞ 

■首下がり症候群について 
80 代の母は、数年前から首が前に突き出ていたが、最

近になり益々前に傾き、痛みも出てきた。高血圧や骨粗鬆

症があり、内科の通院はしているが、首を診てもらったこと

はない。ﾈｯﾄで調べたら「首下がり症候群」の症状に似てい

るように思う。病院を受診する場合、何科へ行けばよいの

か。                         （50 代 女性） 

 

首下がり症候群は、頭を支えたり、首を後ろへ反らしたり

する筋肉が、加齢や筋力低下を来す疾患が原因となり、

筋肉が落ちたり過度に筋肉が緊張している状態などが続

き、筋肉の機能が衰えることで頭を支えられなくなる病気で

す。体を起こしている時に頭の重みを支えきれず、首が前

に曲がった姿勢を取ります。多くは仰向けになれば首は真

っ直ぐな姿勢に戻ります。筋力低下を来す疾患には、筋肉

が異常に緊張し続ける病気（ジストニア）や筋肉が弱くなる

病気（ミオパチー）、あるいはパーキンソン病などの病気が

原因として挙げられます。骨粗しょう症で背骨が折れたり潰

れたりした結果、腰や背中が前に曲がり、そこから更に首

下がりの状態になってしまうこともあります。受診すべき診

療科は、原因の疾患によって整形外科又は神経内科に分

かれますが、まずは整形外科への受診をお勧めします。                                                                                                                             

                       ◆間欠性跛行 

間欠性跛行とは、「少し歩いただけで足の痛みや痺れを感じて歩けなくなり、少し休めば再び歩き始めることが

出来る」といった状態を指します。 

この場合、まず鑑別すべき疾患は以下の３つです。 

① 腰部脊柱管狭窄症 ②閉塞性動脈硬化症 ③Buerger 病 
 

① 腰部脊柱管狭窄症は加齢や労働、或いは脊椎の病気によって変形した椎間板・肥厚した靭帯など

によって 神経が圧迫されることに起因します。脊髄はいわば神経の本幹であり、脊椎によって

囲まれており、非常に繊細な部位ですので、脊髄やその分枝の神経の走行が圧迫されることで症

状を来たします。  
② 閉塞性動脈硬化症は文字通り、動脈硬化が原因であり、平たく言えば血流・血行の問題です。 

③ Buerger 病は、閉塞性血栓性血管炎とも呼ばれ、明確な原因は不明であるものの、統計学的に男

性で喫煙者、発症年齢は 30～40 歳代に多いという傾向があります。喫煙による血管攣縮が、本

症の誘因となると考えられています。主に四肢主幹動脈に閉塞性の血管炎を生じますが、しばし

ば遊走性静脈炎として表在静脈にも炎症が起こります。 
やや難しい内容になってしまいましたが、要は間欠性跛行がある場合、整形外科領域の疾患、循環器内科領

域の疾患、双方の可能性があるということです。 

上述のような疾患を鑑別するにあたり、好発年齢や性別、生活環境なども参考にしながら、より疑いのある疾患

について優先的に精査してゆきます。従って臨床現場では、患者様側からすれば一見関係のないように思える

情報が、実は診断の助けになることもあります。 


