
第31回市民とともに考える救急医療シンポジウム 質疑応答一覧

NO 質問 回答 回答者

1

　腹痛で救急車をお願いしたことはありません
が、直ちに救急車をお願いすべきなのは、どの
ような症状の場合なのでしょうか。吐いてしまっ
たなどの具体的な症状や、痛みの位置や種類、
程度などを知りたいです。

　直ちに救急車を呼んでいただきたいのは、突然発症した激しい腹痛、また、
それに伴って持続する腹痛、大量の吐血や下血などが考えられます。ただし、
みぞおちの痛みなどで、心臓が原因の場合もありますので注意が必要です。
　救急車を呼ぶべきか迷うようでしたら、日中であれば、かかりつけ医に相談
していただければと思います。また、市民の方であれば、「ふなばし健康ダイヤ
ル２４」を活用するのも一つの方法かと思います。「ふなばし健康ダイヤル２４」
の電話番号は、「０１２０－２７８４－３７」です。語呂合わせで、「ふなばし・み
な」で覚えていただければと思います。

2
　腹痛や吐血で救急車を呼んだ場合に、救急隊
が到着するまでにできることはありますか。
　逆に、してはいけないことはありますか。

　意識がある場合などは、洋服、ベルトなどを緩めて、楽な姿勢でいていただ
ければ良いと思います。
　なお、救急車を呼んでからは、なるべく飲食は止めてください。
　また、意識がなくなったり、朦朧としてしまった場合には、再度血を吐いたり、
窒息してしまう可能性もありますので、仰向けの場合は近くにいる方が、具合
の悪い方の顔や身体を横にしてあげて、窒息に備えてください。

3

　吐血、下血などは危険なサインとのことです
が、サインが見られてからかかりつけ医に診て
もらっても、遅くないでしょうか。吐血、下血にな
る前に見つけることはできないでしょうか。

　吐血や下血が見られた時点で、胃や腸からかなり相当量の出血をしていま
す。その場合には、すぐに点滴、場合によっては輸血や内視鏡治療が必要と
なりますので、直ちに救急病院を受診する必要があります。
　なお、大量に出血すると、意識がなくなってしまうこともありますので、間違っ
ても、自分で車を運転して病院に行くことのないようにしてください。
　また、「普段よりも便が黒っぽいな、お腹も痛むし…」というような場合には、
大量出血する前兆かもしれませんので、早めに病院を受診してください。

4
　お腹の調子が悪いというのは、具体的にどの
ような症状であれば大きな病気である可能性が
高いのでしょうか？

　お腹の痛みが治まらない、例えば、２日以上お腹の痛みが続いていたり、熱
を伴っているという場合には、お腹のどこかに炎症を起こしている可能性があ
ります。
　また、黄疸（顔や目が黄色くなることを言います）が出てきたり、１～２か月の
間に急に体重が減ってきたというような場合にも、身体のどこかに大きながん
が隠れている可能性があります。
　そのような症状がありましたら、大きな病気があるかもしれませんので、医療
機関を受診することをお勧めします。
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5

　月に何度か軟便になり、外出するのが不安で
す。いくつか病院に行きましたが、心配する程の
症状ではないとの診断でした。念のため整腸剤
を飲んでいますが、解決できていません。一昨
年、内視鏡検査を受けたところ、異常はありま
せんでしたが、症状が変わりません。どうしたら
良いでしょうか。

　大腸内視鏡検査で異常がなく頻回の下痢や便に血液が混じるようなことが
なければ、大きい病気の可能性は低いと思います。外出先で便を漏らしてし
まったり、電車を途中で降りたりすることが度々あれば、内視鏡検査だけでは
分かりにくいような腸の炎症の可能性があります。排便をすると腹部の不快感
が良くなるということが度々あれば、過敏性腸症候群の可能性があります。
　不安が強いようでしたら、排便状況、食事、飲酒、内服薬などを１か月程度
日記につけて医療機関に相談されるのが良いかと思います。

