
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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 10 月の相談傾向  

＜不眠に関するご相談＞ 
日本睡眠学会によると、日本人の約 2 割が何らかの睡眠障害を患っているそうです。眠りの中断による随伴症状は、

身体に様々な影響を及ぼします。生活の質が高まるよう、日々の習慣を確認し背景や事情に寄り添いつつ、意欲を持

って取り組んでいただけるような具体的な対策、解決法をアドバイスしています。また、何らかの病気が原因で不眠を

引き起こしている可能性もあるため、受診のタイミングの見極めについては慎重な対応を心掛けています。 

                                               

「肩の痛みが続く中、夫の介護もしている。自分の今後が不安で、睡眠薬を飲んでも寝つきが悪く、ぐっすりと眠ること

が出来ない。 

夫は、デイサービスや訪問リハビリを頑なに拒否しているので、私は休む暇もない。どうしたら熟睡出来るようになるか。 

何かよい方法があったら教えて欲しい。」                                        (80 代 女性)                        

「うつ病と統合失調症で、精神科に通院している。3 種類の精神安定剤と睡眠薬を寝る前に飲んでいるが、眠れない。

量を増やしてみたが、駄目だった。薬に耐性が出来ると、効果がなくなるのか。必要以上に薬に頼りたくないのだが、

効果が期待出来る方法があったら知りたい。」                                     (60 代 男性)                                                                                    

「これまでは、睡眠薬を常用していた。今妊娠中で、母からもやめるように言われ、飲まずに過ごしているが、夜中に何

度も目が覚め、眠ることが出来なくて辛い。薬に頼らなくても眠ることが出来る方法を教えて欲しい。」   （20 代 女性）                                             

 
＜腹痛に関するご相談＞ 

腹痛とは、文字通りお腹が痛くなることですが、一口に腹痛と言っても色々なパターンや原因があります。急で一時

的なものから長引いて繰り返すなど、様々です。痛む位置や程度によっては緊急性が生じます。相談者様の置かれて

いる状況を丁寧に聴き取って慎重にトリアージを行い、エビデンスを伝えた上での受診推奨、ホームケアに関してはよ

り具体的にアドバイスが出来るよう、心がけています。 

                                                                              

「発熱はないが、先ほどから左脇腹に激痛がある。過去に尿路結石の診断を受けたことがあり、その時の痛みに似てい

るように思う。心配なので受診をしたい。診てもらえる病院を教えて欲しい。」                 （40 代 男性）                                                                              

「2 歳の息子が、お腹を痛がって泣き叫んでいる。波があるが、直ぐにぶり返して寝入ることが出来ない。どうしたらよい

か。何とかあやして明日、かかりつけの小児科に行けばよいのか、それとも直ぐに受診が必要か。」    (20 代 女性)            

「先月、大腸ポリープをとった。明け方から 4 時間程、下腹の痛みが続いている。先程、血尿が出て、今は話をする余

裕がない程、痛みが強烈になってきた。救急車を呼ぶべきか。」                             （60 代 男性）                  

「妻が、右側の下腹をかなり痛がっている。近くの病院に連絡をしたが、妊婦の場合は対応が難しいと断られた。今から

受診が可能な病院を教えて欲しい。」                                              （30 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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早食いは、体重の増加や血糖値の上昇など、体に悪影響を及ぼします。 

食事による満腹感は、脳の「満腹中枢」に情報が伝わることで得られますが、情報が伝わるには 15 分～20 分ほどの時

間がかかるため、急いで食べると脳が満腹を感じるまでに食べ過ぎてしまいます。また早食いは、血糖値を急激に上

昇させるため、血糖値を調整するホルモンである「インスリン」を分泌する膵臓の機能が低下し、糖尿病を発症しやすく

なります。 

よく噛んで食べることにより、少な目の食事量でも満腹のサインが脳に伝わり、食欲が抑えられます。「ひと口30 回」噛

むのを目標、習慣にしましょう。 

軟らかいもの、食べやすいものばかりでは、噛む回数や食事時間は増えません。よく噛んで食べるには、噛みごたえ

のある食材を多くすることも大切です。まず、食材は大きく厚めに切るようにしましょう。きのこやこんにゃくなど、食物繊

維を多く含む食材を使うことも効果的です。またよく噛むと、唾液がたくさん出ます。この唾液は、口腔内を清潔に保ち、

むし歯や歯周病の予防にもなります。また顎の発育や、虫歯の予防などの効果も期待出来ます。食事はよく噛んでゆ

っくり味わって食べるよう、心がけましょう。 

 

