
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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 6 月の相談傾向  

＜めまいに関するご相談＞ 
 めまいは内耳の機能の異常によって起きることが大半ですが、ストレス、ウイルス感染、脳の異常が原因の場合もあり

ます。症状も天井がぐるぐる回るような回転性、ふらつきが起こる浮動性、立ち眩み様の失神性及び心因性のものまで

様々です。急な発症か否か、タイプによっても対応が異なります。程度に応じた適切な診療科、緊急性の有無、受診手

段についての相談が多く入りました。                                                

                                                          

「どのような姿勢をしてみても眩暈がある。耳鼻科を受診したが異常なく、内科では原因不明だった。精神科を受診し、

漢方薬を飲んでいるが改善しない。最近ではほぼ寝たきりで、食事も喉を通らない。どのような病気が考えられるか、何

科を受診すればよいのかアドバイスが欲しい。」                                   （50 代 男性） 

「昼寝をしていて目が覚めてから、激しい眩暈、吐き気、後頭部辺りの痛み、冷汗、口の渇きがある。立つことも歩くこと

も出来ない。このまま安静にしていれば治まるものなのか、救急車を呼ぶべきか」               （40 代 女性）            

「朝からめまいと吐き気がある。横になっていても気分が悪い。夫は仕事で出かけているので、授乳中の子どもと二人

で家にいる。今はこうして話が出来るが、小さな子どもがいるのでこの後、意識が朦朧としたり動けなくなったらどうしよう

と不安だ。救急車を呼んでもよいか。」                                         （30代 女性） 

 

＜骨・関節・筋肉に関するご相談＞ 
関節や筋肉の痛みは、新型コロナウイルス感染、ワクチン接種後の副反応でも起きる可能性があるため、不安を抱えて

の相談が増えています。また、治療中で長引く症状に対しての相談も多く寄せられています。           

室内、野外問わず、日常的に起こりうる思わぬ事故や怪我による打撲、外傷の応急処置、受診の必要性に関してはトリ

アージも含め、迅速で適切なアドバイスを心掛けています。 

                                                                  

「今朝から突然、骨と関節と筋肉が痛くなった。半年前に 3 回目のワクチンを接種したが、副反応の可能性があるか教

えて欲しい。」                                                        （80代 女性） 

「1 カ月前、3 回目のコロナワクチンを接種した。暫く経って左の足中指と脛が突然痛くなり、今朝からは歩く度に益々酷

くなってきた。インターネットで調べた副反応の中に、筋肉や関節の痛みが載っていた。様子をみていてよいのか。受

診が必要であれは、何科に行けばよいのか。」                                    （40 代 女性） 

「8 歳の息子が、先週から左の股関節の痛みが続いているが成長痛かと思い、様子をみていた。昨日から、特に歩いた

り踏ん張ったりする時に痛みが増すようで、辛そうにしていることが多くなった。インターネットで検索してぺルテス病の

ことを知り、この病気ではないかと心配している。受診するには何科に行けばよいか、やはり大きな病院がよいのかを

教えて欲しい。」                                                       （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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若者を中心に朝食を食べない人が増えているといいます。時間や食欲がない、少しでも長く寝ていたいなど、就寝時