6
　横行結腸がんを手術した後の注意事項につ
いて、教えていただきたいです。

　大腸がんがどれだけ進行していたか（大腸がんのステージ）にもよりますが、
手術後は再発に注意をする必要があります。大腸に再発するというよりも、リ
ンパ節や肝臓、肺などに転移を来していないかということが重要です。症状の
みでは再発をしているか分かりませんので、定期的にCT検査を行うなど通院
が必要です。手術が終わったからといって通院をしなくなるのは危険です。再
発の場合も早期発見が重要で、予後に影響します。

7

　横行結腸がんを開腹手術で切除し、定期的に
通院しています。左の臍の脇に局所的な膨らみ
があり、気になっていますが、超音波検査等で
は異常なしとのことでした。時々痛むので、担当
医に話しましたが、痛みが出ている時に来院し
ないと判断できないと言われてしまいました。し
ばらくすると痛みが消えてしまうため受診が難し
いのですが、どうしたら良いでしょうか。

　膨らみは手術の痕でしょうか。固い皮膚の盛り上がりなら、触ると痛みがあ
る、赤くなっているなどの症状がなければ心配はありません。身体を動かした
時に皮膚が引きつれる痛みかもしれません。柔らかい膨らみで出たり引っ込
んだりしているという場合には腹壁瘢痕ヘルニアかもしれません。手術により
弱くなった筋膜の部分から腸が皮下に出てくる症状です。
　痛みが続くような場合には手術が必要になる場合があります。腹壁瘢痕ヘ
ルニアかどうかはCT検査をすると分かりますので、気になるようでしたら担当
医と相談をしてください。いずれにしましても、痛みがすぐになくなるのであれ
ば、現時点ではさほど心配はしなくて良さそうです。

8
　大腸がんになる原因について、教えていただ
きたいです。

　他のがんもそうですが、加齢による影響は避けることができません。他に大
腸がんになるリスクを高くするものとして、喫煙、肥満、肉（赤肉：牛・豚など 、
加工肉）、アルコール飲料などが挙げられます。
　一方で、運動、牛乳・カルシウム・にんにくの摂取は大腸がんのリスクを低く
すると報告されており、魚・果物・野菜の摂取もリスクを低くする可能性がある
と言われています。
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　胃の外側の壁にできるがん、腫瘍はあります
か。
　あるとすれば、どのような病名になりますか。

　通常の胃がんは胃の粘膜、すなわち内側の壁にできます。
　一方で、胃粘膜下腫瘍という病気は粘膜よりも深いところから発生します。そ
れが胃の外側に向かって発育すると、胃の外側に腫瘍ができたように見えま
す。胃の粘膜下腫瘍にはがんと同じように手術が必要になるもの、良性で治
療を必要としないものなど様々あります。

10

　夕食に脂っこい料理を食べた時、就寝後にみ
ぞおち付近の痛みで目が覚めた（痛みは数分で
治まった）ことが何度かありました。胃Ｘ線検査
では異常なしとのことでしたが、検査した方が良
いでしょうか。

　脂っこい料理は消化が良くないので、夕食時に多い量を摂ると就寝中に胃
がもたれたようになることがあります。脂肪分の多い食事の後に腹痛を来す原
因には、胃酸の逆流が代表的ですが、膵炎や胆石発作などの可能性もありま
す。これらの場合、胃Ｘ線検査や内視鏡検査では異常は見られません。まず
は腹部超音波検査（エコー検査）で膵臓や胆嚢の検査を行うことをお勧めしま
す。

11
　検診での胃カメラの検査のやり方について、
教えていただきたいです。

　保険診療で行う胃カメラと検診で行う胃カメラの違いについてですが、はじめ
に喉を麻酔して、あとは横になって胃カメラが口又は鼻から入って観察して行
くという基本的手順は変わりません。
　しかし、検診で行う場合は条件として鎮静剤（いわゆる眠くなる注射）は使わ
ないことになっています。鎮静剤を使用した場合、僅かながら一定の頻度で偶
発症が報告されていることもあり、鎮静剤の効果から冷めるまでしばらく安静
にして十分な経過観察が必要とされています。無症状のものに対して行うの
が検診なので、保険診療以上に安全に行う必要があり、検診で鎮静剤を使う
のは適していないと日本消化器がん検診学会のマニュアルでも記されており、
船橋市の胃がん検診もそれにしたがって鎮静剤は使わないことになっていま
す。