 

 
◆ガラスで足を切った 

ガラスの破片を踏んでしまった。痛くて出血が止まらな

い。小さな破片が体に入って心臓まで行ってしまわないか

心配だ。病院に行った方がよいか。      (20 代 女性) 

 

 ガラスで切り傷を負った場合、まずは流水で表面の破片、

汚れやゴミを洗い流します。体内に雑菌が入ると、感染症に

よって傷口が化膿し、悪化する可能性があるからです。消毒

は、かなり痛みが伴うことに加え、洗い流す効果とそれほど

違いがないため不要です。その後、傷口をガーゼや清潔な

タオルなどで圧迫し、しっかりと止血します。ガラスが深く刺

さってしまった場合、無理に抜くと出血が酷くなったり、神経

を傷つける恐れがあるため、そのままの状態で病院に向か

ってください。 今回のようにガラスの破片など、刺さった異

物が体内に入り込むのではないか、と心配して質問を受け

ることがありますが、血液の流れに乗って移動していくことは

ありませんので安心してください。万が一血管内に入ったと

しても、破壊された毛細血管の壁や静脈の弁に引っ掛かり、

そこに留まる可能性が高いでしょう。また、動脈は体の深い

部分にあって圧力も強いため、小さなガラスの破片は入り込

む余地がないと考えられます。 ともあれ、出血が止まらず

痛みが酷いのであれば、今から速やかに外科か皮膚科を

受診してください。 

◆口の中のやけど 

熱いものを食べた時に、よく口の中をやけどしてしまう。

その場合の応急処置の方法と気をつけることを教えて欲し

い。                        （30 代 女性） 

 

出来立てのスープや鍋料理、揚げたての料理を勢いよ

く口に入れ、やけどをしてしまった経験は、誰しもあるかと

思います。軽度であれば、とにかく冷やすのが鉄則です。

やけどから数分程度は、冷水をしばらく口に含んではゆす

ぐことを繰り返します。氷を含むと、頬や舌に張り付いた

り、上顎の皮膚や水疱が破けたり、酷い状態になる危険性

があるので厳禁です。出来るだけ冷水を使って冷やすよう

にしましょう。 

その後は、やけどの部分を舌や指で触らないように注意し

てください。熱い食べ物や飲み物、硬いものや辛味、酸

味、強い刺激のある食べ物、アルコールやタバコは、痛み

や炎症が強くなる原因となるので控えてください。 

口の中の皮がむけた場合、無理に引っ張ると、そこから細

菌感染をおこすことがあるので剥がさないで下さい。やけ

どの程度にもよりますが、軽ければ数日から一週間程で治

ることが大半です。強い痛みが続く場合や治りの悪い場合

は、歯科口腔外科を受診するのがよいでしょう。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら よく噛んでゆっくり食べよう 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆思春期のニキビについて 
中 3 の娘だが、昨年から顔と背中に赤と白のニキビが大

量に出来始めた。皮膚科に通院し、べピオゲルをずっと塗

っているが効果がない。サンソリットのピーリング石鹸で洗顔

し、ビタミン C と漢方のヨクイニンの内服も続けている。医師

からは、思春期だからと言われ、具体的な解決策の話は聞

けなかった。処方薬にこれほど効果がないとなると、女性ホ

ルモンも関係しているのかなど色々考えてしまい、親として

本当に辛い。自由診療の病院や他の皮膚科に行ってみた

方がよいか。それとも思春期のニキビは、時期が過ぎるまで

我慢するしかないのか。また、先月からエピデュオを試して

いるが 、この薬に効果が望めるか。      （50 代 男性） 

 