間が不規則な人ほど生活リズムが崩れ、その傾向があります。 

朝食を抜いて学校や職場に行くと、体が重だるくイライラしたり、注意散漫となって勉強や仕事がはかどらないことはあ

りませんか？これは脳のエネルギー不足が原因です。体温も上がらず午前中からぼんやりしたままで過ごすことになり

がちです。 

脳のエネルギー源はブドウ糖のみのため、朝食抜きではエネルギー不足となります。 

粒食であるご飯は、ゆっくりと消化吸収され、緩やかに血糖値を上げ、更に長時間維持することが可能です。そのため

脳にとって、非常に安定したブドウ糖の供給源になります。 

朝からご飯は食べられない、食欲がない方は、乳製品、果物、野菜ジュースなど、食べやすいものを口に入れ、まずは

胃を目覚めさせましょう。時間がなければ、冷凍おにぎりやパン、納豆、チーズ、冷凍野菜や缶詰など、手軽なものを

用意しておくのもよいです。 

快適な生活を送るには、朝・昼・晩の食事の時間を中心に、生活リズムを整えることが大切です。朝食を食べ、しっかり

と脳と体を目覚めさせ、元気に一日をスタートさせましょう。 

 
◆結膜浮腫について 

痒くて目をこすった後で鏡を見たら、白目がゼリーのよ

うにブヨブヨに膨らんでいて、ゴロゴロするような違和

感もある。元通りになるか不安だ。救急病院を受診した

方がよいか。                 (20 代 女性) 

 

「白目のブヨブヨ」自体は何らかの病気ではありませ

ん。これは結膜と白目の間に水分が溜まることで生じる

浮腫という状態です。目が痒くてこすったり、コンタクト

や異物を取ろうと擦ったり、触ったりした後で起きること

があります。目に刺激を与えずに安静にしていると、自

然と治っていきます。慌てずに「触らない、掻かない、

擦らない」ことが大切です。痒みが気になる場合には、

保冷剤や水で濡らしたタオルを当てて冷やしてみる

と、炎症が抑えられて痒みが軽減し、少し楽になるかと

思います。逆に温めると痒みが増し、酷くなる場合があ

るので注意してください。 

結膜浮腫は、見た目のインパクトが強く、急いで病院

に行かなければ、と慌ててしまいがちですが、時間の

経過とともに回復に向かい、視力低下を招くこともあり

ません。原因はアレルギー性結膜炎のことが多く、そ

れ以外ではドライアイが原因となることもあります。緊急

ではありませんが、一度は眼科を受診することをお勧

めします。 

◆耳の異物混入について 

妻が、耳に虫が入って動いていると大騒ぎしている。夜中で病

院は閉まっているし、受診は難しいだろうか。どうしたらよいか。 

                          (60 代 男性) 

 

耳には意外にも虫が入りやすく、アリや蛾、ハエ、蜘蛛やゴキブ

リなど、虫の種類も様々です。 

驚いても、慌ててピンセットなどを使って無理に取ろうとしないこ

とが重要です。不用意に触ってしまうと、耳の中を傷つけたり、

虫が奥に逃げて入り込んでしまい、余計に取れにくくなることが

あるからです。また、殺虫剤は大変危険ですので、絶対に耳の

穴の中に向かって吹き付けないようにして下さい。 

対策策としてはまず、虫の入った耳を上に向け、懐中電灯など

の光を当ててみてください。明るい方向に向かって外へ出てく

ることがあります。逆に奥に逃げてしまう虫もいるので、出てこな

ければ中断してください。 

次に耳を上に向けた状態で、ベビーオイルやサラダオイルなど

を、スプーンなどを使って少量ずつ、耳を後ろ上方に引っ張り

ながら、耳の穴に沿うように垂らしてください。耳の奥は鼓膜で

守られているので、それ以上奥には入りません。虫の動きを鈍

くして、窒息効果を狙います。虫が浮いてくれば、綿棒ですくい

出してください。取り出すことができてもできなくても、虫の足や

羽が耳の中に残ったり、傷ついている可能性もあるので、明日

は耳鼻科へ受診してください。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 朝 ご 飯 は 元 気 の 源  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆がん性疼痛について 
77 歳の母が膵臓癌で闘病中で、肝臓転移による背

中の痛みに苦しんでいる。少しでも楽に過ごせるよ

う、家庭で出来る工夫を教えて欲しい。また鎮痛剤の

効果についても知りたい。       （40 代 女性） 

 

