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 1 月の相談傾向  

＜胃腸トラブルに関するご相談＞ 
気温や湿度が下がって、空気も乾燥する冬の時期は、体温も低くなり免疫力が低下して、ウイルスによる感染症が流

行りやすくなります。中でもノロウイルスは、年齢や性別に関係なく 11 月頃から増え始め、例年 1 月～2 月でピークを

迎えます。今年は厚生労働省からも、新型コロナウィルスと季節性インフルエンザが、同時流行の可能性ありと、注意喚

起が出ています。嘔吐・下痢は、特に乳幼児と高齢者に注意が必要です。適切なホームケアのアドバイスに加え、受診

のタイミングを慎重に見極め、対応しています。 

                  

「コロナになり、今日で自宅療養が解除になる。陽性になってからずっと下痢と腹痛が続いている。熱と嘔吐はないが、

食欲がなく体力も落ちてきて動くのも辛い。今日でも診てもらえる病院はあるか。それとも、もう一日耐えれば、明日は

病院を受診出来るか。」                                                 （20 代 男性） 

「2 歳の息子が、2 時間程前から 3 回吐いている。両肩の皮膚も赤くなっている。昨夜ファミリーレストランで初めて大豆

の入った料理を食べたが、それが原因の可能性もあるか。直ぐに受診した方がよいか。」         （30 代 男性）                                                       

「80 歳の母が昨日、「左の下腹が痛い」と言っていたが、自宅で様子を見ていた。夕方、デイサービスから帰宅した時

には、３７℃の微熱があった。21 時頃に床に就いたが、夜中 2 時を過ぎてから 2 回程嘔吐して、今も気分が悪そうだ。

これから受診した方がよいか。」                                            （50 代 男性）                                            

 
＜頭痛に関するご相談＞ 

連日厳しい寒さが続いています。室内で過ごす時間も増え、年越しもあって生活リズムの乱れや、コロナや冬に流行

する感染症などの随伴症状も含め、頭痛の相談の件数が増えています。慎重に情報収集した上で、緊急性の判断や

適切な診療科の選択を行っています。また経過観察と判断した場合は、今後の注意点を具体的に伝え、イメージ出来

やすいアドバイスとなるよう、心掛けています。 

 

「1 ヵ月前、4 回目の新型コロナワクチンを接種した。その後から時々微熱と頭痛があったが、長引くことはなかった。し

かしこの 2～3 日、ずっと続いていて治らない。ワクチンの副反応の可能性もあるのか。病院で診察を受けた方がよい

か。」                                                             （50 代 男性）                                                                 

「4 日前に薬局で買ったコロナの抗原定量検査をしたら陽性だった。その後頭痛が続き、痛み止めを飲むと一時的に

は、よくなる。しかし、効果がなくなると痛みが出て来る。家で頭痛が落ち着く方法を知りたい。それとも今から病院へ行

った方がよいか」                                                      （30 代 女性）                                                                            

「６歳の娘が兄とけんかになり、押されてソファーの背もたれから後ろにひっくり返って、フローリングに頭のうしろをぶ

つけた。夕方は何も症状がなかったが、深夜になって「頭が痛い、気持ちが悪い」と泣きだした。病院に行くとコロナに

感染しないか心配なので、出来れば家で様子を見ていたいが、やはり受診をするべきだろうか。」    （40 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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白内障は、目の中のレンズの役割をしている水晶体が徐々に濁ることにより、視界がかすんだり、物が二重に見えたり、

晴れた日の屋外や対向車のライトが眩しく感じるなどの症状が出現する病気です。進行すれば視力が低下し、眼鏡で

も矯正が難しくなります。 

様々な原因で起こりますが、最も多いのは加齢性白内障で文字通り、加齢によるものです。一種の老化現象で、高年

齢の人ほど多く発症します。 

白内障の治療は、主に薬物治療と手術です。初期の白内障は、点眼薬で進行を遅らせることが可能な場合もあります

が、濁った水晶体を元に戻すことは難しいです。進行し、日常生活に支障が出て来た場合、外科手術の適応となります。

濁った水晶体を超音波で粉砕して取り除き、その代わりに人工水晶体である、眼内レンズを挿入します。 

白内障は手術を受けることにより、視力の回復が見込める病気です。平均寿命が伸び、沢山の高齢者が現役で活躍

している現代社会において、視力障害は様々なトラブルの原因にもなります。白内障手術は、高度な医療技術によっ

て年々進歩しており、早期の視力回復、社会復帰が可能となりました。目のかすみや視力が落ちたと感じる方は、早め

に眼科を受診してみてください。 

 