ベピオゲルは、ニキビの治療に標準的に使われる薬で

す。エピデュオも非常によい薬です。変更後、正しく使って

も効果が不十分な場合、抗菌薬の塗り薬や内服を一時的に

併用するタイミングと考えます。クリンダマイシンやミノマイシ

ンといった抗菌薬が推奨されています。皮膚科学会診療ガ

イドラインにおいて、標準の位置付けにはなっていません

が、生理痛（月経困難症）がある場合、低用量ピルを内服す

ることにより、月経随伴症状とニキビの双方が改善する可能

性があります。治りが思わしくなければ産婦人科を受診し、

生理痛とニキビの悩みを伝え、処方についてご相談してみ

てもよいと思います。 

◆ジョギングの時間帯について 

夏の間は直射日光と暑さを避け、夕方にジョギングを行

っていた。最近涼しくなってきたので、また朝の時間帯に

戻そうと考えている。以前にこの電話相談で、タンパク質

は就寝中に枯渇することを知った。アドバイスに従って、

朝食には納豆や魚などを意識的に摂り入れ、その後に走

っている。しかし、夕食後がよいとの話を他で聞き、迷って

いる。ジョギングに適した時間帯を教えて欲しい。           

(60 代 男性) 

 

秋が深まり、生活習慣病予防にも有益な、運動のしやす

い季節となりました。ジョギングに適した時間帯は朝もしく

は夕方、共に要因次第で様々な意見があります。 

朝を勧める理由としては、交感神経が優位に働く関係で

脂肪燃焼に向いています。また、体温を上げることで一日

の代謝が上がります。日を浴びて 1 日のリズムも整いま

す。夕方を勧める理由としては、一日のストレス発散とな

り、睡眠3 時間位前の運動は適度な疲労を招き、睡眠の

質が上がります。日中の活動により、筋肉や関節の柔軟性

もあります。継続の目的が健康維持であれば、朝か夕方

かを季節で分けて考えるとよいでしょう。但し、毎日欠かさ

ず継続することで筋肉が回復せず、疲れが蓄積してしまう

こともあります。怪我のないよう、休みの日を設けることも必

要かもしれません。 

 

      

 ◆ぎっくり腰 

 

先日、急激な腰痛に襲われて、寝返りも打てず身動きが取れなくなり、ER に救急搬送された。尿検査やレントゲンを

撮り、「back spasm（バック スパズム）」だと言われた。これは、ぎっくり腰のことなのか。日本のサイトで調べると、ぎっく

り腰は再発の可能性が高いと出ているが、back spasm はそうではないようだ。日本語で言えば、正式な病名は何になる

のか教えて欲しい。                                              （アメリカ 50 代 男性） 

 

腰痛は、「急性腰痛症」と「慢性腰痛症」とに分類されます。前者の俗称が「ぎっくり腰」です。ほとんどの原因は筋肉

の炎症や痙攣によるものです。このエビデンスのみで診断を確定する専門医もいれば、椎間板ヘルニアのように、軟

骨の変性などの原因も含め、急に生じたもの全てを急性腰痛症として扱う専門医もいます。一般的にぎっくり腰は、急

性腰痛症の中でも特に、筋性の腰痛症を意味することが多いようです。 

一方、英語の“腰痛”は、low back pain と呼びます。back spasm （spasm of back muscles ）は、直訳すると“背部痙攣”

ですが、ぎっくり腰・胆石・腎臓結石・脱水など、様々な原因から起こる腰部の筋肉の痙攣のことです。これに該当する

日本語での病名としては、「筋性腰痛症」又は「急性腰痛症」です。よって back spasm とぎっくり腰は、ほぼ同義の解釈

でよいと思います。 

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

＜内科＞ 

■がん検診について 

父方と母方の祖父、父（前立腺がん）、父の弟 2

人（肺がん）(膵臓がん)と身内に何人も癌の診断を受

けた人がおり、がん家系なのかと心配だ。自分も 8 月

に、会社の健康診断を受けたが、超音波検査の結

果欄に「膵：詳細不明」と書いてあった。調べてみた

ら、膵臓は超音波では見えづらいこと、膵臓がんの

早期発見は難しいという記事を見つけた。がんの可

能性が心配なため、自費でも構わないので定期的に

検査を受けたいが、どのような検査をどれくらいの頻

度で受ければよいのか教えて欲しい。 

(50 代 男性)                   