12

　ポリープが良性と言われますが、これが悪性
になることはないでしょうか。
　また、ポリープを取り除いた翌年にまたポリー
プができていました。そういう人は、がんになり
やすい体質なのでしょうか。

　ポリープというのは粘膜がコブのようにでっぱったものをいいます。ポリープ
の中にもいくつか種類があって、その中で腺腫という腫瘍性ポリープと呼ばれ
るものもあれば、他にも炎症性ポリープや過形成性ポリープなど腫瘍とは関
係のないポリープもあります。問題となるのは腺腫と呼ばれるポリープです
が、良性とはいってもその一部は大きくなってがんが育ってくるケースがありま
す。また、腺腫の場合はある程度大きいものでは、既に一部にがんが含まれ
ることがあります。大きいほどがん化している割合が高くなります。ですから、
大きさや形などを見て、切除の対象かどうかを決めることになります。つまり、
良性でも切除した方が良い場合があるということなので、担当の先生の話をよ
く聞いて治療を受けるようにして下さい。
　大腸内視鏡検査で腺腫性のポリープが見つかった人は、定期的に検査をす
ることをお勧めします。できやすい体質である可能性があるのと、ポリープが
あまりに小さく検査で分からなかったものが経過観察の中で明らかになる場合
もあるからです。腺腫性ポリープはがん化することがあるポリープなので、しっ
かり定期的に検査を受けることをお勧めします。

シンポジスト
小林　照宗

（船橋市立医療センター
消化器内科副部長）

シンポジスト
遠藤　恒宏

（遠藤医院 院長、
船橋市医師会 検診担当理事）



13

　バリウムを飲むのが辛いです。何か良い方法
はないでしょうか。どんな人がバリウム検査を受
けた方が良いなどあるのでしょうか。
　また、内視鏡とバリウム検査それぞれの良い
点、悪い点についても、教えていただきたいで
す。

　胃がん検診では内視鏡（胃カメラ）またはバリウム検査のどちらかが選べる
ことになっています。内視鏡の方が早期がんの発見率は高いので、可能であ
れば内視鏡を選ぶことをお勧めします。嘔吐反射が強い方はバリウム検査を
選ぶという方法もありますが、経鼻内視鏡を選択すれば、嘔吐反射も軽減さ
れるのではないかと思います。
　ただし抗血栓薬（いわゆる血液をサラサラにする薬）を飲んでいる人は内視
鏡検診の対象外となっていますので、バリウム検査を選択するという方法があ
ります。

14
　大腸検査で大腸カメラが入りませんでした。Ｓ
状結腸辺りで痛みが強く結局受けられませんで
した。便の検査以外に方法はありますか。

　大腸内視鏡検査は人によっては奥まで入りにくい方もいます。内視鏡以外
の大腸検査としては、一つは注腸造影というバリウムを使った検査がありま
す。肛門からバリウムを腸の中に入れて、その後空気も入れて腸の中にまん
べんなくバリウムが行き届いたら、様々な角度からレントゲン撮影をするという
方法です。
　最近では大腸CTといって、腸の中を空気で膨らませた後にCT撮影をして、
あたかも内視鏡で観察しているような画像を再構築して調べるという方法もあ
ります。
　いずれの方法も下剤処置や腸に空気を入れるなどの処置が必要となりま
す。

15

　人間ドックで要精密検査となり、大腸の生検を
しました。幸い、がんではありませんでしたが、
なぜ腸壁が赤くただれ出血したのか、原因を知
りたいです。

　生検は組織をつまむので出血することがしばしばあります。ほとんどが一時
的なもので、自然と止血されます。内視鏡は拡大画面で見ているので、沢山
出血しているように見えることがあるかもしれません。