 
◆低温やけど 

冷え対策で湯たんぽやカイロを試してみたい。正しく使用

しないと、低温やけどを起こすことがあると聞いたことがあ

る。通常のやけどと、どう違うのか、       （30 代 女性） 

 

一般的なやけどは、熱源の温度が 70℃以上であれば、1

秒接触しただけでも皮膚にダメージが及びます。一方で低

温やけどは、44℃～50℃前後のものに皮膚が直接、数分～

数時間に渡って触れ続けることでじわじわと熱が浸透してい

き、自覚症状が現れにくいのが特徴です。本人も気づかぬ

うちに皮膚の奥まで損傷していることが多く、高温によるや

けどよりも重症化しやすいといわれています。 

しばらくすると赤みや痛み、水疱などが現れます。その後

2 週間位の間に、血流の悪化とともに細胞の壊死が進み、

皮膚が黒くなっていきます。また、細菌感染のリスクや、皮

膚のひきつれなどの後遺症が残ることもあります。 

低温やけどの場合、当初は見た目にそれほど変化がな

いことが多く、大丈夫だろうと錯覚しがちですが、実際には

皮膚の深い組織まで損傷を受けています。傷跡が残る可能

性もあるので、皮膚科や形成外科などを受診し、適切な治

療を受けることが必要です。 

◆目の奥の痛み 

昨日から、急に眼の奥が痛くなった。頭の病気だった

ら、と心配だ。直ぐに病院へ行った方がよいかを教えて欲

しい。                        (40 代 男性) 

 

目は体の中で唯一、皮膚に保護されていないため、と

てもデリケートで乾燥・かゆみ・炎症など、様々なトラブル

が起きやすいです。中でも目の奥の痛みは、頭痛や吐き

気を伴うこともあり、頻繁に起こる場合は詳しく調べる必要

があります。原因としては眼精疲労、急性緑内障発作、片

頭痛、脳血管障害、視神経炎、感染性眼内炎、自律神経

の乱れ、ドライアイ、蓄膿症、高熱などがあり、目の神経や

筋肉への負担、視神経への血流障害、炎症などによって

起こります。 対処法としては、まず目を休めて様子をみる

ことが大切です。目を閉じたり、目元を温めたり、目の周り

をマッサージしたり、十分な睡眠を心掛けます。また頭痛

を伴う場合は首筋を冷やし、深呼吸して気持ちを落ち着か

せ、ストレッチなど適度に体を動かして自律神経を整えま

す。ケアを続けても痛みが取れない場合や、頭痛や吐き

気あるいは目の見えにくさなど、他の症状を伴う場合は目

が起因でなく、別の疾患が隠れている可能性も考えられま

す。早急に治療を開始しないと、失明や稀に命に関わるこ

ともあるため、なるべく早く受診してください。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 白 内 障 



 

 3

― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆蕎麦アレルギーについて 
家族で長野の実家に帰省中。2 歳の娘が、蕎麦を食

べていた大人の箸を触ってしまい、顔が赤く腫れてき

てびっくりした。機嫌が悪くぐずっていたが、直ぐに顔

を洗って冷やしたので、大事には至たらずに済んだ。

家族に蕎麦アレルギーの人はいないが今後、娘に蕎

麦は食べさせない方がよいか。     （40 代 女性） 

 