 

ご家族に癌を患っている方がいらっしゃるとのこと、

ご心配になる気持ちをお察しいたします。お調べに

なった通り、確かにエコーで膵臓は見えにくいです。

とはいえ、矛盾を感じるかもしれませんが、膵臓を調

べるのに一番優れている検査が、実はエコーなので

す。患者様にとって、検査に伴う苦痛がほぼないのも

メリットの一つです。受ける頻度についてですが、ごく

初期では病巣を発見することが困難な場合もありま

す。一般的には、年に 1 回位が標準レベルでしょう。

この程度のスパンが望ましいといった、明確な決まり

はありません。ご不安が強ければ、半年に 1 回でもよ

いかもしれません。受診の際、医師に希望を話し、相

談してみてください。 

＜内科＞ 

■睡眠障害について 
40 代後半頃から、仕事中に強い眠気や疲れを

感じ、帰宅後にぐったりすることが増えた。睡眠は

23 時から朝 6 時位、平均で 7 時間くらいはとれて

いたが、最近は早朝５時前後に目が覚め、それから

が寝付けない。この夏の終わり頃から市販の滋養

強壮剤を飲み始め、体が楽になったと感じる日もあ

れば、元気が出ない日もある。病院を受診するべき

か悩んでいるが、このような場合、何科で診てもらえ

ばよいか教えて欲しい。       (50 代 女性) 

 

まずは、何らかの疾患が原因ではないかの確認

のため、内科の受診をお勧めします。病気による症

状ではないとの結論に至れば、睡眠時間の確保は

出来ていても、眠りの質に問題があって日中の眠

気や倦怠感を招いている可能性を考えます。睡眠

の改善目的で受診するのであれば、睡眠専門外来

や心療内科への受診がよいかと思います。 

睡眠の質を向上させるためには、起床と就寝時間

を一定にする、起床時にはカーテンを開けて太陽

光を浴びるなど、規則正しい生活を送ることが大切

です。夜は、適度な運動の後にゆっくり湯舟に浸か

り、就寝前の緑茶やコーヒーなどのカフェインを含

む飲み物は控え、PC やスマホの使用は必要最小

限にとどめるなど、心身ともにリラックス出来る環境

が整うよう、工夫してみてください。                                                                                                                             

 

                        ◆二次性高血圧 

 

高血圧は、遺伝子や環境因子の関与する多因子疾患である本態性高血圧が約 9 割を占めるため、まずは

これに準じて基本的治療を開始することが多いです。一方で原因を特定出来る、残り約 1 割の二次性高血圧

は、原因を特定することによって高血圧や合併症を、改善または治癒する可能性もあるため、今回はこの二次

性高血圧を取り上げてみましょう。 

二次性高血圧の原因は多岐に渡りますが、日常診療で遭遇する機会の多い疾患として、①腎血管性（腎動脈

の狭窄や閉塞病変に伴う）、②腎実質性（慢性腎臓病等）、③内分泌性（副腎の腫瘍などで血圧調節ホルモン

のバランスが崩れるもので、原発性アルドステロン症や褐色細胞腫等が有名）、④睡眠時無呼吸症候群、⑤薬

剤誘発性（非ステロイド系消炎鎮痛剤、ステロイド、漢方薬、交感神経刺激薬等）が挙げられますが、他に脳・

中枢疾患（脳幹部血管圧迫等）があります。 

コストの問題もあるため、全ての方に必要とは言えませんが、①40 歳未満の若年発症の方や高血圧の家族歴

の無い方、②比較的、短期間での血圧上昇あるいは乱高下と正常値を繰り返す方、③薬剤抵抗性（何種類も

の追加や増量でもコントロール不良）、④カリウム等の電解質異常を伴う、⑤心肥大や腎臓等臓器障害の進行

が速い、などに該当する方は是非、精密検査を受けることをお勧めいたします。 

どうぞ、主治医とご相談ください。 


