
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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 11 月の相談傾向  

＜血圧に関するご相談＞ 
数多く入る高血圧症に関する相談の中には、脳、心臓、血管、腎臓などの病気が潜んでいることがあり、注意が必要

です。血圧の上昇や変動による体への影響を、現症状から的確にトリアージし、具体的な対処方法のアドバイスや受診

のタイミングの見極めに繋げるべく、慎重な対応を心掛けています。 

 

「今朝、排便後にめまいとだるさが続くので、血圧を測ったら 100/58 だった。普段は上が 80 台と、低いことが多い。最

近、立っているだけで気分が悪くなったり、台所仕事の最中に立ち眩みが起きることもあり、体調がすぐれない。病院で

診察を受けた方がよいか。」                                               （50 代 女性）                                                                                            

「最近、職場環境が変わり、ストレスもあって喫煙量が増えた。会社の健診で血圧が高く、少し前から手足に痺れを感じ

ていたこともあり、脳神経外科を受診して MRI の検査を受けたが、異常はなかった。頭以外の病気の可能性があるだろ

うか。であれば、何科を受診すればよいかを教えてほしい。」                           （50 代 男性）                                           

「5 歳の息子がサッカーの試合を終え、帰宅して入浴の直後に、「気持ちが悪い、フラフラする」と言ってしゃがみ込み、

少し冷や汗もかいていた。今、血圧も問題なく症状は落ち着いているが、乳児の時に肺動脈弁狭窄症で手術をしてい

るので心配だ。直ぐに受診すべきか。」                                        （30 代 女性）                                            

 
＜薬に関するご相談＞ 

特に夜間、診察終了後の処方薬や購入した市販薬について、誤薬、副作用、飲み合わせ、効果効能等、様々な相

談が入ります。安心して静養、治療の継続が出来るよう、内容によっては医師に確認を行い、正確な情報の提供に努め

ています。 

 

「6 歳の息子の目薬と間違えて、麦粒腫のため私が使っているレボフロキサシン点眼薬0.5%を点眼してしまった。子ど

もに使用しても問題ない目薬かを教えてほしい。」                                 （30 代 男性） 

「1 歳の息子が発熱し、けいれんが起きて救急搬送となった。帰宅後も熱が高くて辛そうなので、熱さましの座薬を使っ

た。痙攣止めの座薬は、いつ使用すればよいかを教えてほしい。」                       （20 代 女性） 

「昨日から発熱が続き、喉の痛みと頭痛も出てきた。コロナの可能性もあるのか心配だ。カロナールという解熱剤を使っ

てよいか。市販の風邪薬も一緒に飲んだ方が酷くならずにすむか。」                      （20 代 男性）                                                                                            

「数日前から胃の不快感と鈍い痛みがあり、内科で処方された薬を飲んでも変わらない。今朝からかなり激痛になって

きた。薬が効いてないのか、副作用の可能性も考えられるか。もう一度受診した方がよいだろうか。」   （60 代 男性）  

「コロナに感染し自宅療養中だが、少し前から咳が酷くなってきた。喘息があり、1 日 1 回吸入をしている。先ほどアドエ

ア吸入薬を 1 回使ったが、うまく吸うことが出来なかった。もう一度吸入してもよいか。」           （50 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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「変形性膝関節症」は、加齢とともに現れる膝痛の中で最も多い疾患です。膝の関節のクッションである軟骨が、加齢

や筋肉量の低下などですり減って、歩行時に痛みが生じる病気です。男女比は 1：4 で女性に多くみられ、症状の進行

に影響を与える要因としては、肥満や骨粗鬆症などがあります。初期には起立時や歩き始めなど、動作の開始時のみ

に痛みが出現し、休めば痛みは治まります。中期になると、次第に正座や階段の昇り降りが困難となり、末期では安静

時にも痛みがとれず、膝の腫れや変形が目立ち、膝が真っすぐに伸びず歩行が困難になります。 

膝を深く曲げる動作は関節に大きな負担となるので、痛みが出た時には正座や和式トイレの使用はなるべく避けてく

ださい。 職場やリビングなどでは、椅子やソファーを使用して膝への負担を少なくしましょう。また肥満の方は、体重保

持のために膝に負荷かかり、軟骨のすり減りを早めますので、減量も心掛けてください。 

変形性膝関節症は、段階を経て徐々に悪化していきます。一旦すり減った軟骨は元には戻らないので、出来る限り早

く病気の進行を食い止めることが大切です。階段の昇り降り、起立、座るなどの動作時に痛みや違和感があれば、少し

の痛みだからと我慢したり、自己判断で放置せず、整形外科を受診してください。 

 

