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 7 月の相談傾向  

＜呼吸器トラブルに関するご相談＞ 
 咳や痰の症状が長引く時は、喘息などの疾患が起因であることも多いです。また、花粉症やシックハ

ウス症候群など、アレルギー症状としての咳が持続している場合もあります。特にお子様は、夜間に症

状が酷くなることが多く、ホームケアは勿論のこと、早急な受診が必要となる際の医療機関案内に対し

ては、プロトコールに沿って緊急性を正しく判断し、的確な助言と対応が出来るよう、努めています。                                                       

                                                          

「２歳の娘が昼から乾いた咳をしていて、夜になってもずっと泣いており、息を吸うとゼーゼーと音が聞こえる。このまま 

様子をみていて大丈夫だろうか。」                                            （30 代 女性）                                

「1 週間前に熱が出たが、その後から咳が出るようになった。今、喉の痛みが酷くて、横になっても咳が激しく、苦しくて 

眠れない。深夜でも診てもらえる病院を教えてほしい。」                               (20 代 男性) 

「今月、8 歳の息子が新型コロナウイルスに感染した。自宅療養が解除になってから 2 週間が過ぎて学校へも行けるよ

うになったが、まだ咳が続いている。このままかかりつけ医の受診でよいか、またこの症状は、後遺症とも考えられるの

か。もしそうであれば、後遺症専門の病院がこの地域にもあるのか、受診する必要があるのか知りたい。」     

      （30 代 女性）                                 

「咳をしすぎて胸が痛い。医師からは、コロナの可能性に関する話はなく、風邪だと言われて咳止めの薬を内服中。 

本当にコロナではないのか心配だが、検査は希望すれば受けることが出来るのか、金額はどのくらいするのか教えて

欲しい。」                                                                 (60 代 女性) 

 

＜誤飲に関するご相談＞ 
 誤飲事故は、5 歳以下の子どもに多いです。洗剤などの家庭用品や医薬品からおもちゃまで、大人

が考えたらありえない、想像もつかないようなものを誤って飲み込んでしまった、飲んだかもしれないと相

談が入ります。高齢者の場合、嚥下機能の低下も誤飲の原因の一つです。正確に状況を聴き取ってト

リアージに繋げ、適切な処置、注意点のアドバイスや医療機関の紹介、事態によってはエビデンスをし

っかりと伝えた上で救急車要請を促す等、迅速な対応を心がけています。 

                                                                  

「2 歳の息子が、手指消毒液を飲んだ可能性がある。『飲んだ』『床にこぼしただけ』と言うことが定かでなく、信憑性に

も欠けてはっきりしない。今は特に気になる様子はなく元気だが、受診が必要か。」     （30 代 女性）                        

「1 歳の娘が１cm 未満のねじを口一杯に入れていた。口の中に残っていたねじは全て掻き出したが、何本か

飲みこんだ可能性もあるかもしれないので心配だ。今から病院へ行った方がよいだろうか。」                                              

（30 代 女性）                                                         

「80 歳の母は、糖尿病の治療薬を包装シート毎、4 分割に切って保管している。今日の夕方の分を飲む時、ぼーっとし

ていたのか、誤って包装シートから出さずにそのまま飲み込んでしまったと、母から聞いた。その後に嘔吐したが、吐

物の中にシートはなく、喉の違和感だけが続いているようだ。受診が必要か。」                （50 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、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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普段から、自分の姿勢を意識して歩いていますか？ 
姿勢の崩れで目立つのは前傾姿勢、俗に言う「猫背」です。悪い姿勢で歩き続けていると、体の歪みによる腰

痛や頭痛、肩こり、疲労感等の発生リスクが高まります。 
正しい歩き方は、姿勢がポイントです。まずは、ご自分の姿勢をセルフチェックしてみましよう。壁にお尻、

背中、後頭部の 3 点が壁に軽く触れていることに加え、壁と腰の隙間が手の平一枚分あるのが理想的な姿勢で

す。握りこぶし1つ分程の隙間が空く場合、腰が反り過ぎている状態のため、腰痛になり易くなります。 
上半身を引き上げて目線は真っ直ぐ前に、顎を引き背筋を伸ばして胸を張ると、自然と頭が背骨の真上の位置に移