癌に伴う痛みには様々な性質や原因があり、一般的

な痛み止めでは効果が期待できないこともあります。

また痛みの感じ方には個人差もあり、難しいケアとお

察しします。主治医は、痛みの性質、状況に合わせ

て薬の処方をしていると思いますので、今後も症状

に応じてご相談することが望ましいと思います。 

薬剤以外の対処としては、少しでもお母様が心地よ

いと感じる環境を整えるよう、配慮してみてください。

湿度室温の調節や楽な体勢、好みの音楽やアロマ

テラピーを取り入れるのもよいと思います。 

そして可能な限り時間を設け、ゆっくりと話を聴き、よ

き話し相手でいることが何より大切です。手を当てた

り背中をさすったりしながら、お母様の精神的な苦し

みを表出させ、その感情に寄り添うことは、気持ちを

穏やかにし、ストレスの緩和に繋がり、痛みが和らぐ

効果も期待出来るでしょう。 

食事や飲み物は、特にこれが最適というものはありま

せんが、ご本人が好むものを好きなタイミングで勧め

てみてください。大いに活力となるはずです。 

◆便潜血について 

先日、高血圧の定期受診の際に、同時に２種類の便

検査を受けた。BML 便潜血は陰性だったが、ヒトヘ

モグロビン検査で陽性の判定だった。人間ドックは年

1 回受けていて胃・大腸カメラ、便潜血検査全て、異

常と出たことはない。昨年 3 月の大腸検査で良性の

ポリープが見つかり切除したが、問題はなかった。何

故、ヒトヘモグロビン検査が陽性になったのか、考え

られる原因を教えて欲しい。      （70 代 男性） 

 

便潜血陽性の結果の解釈についてご心配のことと思

います。大腸ポリープは良性であったとしても、1 ㎝

以上に成長すると悪性化する恐れがあります。よって

大腸内視鏡検査で認められた場合にはそれを摘除

します。その後も再発することがあるため、引き続き

大腸カメラで経過をフォローしていく必要がありま

す。今回の便潜血が陽性である可能性としては、一

度大腸ポリープが認められているので、再発してい

る可能性も考えられます。その他、便秘などが原因

で一時的に痔のような症状になった場合でも便潜血

陽性となることがあります。 

前回の検査から 1 年以上経過しているので、大腸ポ

リープ再発の有無を確認する意味でも、再度大腸内

視鏡検査を受けることをお勧めします。 

 

 

        ◆鎮痛剤 

腰痛があり、ゴルフをする際には、「Advil」という鎮痛剤を使用している。友人に Tylenol の Aspirin free がよいと勧め

られ、薬局で聞いてみたが扱っていなかった。正確な数字までは分からないが、腎臓の値が少し高いと言われたことが

あるので、体への影響が気になっている。今後、どのような痛み止めを使えばよいか教えて欲しい。 

                               （60 歳 男性 アメリカ）  

 

アメリカ国内で一般的な鎮痛薬は、非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の「Advil」で、イブプロフェン（Ibuprofen）が主成

分です。日本の EVE（イブ）と同類です。一方で、ご友人に勧められた痛み止めのお薬、「Tylenol」の主成分は

Acetaminophen で、国際的には「paracetamol (パラセタモール)」とも呼ばれます。日本でいえば「タイレノール」「ノーシ

ン」と同等です。 

腎臓の値が少し高いという意味は、おそらく腎臓機能の指標となるクレアチニン値の上昇のことではないかと推測し

ます。よって、腎臓機能を更に悪化させる可能のある薬は避ける必要があります。 

その代表的な薬として、ご相談者様が現在内服中の Advil も該当します。一方で腎臓に対し比較的安全な薬として

は、基本的に Aspirin が配合されていない Acetaminophen、そのブランド名である Tylenol が鎮痛薬として使用出来ま

す。 

念のため Tylenol Aspirin Free を検索してみましたが、商品名としては見つけることが出来ませんでした。

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

＜耳鼻咽喉科＞ 

■耳閉塞感について 

一週間程前から朝起きると、右耳が塞がったような症状

が毎日続いている。時間が経てば自然と戻るが、左耳と

比べると少し聞こえづらいように思う。歩いていると、軽い

ふらつきを感じることもある。敏感になりすぎているのかも

しれないが、病院を受診すべきか迷っている。        

                          （40 代 女性） 

 