16

　自覚症状がなくても、ピロリ菌検査を受けるこ
とは可能ですか。クリニックで、内視鏡検査をし
ないとだめだと言われましたが、実情はどうなの
か教えてほしいです。

　保険診療では、胃内視鏡検査で慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍がある
場合にピロリ菌を調べる検査が認められています。内視鏡検査を受けない
で、ピロリ菌検査を受けたい場合は自費になります。ただし内視鏡で胃がんが
ないことを確認するという意味もあるので、ピロリ菌検査は内視鏡検査とセット
で考えた方がよろしいかと思います。

17
　がんと診断される前、何か思い当たるような症
状、身体の変化などはありましたか？

　私は普段から便秘気味でした。今思い当たると、それが一つの症状だったの
かなと思います。
　また、大腸がんの検査は、便潜血反応と言って便に血が混じっているかどう
かを検査するものなのですが、よく思い出してみると、ある時、赤いものが便に
混じっていたような気がします。しかしながら、当時は、これは人参の皮に違い
ないと自分で自分に言い聞かせて見ないふりをしていました。今考えると、そ
れも一つの症状だったのかなと思います。
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18
　かかりつけ医に診療していただく際に気をつけ
ていることはありますか？

　先生の前に行くと、気になっていることを聞き忘れてしまうことがあります。診
察室を出る時に、「あ、あれを聞かなきゃいけなかった」と思うことがあるので、
診察室に入る前に、絶対に聞きたいことをメモするよう心がけています。
　診察の時には、「こういうことが聞きたいです」と言ってメモを渡すことで、聞き
漏らしを防ぐことができると思います。

19
　家族はどのように患者に寄り添うのが良いの
でしょうか？

　ご家族によって色々な関係があると思いますので一概には言えませんが、
私の場合は、必要以上に心配されると、かえって負担になってしまうタイプだっ
たため、家族には、「あまりお見舞いにも来なくていいよ」と言っていました。
　しかし、人によっては、寂しいからすごく心配してほしいという方もいらっしゃ
います。
　相手が自分のことを気遣ってくれていることが分かるのはすごく嬉しいことで
すので、家族の立場としては、必要以上に心配しすぎることはしないけど、い
つも見守っていて、いざという時には手を差し出すというような立ち位置が嬉し
いのかなと思います。

20

　救急車の適正受診について、啓発の仕方も変
更の時期に来ているのではないかと思います。
軽症者への正しい受診を促すよりも、最近は、
中等症者の増加が課題です。中等症になる前
に、家庭や日常生活のQOLを下げないことがポ
イントだと思います。
　独居の高齢の方が体調不良で救急を利用し
ても、家に帰ればまた具合が悪くなり、救急を
行ったり来たり。ずっと終わらない往復となりま
す。
　救急に辿り着かない為の介護やかかりつけ医
の連携は？防止策はありますか？実際の対策
の実績はどうなっていますか？救急に辿り着か
ない人は増えているのか？減っているのか？
知りたいです。
　「かかりつけ医を持ちましょう」だけでは市民に
は恐らく伝わらないのでは？

　「かかりつけ医」とは、日頃の体質、病歴や健康状態を把握し、診療の他に
健康管理上のアドバイス等も行う身近な医者のことです。
　「かかりつけ医」を持つことで、患者が病状に応じて専門医や医療機関を紹
介してもらうことにより、効率良く診療を受けることができるほか、患者が自己
判断で診療を控えたり、延期したりしているうちに重症化してしまうといったこと
も防ぐことができます。
　したがって、日頃から、かかりつけ医に診療していただいたり、健康管理上
のアドバイス等を受けていただき、健康状態を維持していただくことが大切で
す。
　本市としては、引き続き、市民の皆様にかかりつけ医を持っていただけるよ
う、周知を図ってまいります。

健康政策課
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