動し、正しい姿勢で綺麗に歩くことが出来ます。肩幅程の歩幅を意識し、足先を真っ直ぐ前へ振り出し、膝を伸ばして

踵から着地し、親指で踏み込んでから次の一歩を踏み出してください。肩と腕の力を抜いて腕を真っ直ぐに伸ばしたら、

足の動きに合わせて前よりも後ろ側に振ることをイメージし、大きくリズミカルに動かしてみましょう。まずは日頃から、正

しい姿勢を意識して歩いてみてください。 

 

 
◆反復性耳下腺炎について 

8 歳の子どもだが、「おたふくかぜ」にかかった後でも、何度

も同じような症状を繰り返している。診察を受けたら、「反復

性耳下腺炎」と言われた。「おたふくかぜ」とはどの様に違う

のか、どういった病気なのかを教えて欲しい。              

                            (30 代 女性) 

おたふくかぜは、一回感染すれば抗体が出来、二度目を

発症することはありません。発熱がなく、耳下腺の腫れのみ

を繰り返す場合、「反復性耳下腺炎」の可能性が高いです。

鑑別診断には血液検査（抗体検査）が確実ですが、結果が

出るまでに数日かかることが難点です。他に超音波検査、

唾液腺撮影などが行われることもあります。 

「反復性耳下腺炎」の原因はよく分かっていませんが、免

疫が未熟であったり、ウイルス感染による免疫低下によっ

て、口腔内の常在菌が耳下腺に感染することによって発症

するのではないかと考えられています。耳下腺の炎症は軽

度で、発熱の症状が出たとしても 37℃台でとどまることが特

徴です。成長と共に再発の回数が減り、10 代前半頃には症

状が見られなくなることがほとんどです。治療は、細菌感染

が疑われる場合は抗生物質の投与が行われますが、鎮痛

薬などによる対症療法が中心となります。「おたふくかぜ」は

ムンプスウイルスによる感染ですが、「反復性耳下腺炎」に

感染力はありません。ほとんどのケースで治療は必要なく、

症状は数日で回復します。 

◆瞼のピクつきについて 

数日前から瞼がピクピク動く。脳の病気が心配だが、直ぐ

に病院へ行った方がよいか。         （50 代 男性） 

 

瞼のピクつきは一過性のものが多く、両目もしくは片目が

ピクピクしても、上下の瞼一部のみが微細に1～2分動くだ

けで、他の部位まで拡大しないのであれば、原因を取り除

くことで自然治癒が期待出来ます。原因としては、眼精疲

労・ドライアイ・肉体的な疲労・精神的なストレス・睡眠不

足・栄養不足・カフェインの過剰摂取など、多岐に渡りま

す。目の周りの眼輪筋の筋肉の代謝に乱れが生じ、収縮

を繰り返すことで起こります。予防するには、目を閉じて休

憩をとる、蒸しタオルで目の周りを温めて血行促進を図

る、入浴や睡眠時間をしっかり確保し、心身の疲労回復を

心掛けてください。ストレスを溜めない、栄養補給、カフェ

インの摂取を控える等、生活面にも気を配って下さい。 

但し、無意識のうちに瞼が閉じてくる症状は、眼瞼けいれ

んが疑われ、瞬きが制御不能となり生活に支障が出る可

能性があります。また、片目と頬や口周りまでピクピクする

症状は、片側顔面けいれんが疑われ、脳の血管や腫瘍が

顔面の神経に影響している可能性があります。 

こういった症状が当てはまる場合は、早急に脳神経内科も

しくは脳神経外科を受診してください。 

 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 綺麗な姿勢で歩きましょう 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆新型コロナウイルス感染について 
熱はないが、朝起きてから体が重だるく、かなり調

子が悪い。新型コロナウイルスの初期症状に倦怠感

があると聞いたことがある。受診して検査を受けた方

がよいだろうか。              （50 代 男性） 

 