普段口にしたことのないものを食べる際、小さなお

子様は特に注意が必要です。蕎麦アレルギーの反応

は即時型ですので、慣れない土地での出来事はさ

ぞ、ご不安も大きかったとお察しいたします。現時点で

は、蕎麦アレルギーと確定したわけではありませんが、

そば粉には「蕎麦アレルゲン」と呼ばれるたんぱく質が

多く含まれており、落花生と同様に危篤なアレルギー

反応を引き起こす「特定原材料」に指定されていて、要

注意です。蕎麦は色々な食材を経験した、１歳過ぎを

目安に食べ始めることが望ましいといわれています。

今後は小児科医の指導に従い、適切な時期のアドバ

イスを受けることをお勧めいたします。実際に試してみ

ないと分からないのが、食物アレルギーです。血液検

査や皮膚テストでアレルギーの有無を調べ、必要に応

じて食物負荷試験を行います。院内で、不測のアレル

ギー反応にも対応が出来る万全の環境の元、徐々に

目標量の蕎麦を食べ進める検査です。必要性も含め、

まずはかかりつけ医にご相談ください。 

◆息切れについて 

1 ヵ月程前から、少し動いただけで息が切れるようにな

り、心拍数を測ると 80～90 くらいある。循環器内科を受診

し、24 時間心電図、甲状腺を含む血液検査を受けたが、

貧血や甲状腺異常、不整脈もなく 1 日の平均心拍数が 83

で少し速い程度、と言われた。心臓に問題がなければ自

律神経の乱れかもしれないと、心療内科の受診を勧めら

れて受診した。抗不安薬の処方を受けて 3 日程服用して

いるが、効果を感じない。このまま 3 週間分を飲み続ける

のにも抵抗がある、どうしたらよいか。    （20 代 男性） 

 

心拍数が 80～90 回/分で、少しの動作で息切れまでの

症状が起こるか、やや疑問を感じます。心臓の動く力（ポ

ンプ機能）が評価出来る、エコー検査(超音波検査)は受け

ましたか？ まだであれば、追加検査や今後の経過の見

方など、主治医に相談するのが望ましいです。また息切

れを感じた際に、酸素飽和度が低下しているか否かの確

認も必要でしょう。症状の原因を心理的要因と断定するに

は、身体面に問題ないことの確認が必要です。抗不安薬

に関しては、ある程度の期間を服用し初めて、効果の評価

が出来ます。まずは指示通り飲み終え、症状の変化(改善

の有無)を担当医へお伝えすることをお勧めします。誘因

として、カフェインやエフェドリンを含む食品や飲料が影響

していることもあるので注意してください。 

 

       

 

◆ホルモン注射 

日本で第 1 子を出産後に一度流産し、現在 2 人目を妊娠中。通院している産婦人科の医師から、母体を安定させ子ど

もを守るため、プロゲステロンの注射を毎週 1 回受けるように説明を受けた。ネットで調べてみたら、流産や早産を防ぐ

ための注射だと出ていた。日本でも普通に行っている療法なのか、流産経験のある場合は、従うべきかを教えて欲し

い。                                                    （30 代 バングラデシュ在住）                                 

 

「プロゲステロン」は黄体ホルモンで、基礎体温を上げたり食欲増進作用があるほか、体に水分や栄養を溜め込みやす

くします。エストロゲンの働きによって、厚くなった子宮内膜を柔らかく維持し、妊娠しやすい状態にする働きもありま

す。海外では子宮頸管短縮や自然早産の経験がある妊婦さんへ、黄体ホルモンを投与（主に腟への錠剤挿入）するこ

とによる早産予防効果が報告されています。 

 一方で、日本国内で実施された大規模な研究はまだなく、腟内への錠剤も日本では未承認です。同様の成分の注射

薬があり、これを筋肉注射する治療を実施する医療機関もあります。ただし、海外のものとは投与量が異なること、剤型

が違うことから、本当に切迫早産予防効果があるかは明確ではないようです。まずは主治医とよく話し合ってください。 

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

＜脳神経外科＞ 

■類上皮嚢腫について 

5 月に頭を打って MRI 検査を受けた際に、中脳に

7mm 大の類上皮嚢腫の疑いがあると言われた。最後に

受診した 9 月には脳出血は問題なく、予測の診断名も

同様だった。今後は、半年か 1 年に一度の診察でよい

と言われたが不安だ。腎嚢胞もあり、こういったものが出

来やすい体質はあるのか、であれば脳の類上皮嚢腫も

関連しているのか。漢方薬など、効果の望める改善方

法があれば教えてほしい。          (60 代 女性) 

 