耳の中に何かが詰まっている感じ、または耳が塞がれた

感じの症状を「耳閉塞感」といいます。 

原因の一つが、耳管狭窄症です。上咽頭と中耳をつな

ぐ「耳管」という管が狭くなってしまう病気です。通常、耳

管は閉じていますが、嚥下やあくびなどによって開き、鼓

膜の奥にある中耳の空気圧の調整をしています。しかし

耳管が開きにくくなると、中耳との空気圧をコントロール

出来なくなり、耳が詰まった感じや自分の声が響いて聞

こえたりします。こういった症状は、風邪や鼻炎、副鼻腔

炎、上咽頭炎などによって起きることがあります。 

また耳管開放症でも耳閉感や軽い難聴、耳声強聴の症

状が出ます。この場合は通常は閉じている耳管が開い

ているため、外部と鼓膜との間を、常に空気が行き来し

ている状態です。他に突発性難聴でも、耳閉感や難聴

の症状が起こります。 

まずは原因の確認のため、早めに耳鼻咽喉科を受診す

ることをお勧めします。 

＜内分泌内科＞ 

■糖尿病について 
糖尿病の治療中で、直近の Hba1c は 7.4 だった。食

生活の改善に取り組み始め、腹八分目を意識し努力

しているが、空腹が辛く間食したくなる。ネットで検索

すると、「間食はよくない」とのコメントが多く出ている

が、どのように食生活や食事内容を変えていけばよい

のか、アドバイスが欲しい。        (50 代 男性) 

 

糖尿病の食事療法は、適正なエネルギー量を守った

上で、バランスよく規則正しい食事をすることが基本で

す。年齢、性別、身長と体重、血糖コントロール、合併

症の有無など、その方の状況により、1 日の適切なエ

ネルギー量などが異なってきます。間食は体重増加の

一因ですので、血糖コントロールにも影響します。これ

までの治療経過や病状などを踏まえ、ご自身に合った

食事や間食の取り方を実践することが何より大切で

す。安全かつ有効に治療を進めていく上でも、まずは

主治医とよく話し合い、食事や間食の適量を決めて

習慣化することをお勧めいたします。病院によっては、

栄養士による栄養相談を受けることが出来ます。担当

医に確認し可能であった場合は、普段召し上がって

いる食事の写真や食事記録があると、より具体的なア

ドバイスを受けることが出来ると思います。                                                                                                                              

               ◆甲状腺機能異常に伴う症状 

「喉が痛い」といった症状の中で細かく問診・診察していると、実は咽頭・喉頭ではなく、甲状腺部位の痛みを

呈している方が稀にいらっしゃいます。甲状腺の異常に伴う各種症状が主訴である場合の他に、健康診断で

医師の診察を受け、甲状腺が通常より大きいのではないかとの指摘から、心配を抱えて来院することもあります。 

甲状腺は甲状腺ホルモンを産生・貯留・分泌しており、体の代謝・恒常性の維持を司ります。従って甲状腺機

能の異常がある場合、代謝が乱れ様々な症状や所見を認めます。 

①甲状腺機能の低下： 

むくみ、倦怠感、無気力、傾眠傾向、徐脈、皮膚の乾燥、便秘、寒がり、脱毛、肝機能異常、脂質高値、月経

異常など。 

②甲状腺機能の亢進： 

むくみ、手足の震え（振戦）、動悸、発汗、軟便、不眠、脱毛、肝機能異常、月経異常など 

※甲状腺甲状腺の部位に痛みがある場合、約７５％は亜急性甲状腺炎ですが、のう胞内出血、急性化膿性甲

状腺炎、甲状腺膿瘍、悪性リンパ腫、癌などの可能性もあります。鑑別及び診断において、まずは甲状腺の超

音波検査が非常に有用です。 

※甲状腺ホルモンは自律神経系の調整にも作用しているため、甲状腺ホルモンの上昇に伴いβ被刺激性が

亢進し、動悸や振戦を来すとされています。従って、これらの症状を伴う際にはβ遮断薬（βブロッカー）が有効

な場合があります。 