新型コロナウイルスの主な初期症状は、いわゆる

「かぜ」と同様なものが多く、発熱や乾いた咳、体の

だるさに加え、人によっては鼻詰まりや喉の痛み、下

痢なども見られます。 

一方で、倦怠感は甲状腺や副腎のホルモン異

常、貧血、肝臓や腎臓の障害の他、疲労や睡眠

不足、栄養不足など、様々な原因によっても起き

ることがあります。ご相談者様の場合、発熱はな

いですが、かなり強い倦怠感があるようですので、新

型コロナウイルス感染を完全には否定出来ません。

更に倦怠感には、前述のように内科系の病気等が隠

れているケースもあるので、念の為の受診をお勧め

いたします。 

まず、かかりつけの内科があれば、受診が可能か

を電話で問い合わせてください。お持ちでなけれ

ば、こちらから医療機関の紹介又は検索方法をご案

内します。診察の結果、新型コロナウイルス感染の

疑いがあり医師が必要と判断した場合には、検査を

行うことになるかと思います。まずは、継続する倦怠

感の原因をはっきりさせることが必要です。 

◆糖尿病の間食について 

現在糖尿病で通院中。直近のHba1c は 6.8だっ

た。糖質の摂取には極力気を付けているが、最近

の暑さに辟易していて、たまにはアイスクリーム

のような冷たいものを食べたいと思ってしまう。

「3時のおやつ」「夕食後のデザート」として食

べた場合、どちらがより血糖値が上がるのか、糖

尿病に悪いのかを教えて欲しい。 (50 代 男性) 

 

普段から空腹時血糖値が何もしなくても高いタイ

プ、食後の血糖が特に上がりやすいタイプなど個人

差があり、一概に「これがよい」と明確にお答えする

のは難しいです。更に血糖値は、元々の状態や内服

中の薬の種類によっても 1 日の中で変動します。そ

の観点でいえば、本来はおやつや食事を食べない

時間に食べた場合、血糖値が高い状態の時間がそ

れだけ増えることになります。また、普段の食事にプ

ラスして食べれば、血糖値が下がり切るまでの時間

が延びることになり、どちらも悪影響といえます。 

上昇した血糖値や通常との差があまり大きくなく、

夕食前後の内服やインスリンの効果で、それがカバ

ー出来る範囲であれば食事と合わせた方がよいの

かもしれませんが、やはり一概には言えません。栄

養指導の機会などに担当医師や栄養士から、相談

者様の体に影響の少ないタイミングについてアドバ

イスを受けるのが安心かと思います。 

 

 

 

      ◆ピロリ菌検査 

 

先日、同年代の元職場の同僚が、ピロリ菌による胃がんで亡くなった話を人づてに聞いた。これまで、ピロリ菌検査を

受けたことはないが、年齢も考えて一度調べてみようと思っている。アメリカでも行っているのか、であれば、何科に行

けばよいのか。病院へはどの様に伝えれば、検査希望であることが通じるか。        （50 代 女性 アメリカ在住） 

 

ピロリ菌の検査は、アメリカでも可能です。日本と同様に、血液検査、便検査、呼気の成分から判定する検査、内視鏡

での検査等、様々な検査方法があり、選択が可能です。英語では H pylori 『エイチ パイローリ』というように発音しま

す。現在無症状であれば、消化器内科医を紹介してもらう必要もないと思います。少し前にアメリカ疾病予防管理セン

ター（CDC）が作成した文書によると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の既往のある方を対象に、積極的に検査を勧めているよ

うです、お手持ちの保険で検査費用がカバーされるのかも含め、まずはホームドクターに詳細を確認するのがよいと思

います。

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

＜泌尿器科＞ 

■尿漏れについて 

日に数回、尿が滲み出る感じがあり、常時使っている

吸水パッドにも湿りがある。くしゃみの際や間に合わずに

漏らしたりすることはない。泌尿器科医からは「尿道の出

口に少し残る尿が、滲みだしている」「膀胱のエコー検

査では、残尿は少ない」「子宮筋腫なし」「尿検査は異

常なし」、故に「尿漏れではない。染み出している状態」

と言われている。解決方法はないだろうか。                                                                     

(50 代 女性) 

 