類上皮嚢腫は、全身のどこにでも発生する良性の腫

瘍で、ゆっくり進行します。脳にある場合、術後の後遺

症のリスクが高いことから、手術で完全に摘出することは

難しいです。更に手術を行ったとしても、残存した嚢腫

は時間の経過とともに必ず大きくなる性質があります。

個人差がありますが、再発してから切除する期間は徐々

に短くなるため、半年から一年ごとの MRI の定期検査

がとても大切です。放射線治療は脳細胞損傷に繋がる

為、不可能です。残念ながら、内服薬に効果が期待出

来るものはありません。また腎嚢胞は、腎臓機能そのも

のが低下する、遺伝的な病気です。加えて脳動脈瘤な

どの合併が、遺伝的に高い確率で起こります。そのため

定期的な検査が重要です。 

＜消化器内科＞ 

■膵石症について 
他の病気で通院中の病院で CT 検査を受け、すい臓

に石があると言われた。担当医からは「石だから何も手立

てはない」と言われたが、このまま放っておいて問題はな

いのか。                     (50 代 女性) 

 

膵臓に石があることを膵石症と言います。膵臓の膵管

と呼ばれる部位にできた石のことで、膵管の内圧が上昇

し、上腹部痛や炎症に伴う発熱などの症状が生じることが

あります。膵石の主成分は炭酸カルシウムやリン酸カルシ

ウムであり、もともと慢性膵炎などに罹患しているとみられ

るものです。石の大きさや数にもよりますが、合併症には、

急性膵炎、膵仮性嚢胞、すい臓がんなどがいわれていま

す。ご相談者様の持病にもよりますが、膵石の治療は症

状が安定していれば、禁酒や脂肪分の多い食事を摂り過

ぎないなどの食事療法が中心となります。アルコールや消

化するのに時間のかかる脂肪を避けることで膵液の分泌

を抑制し、膵臓を休ませることに繋がります。食欲不振、

吐き気や嘔吐などの消化器症状や腹痛、背部痛などが

出て来た場合は、速やかに医療機関を受診してくださ

い。このまま放置することなく、かかりつけ医や消化器内

科の病院で、定期的に膵石の経過観察をすることをお勧

めいたします。                                                                                                   

               ◆尿失禁、頻尿、血尿について 

年齢を重ねるにつれ、尿に関しては様々な症状が出て来やすくなります。今回は比較的多い症状である尿

失禁、頻尿、血尿についてお話ししたいと思います。自分の意志とは無関係に尿が漏れてしまうことを、尿失禁

と言います。男性に比べて女性に起こりやすい症状のひとつです。尿失禁は、その原因によって腹圧性、切迫

性、溢流性、機能性など幾つかに分かれます。腹圧性尿失禁は、女性の尿失禁の中で一番多いもので、お腹

に力が入った時に尿失禁が起きることを言います。骨盤底筋群という、尿道括約筋を含む骨盤底の筋肉が緩

むことが原因で、妊娠、出産、肥満、加齢、更年期、便秘などに伴って起こります。切迫性尿失禁は、急に強い

尿意を催し、我慢出来ずに尿漏れしてしまうものを言います。溢流性尿失禁は、自分で尿を出したいのに出せ

ない、でも少しずつ尿漏れしてしまうものを言います。前立腺肥大症などの尿が出にくくなる排尿障害が原因と

なり、男性に多く見られます。機能性尿失禁は、排尿機能自体問題ないのですが、身体運動機能の低下や認

知症が原因で、上手くトイレを利用出来ずに漏れてしまうものを言います。尿の回数が多い場合を、頻尿と言い

ます。また、夜間に 1 回以上排尿のために目が覚めてしまう症状を夜間頻尿と言います。これは加齢とともに出

やすくなる症状で、トイレに頻回に起きることで日常生活にも支障が出て来ます。頻尿の原因としては、過活動

膀胱、前立腺肥大症、糖尿病、膀胱炎、水分過剰摂取、薬剤、加齢、心因性など、様々なものがありますが、

それらに加えて夜間頻尿では高血圧症、心不全、睡眠障害などが原因になることもあります。 

尿に血が混じることを血尿と言います。血尿には目で見て分かる肉眼的血尿と、目では分からないが検査で

分かる顕微鏡的血尿があります。血尿は、男性に比べて女性に多く見られる傾向にあります。原因としては、膀

胱炎、悪性腫瘍、結石症、前立腺肥大症、腎炎など様々なものがあります。また、検査をしても原因がはっきり

しないこともあり、その場合は特発性腎出血と言います。尿に関しては尿失禁、頻尿、血尿以外にも様々な病

態があります。気になる症状がある場合は、泌尿器科を受診してみましょう。 