 

 
◆指の痛み 

手の指がこわばって握りにくさがあったが、最近は痛く

て、第一関節が腫れてきている。病院に行った方がよいか。 

                            (70 代 男性) 

 

 指の特定の関節に腫れや痛みが起こる場合、まずは変形

性指関節症を疑います。関節リウマチも似かよった病態を呈

しますが、手指の第 2 関節、第 3 関節に初発症状が出やす

く、手首、膝、肩など他の関節にも変形が現れることのある

全身性の疾患です。変形性指関節症には様々なタイプが

あり、指の第一関節に生じるものを「ヘバーデン結節」とい

います。何らかの原因で、関節の骨と骨の間の軟骨がすり

減ってしまい、骨が不安定になって関節に負担がかかり、炎

症が起こって腫れや痛みが起こります。進行して酷くなる

と、骨と骨が直接ぶつかるようになり、骨に棘が出来て強い

痛みが出やすくなります。治療せずに指を使い続けると次

第に指が変形していき、そのまま骨がくっついてしまうと、炎

症は治まっても指は変形したままになります。 

治療で大切なことは、炎症や痛み、変形を抑えることで

す。テーピング等で患部を固定したり、消炎鎮痛薬を使用し

ます。また、血行改善のための保温や首・肩の体操、指の血

管や神経のマッサージも効果的です。手の指の痛みが続

いているのであれば、早めの整形外科受診をお勧めしま

す。 

◆後頭神経痛 

髪をとかしている時に、頭にピリピリと鋭い痛みを感じる

ようになった。暫く続くので心配になり、病院を受診し「後

頭神経痛」と言われた。初めて聞く病気なので詳しく教え

て欲しい。                    （40 代 女性） 

 

後頭神経痛は、頭皮の感覚神経に起こる「神経痛」で

す。皮膚の神経が何らかの理由で過敏になり、独特の強

い痛みが不規則に繰り返し起きます。頭の中というより、頭

皮を触った時にピリピリ、キリキリ、チクチクする痛みで、1

～2 週間程で次第に治まっていくことが多いです。痛みが

強ければ、鎮痛剤や神経痛の薬が処方となる場合もありま

す。頭痛が続くことは不安だと思いますが、皮膚の神経由

来の痛みなので、深刻な事態にはなりません。痛みの特

徴として、耳の後ろの後頭部の左右どちらか半分だけ、「こ

こが痛い」とご本人が明示出来る範囲に強く感じます。頭

全体の痛みや嘔気はないことが多いです。痛みが始まっ

た数日後、同じ部位の皮膚に「水疱」が現れたら、帯状疱

疹を疑い、皮膚科受診が必要です。 

同じ姿勢をとり続ける、ストレス、肩こりなどが発症のきっ

かけとなりやすいです。首や肩の筋肉に負担がかからな

いよう、正しい姿勢を保つことを意識してください。 

痛みが辛い、治まっても繰り返すようであれば、頭痛外

来、脳神経内科、脳神経外科などの受診をお勧めします。 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 変 形 性 膝 関 節 症 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆マスクによる肌トラブルについて 
元々敏感肌だが、マスクが影響もあってか涼しい季

節に入っても、顔の赤みが引かなくなってしまった。皮

膚科を受診し、脂漏性皮膚炎が頭皮にまで広範囲に

広がっていると説明を受けた。今後もマスク生活が続く

と思うので、肌を守る対策を教えて欲しい。  

  （20 代 女性） 

 