女性は閉経後辺りから、骨盤底筋群の緩みによって

軽い尿漏れが起こることがあります。出産による骨盤底

の衰えも一因です。女性の尿道は男性よりも短く、真っ

直ぐ下に向かっています。その為、お腹に力が入るだけ

で漏れやすく、我慢するのが難しくなります。ご相談者

様のような症状を訴える方は珍しくないのですが、こうい

った症状は骨盤底筋群を鍛えることによって改善する可

能性があります。インターネットなどで、泌尿器科医が監

修しているページなどを参考にし、骨盤底筋トレーニン

グを実施してみるのもよいでしょう。但し、自己流では逆

に症状を悪化させてしまう場合があります。医師の指導

に従ってトレーニングを行うことで、改善が期待出来ま

す。まずはかかりつけ医の泌尿器科医師に相談してみ

てください。 

＜心療内科＞ 

■不眠について 
一ヵ月程前から不眠が続いていて、朝もこれまでより 1

時間程前早くに目が覚める。寝付けても 1 時間半毎で起

きてしまい、その後中々眠れない。日中にも強烈に眠くなる

ことがあり、仕事や私生活にも支障が出ている。市販の睡

眠改善薬を飲めば朝まで眠ることが出来るが、飲まないと

夜中や早朝に必ず目が覚めてしまう。このまま薬を続ける

のも不安だし、どうすればよいのか悩んでいる。受診が必要

か、であれば何科に行くのがよいか教えて欲しい。                                                                                                

(30 代 女性) 

 

程度の差はあれど、「眠れない日」というものは、ほとんど

の方が経験済みかと思います。しかし不眠が継続し、日中

の生活に支障を来す程の場合は、原因に応じた対処が必

要になります。市販の睡眠改善薬の多くは、アレルギー症

状を抑える効果を持つ薬が持ち合わせている、もう一つの

効果（副作用）である、「眠気」を有効活用したものです。危

険な薬ではありませんが、長期間の使用はお勧め出来ま

せん。まずは不眠の原因を探り、取り除くことが大切です。

加えて相談者様に適した安眠法の工夫も必要です。睡眠

を扱う診療科は、一般的には「心療内科」となりますが、何

らかの疾患が関連していると考えられる場合は、症状や状

態に応じて他を選択します。受診先を迷う場合は、ひとま

ず内科を受診してみてください。                                                                                                                             

                       ◆網状皮斑（リベド） 

網状皮斑とは、皮膚末梢循環障害を起因とし、下肢に好発する網目状・潮紅色調の皮斑のことである。臨

床像の違いから、①大理石様皮膚、②細網状皮斑、③分枝状皮斑に分類される。 

皮膚の末梢循環不全をきたす原因として、血栓・塞栓、鬱血、血管壁の肥厚や炎症、血液成分の異常などが

あり、背景にある疾患を考える必要がある。 

① 大理石様皮膚  

精神的な影響や寒冷刺激で生じることが多く、機能的な一過性の細動脈側の緊張亢進及び細静脈側の緊

張低下を認め、交感神経系のメカニズムが関与する末梢循環障害が原因とされる。基礎疾患のない小児や若

い女性の下腿に好発する大理石紋理様の紫紅色斑である。皮疹は一過性で網目の環は閉じている。時間経

過とともに消退するため基本的には病的な意義はないとされる。（但し、先天性血管拡張性大理石様皮膚は母

斑症である。） 

② 細網状皮斑 

大理石様皮膚と分枝状皮斑との中間に位置し、持続性で機能的のみならず、器質的・組織学的な変化を

伴う。真皮層～皮下脂肪層境界の小静脈内腔の鬱血や拡張を認め、真皮乳頭下層の血管周囲への細胞浸

潤を軽度認めることがある。 

③分枝状皮斑 

大理石様皮膚と異なり、網目の環は閉じていない。初期には潮紅・紅斑、次いで赤褐色の不規則な樹枝状

構造を示す。分枝部の皮下に小結節を触れる。組織学的には真皮層～皮下脂肪層境界の小動脈内腔の狭

窄、血栓・塞栓、一部の血管内膜下にフィブリノイド変性を認める。 