新型コロナウイルスの対策として、マスクを着用する

機会が多くなりました。肌トラブルの原因は様々です。

例えば、顔の表情や口の動きによってマスクと肌が擦

れると、摩擦が刺激となって肌荒れを起こりやすくなり

ます。また、吐く息でマスクの内側が蒸れて高温多湿

になると、にきびの原因であるアクネ菌や雑菌が繁殖

しやすくなり、注意が必要です。対処法として、耳に当

たるゴムは柔らかいものが好ましく、マスクの素材は肌

触りのよいものを選ぶようにしてください。不織布の場

合にはマスクと肌の間にガーゼを 1 枚噛ませるのもよ

い方法です。顔の大きさに合わないマスクは、摩擦の

原因にもなるので、ウイルスの侵入を防ぐためにも顔

にフィットしているかを確認してください。状況によって

こまめに外し、汗や汚れをふき取ることも大切です。可

能な折りには優しく洗顔し、保湿クリームを使用するな

ど、十分なスキンケアを行ってください。 

◆ホルモン補充療法について 

半年ほど前から疲れやすく体調にも波があり、年齢から

更年期障害の可能性もあるかと思い、婦人科を受診。血液

検査の結果、ホルモンの数値がかなり下がっているとの説

明があり案の定、更年期障害の診断を受けた。最近、幾つ

か症状がある中で、突然体が熱くなって汗が止まらなくな

るのが不快で、人目もあって辛い。注射とパッチを試し、

最終的には漢方薬とホルモン剤を通常の倍量まで増やし

一年以上続けたが、一向に改善せぬまま内服を中断中。

更年期障害にホルモン剤が効かないこともあるのかを教

えてほしい。                   （50 代 女性） 

 

更年期障害によるホットフラッシュに対し、ホルモン剤は

7～8 割位の方に有効とされています。しかし、残念ながら

効果のない方もいらっしゃるのが現実です。理由として

は、この症状が女性ホルモン値の動きだけではなく、心理

的、社会的な要因や、その他の身体の疾患からの影響で

も起こりうるからです。念の為、多汗症や甲状腺機能障害

などの鑑別のため、皮膚科や内科の医師の意見を聞いて

みるのも一案です。いわゆる抗うつ薬や抗不安薬に分類

される薬がよく効く場合もあります。婦人科や内科にも、精

神薬の処方に詳しい医師がいます。まずは、これまでの

経過を把握している婦人科で、よく相談をしてみてくださ

い。 
 

 

      

◆ポリオワクチン 

 

現在、NY で暮らしているが先日、ポリオウィルスの緊急事態宣言が発令となった。自分の母子手帳には、昭和56 年

10 月と 12 月に 0.5(単位は不明）接種済みと記載あり。1984 年生の主人は、乳児期の規定数に加え、10 年程前の発展

途上国勤務の際に受けた可能性がある。ただ確実ではないので、過剰になった場合に体への影響が出ないか心配し

ている。職場の提携医療機関で IPV（不活化ポリオワクチン）が打てるようだが、夫婦ともに受けた方がよいだろうか。 

                                                         （アメリカ 40 代 女性） 

 

「ポリオワクチン」の抗体効果は 5 年～10 年といわれています。ご夫妻ともに、間隔は十分に空いていますので、接

種自体の体への影響は問題ないと思います。 

ポリオワクチンのみで生涯をカバーする免疫を獲得するとなると、10 回程の接種が必要との見解も存在します。 

しかしそれは、中々現実的とは言えません。 

2022 年に入り、ニューヨーク州内のワクチン未接種者が感染、下水からウィルスが発見されたとのニュースが日本にも

届いています。ポリオ緊急事態宣言が発令されている環境で生活を送っているのであれば、ワクチン接種を検討され

る方が望ましいのではないかと考えます。 

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

＜整形外科＞ 

■手の痛みについて 

車のハンドルや何か物を握る動作をした際に、人差し

指の付け根が痛み、突っ張る感じがある。付け根も少し

腫れているように思う。手の甲側の親指と人差し指の間

（ツボでいえば合谷の辺り）を押さえると、人差し指の付

け根から上に向かってジンジン、ズキズキと痛む。どのよ

うな原因が考えられるか。          (20 代 女性)                  

 

人差し指の付け根に痛みが生じる原因としては、ば

ね指が、人差し指と親指の間の痛みは CM 関節症、母

指内転筋の炎症などが考えられます。手の構造はとても

複雑であり、一つの動作に複数の筋肉や腱が関わるた

め、複合的に関連して生じている可能性もあります。圧

痛以外にどのような動作で誘発され、圧痛点はどこにあ

るのかなどを探ることが大切です。通常はレントゲンを撮

影して骨由来の痛みでないことを確認の上、エコーなど

を使用して筋肉・腱などの問題を探っていきます。その

炎症が広範囲に及び、手指機能が著しく下がるときに

は MRI 撮影を行うこともあります。一度、整形外科を受

診して身体診察と画像検査を元に、疾患の検索をお勧

めします。お若い方ですので、使いすぎや過負荷による

影響もあり、一概に病気とは言えず、鎮痛剤で対処療

法となることもあります。 

＜神経内科＞ 

■頭痛について 
30 代の頃から頭痛持ちだが、薬を飲めばよくなってい

た。40 歳を過ぎた頃から日常生活に支障をきたす程に酷

くなり、市販の頭痛薬でも治らない。目の奥、眉間辺りの

痛みがずっと続き、家事や仕事もままならず、吐き気もあ

る。横になっても、眠っても解消しない。毎月初旬に 2〜3

日間症状が続き、ある程度の時間が過ぎれば何事もなか

ったように痛みが消える。天候に左右されることはない。

運動は週に 1〜2 回、30 分程度の筋トレを続けていて、

それなりに規則正しい生活リズムと食生活を送っていると

思う。更年期症状の可能性と効果の期待出来る対処方

法や薬があるかを聞きたい。         (40 代 女性) 

 

30 代より頭痛があるとのことですので、更年期障害が

主な原因というよりも、更年期に入り症状が悪化した可能

性の方が大きいと考えます。10 年以上変わらず持続して

いる場合、脳梗塞、脳腫瘍などの兆候ではない、一次性

頭痛によるものと推測します。一次性頭痛は主に片頭

痛、緊張型頭痛、神経痛に分かれます。それぞれ特徴的

な原因があり、対処法も違います。片頭痛に対しては近

年、画期的な頭痛薬が出て来ています。日々の頭痛に

関する症状を日記形式で書き留め、頭痛専門外来を受

診することをお勧めいたします。                 

 

                     ◆健康寿命について 

「健康寿命」という言葉をご存知でしょうか。初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。健康寿命とは、

2000 年に世界保健機関(WHO)が提唱した新しい指標で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間」と定義されています。その年に生まれた 0 歳児が、平均で何歳まで生きるかを予測した数値であ

る平均寿命は、以前から広く用いられてきました。一方、医療や介護に依存することなく、健康的に日常生活が

出来ている期間を考慮していくことが重要であるとの考えが、近年高まってくるようになりました。それにより、死

亡データだけでなく生きている状態のデータを組み合わせた健康指標の一つとしての考えである健康寿命が

注目されるようになりました。厚生労働省の発表では、2019 年の平均寿命は男性 81.41 歳、女性 87.45 歳、

健康寿命は男性 72.68 歳、女性 75.38 歳となっています。平均寿命と健康寿命に差があるということ は、日常

生活に制限のある不健康な期間があるということを意味しているため、健康寿命を延ばしていくことが重要視さ

れています。 

そこで我が国では、「健康日本 21（第二次）」、「スマート・ライフ・プロジェクト」、「健康寿命延伸プラン」など

の活動が立ち上がっています。「健康日本 21（第二次）」は、2013 年からスタートした第 4 次国民健康づくり運

動です。「栄養・食生活」「身体活動·運動」「休養·こころの健康づくり」「歯の健康」「たばこ」「アルコール」「糖尿

病」「循環器病」「がん」の 9 分野について、達成すべき数値目標などを掲げています。 

「スマート・ライフ・プロジェクト」は企業、団体、自治体などとの幅広い連携を主体として健康寿命の延伸を目指

す取り組みです。「健康寿命延伸プラン」は、「次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成等」 

「疾病予防·重症化予防」「介護予防・フレイル対策、認知症予防」の 3 分野を中心に取り組みを推進し、2040

年までに男女ともに健康寿命を 75 歳以上とすることを目指しています。 


