
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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 ８月の相談傾向  

＜熱中症に関するご相談＞  
熱中症は命の危険もありうる恐ろしい病気です。もしや？と相談が入った時に困るのが、緊急度に応じ自ら受診す

るのか、救急車を呼ぶのかの判断です。まずは相談者様の状況をイメージし、正確なトリアージを経て的確なアド

バイスが出来るよう、日々の綿密な情報収集、自発的な学習を心がけ、知識を深めることを意識しています。 

 

「暑い環境でマスクを着けて仕事をしていたら、汗が減り、吐き気がするようになった。その後も水分をとりながら作

業を続けているが、汗が出にくく気分の悪さが続いている。どう対処したらよいだろうか。」       (40代 男性）                      

「午後、屋外を 30 分程散歩していた。帰宅後から嘔気、頭痛、ふらつきがおさまらず、息苦しさも感じる。熱中症を

疑い、救急受診するべきか。」                                           (50代 女性) 

「2日前に38度台の熱があり、病院で熱中症と言われ、点滴を受けて帰宅。昨日には平熱に戻ったが、本

日また39.0℃に上がったので再度受診し、解熱剤をいただいた。熱中症であった場合、解熱剤は使っていけ

ないと以前聞いたことがあり、不安になってきた。使用しても問題ないのか教えて欲しい。」          

（40代 男性） 

「20 分程ウォーキングをしていたら、途中から歩けなくなり頭痛がし、気分が悪くなった。帰宅後も変わらず、

息苦しさも感じる。これは熱中症だろうか。受診した方がよいか。」                 （50 代 女性） 

「この時期ずっとマスクの生活で、熱中症にならないか不安。マスクが原因で熱中症になることはあるか。」                                                      

（70 代 男性） 

「熱中症になりやすい体質というのはあるのか。また、暑さに強くなる対策があれば教えて欲しい。」                                      

（60代 男性） 

＜夏の感染症に関するご相談＞ 
風邪は冬にかかりやすい病気と思われがちですが、実際の統計データ上では、夏も冬も罹患率に大差はないと言

われているそうです。夏の特徴的な風邪の相談に加え、似通った症状からコロナウィルスを疑い、不安になっての

相談も増加傾向となっています。 

「口角、首筋、肘の内側に、発疹や水疱が帯状に出て痛みがあり、ヘルペスの症状に似ている気がする。すぐにで

も受診をした方がよいか。」                                             （60代 女性） 

「毎日熱を測っているが、昨夜から 37.0℃台の微熱が続いている。喉の痛みや咳はない。コロナの可能性を考えた

方がよいか。」                                                     （30代 女性） 

「鼻詰まりと喉の痛みがあり、頭と体が重い感じがする。熱を測ったが微熱であった。暑さのせいか、風邪なのか判

断出来ない。クーラーの風にはあまりあたらないようにしているが、病院に行く以外に早く治せる方法があれば教え

てほしい。」                                                       （50代 男性） 

「コロナウィルスは、かなり怖いのか？それとも単に夏風邪と同程度で、自分が気にしすぎるだけなのか？」    

 （40代 男性） 

「4歳の息子が溶連菌感染症にかかり、現在自分が妊娠3ヵ月だ。妊婦が感染した場合、流産や早産の原因になる 

と聞き、不安になっている。症状が出る前に早めに受診をした方が良いだろうか。」           （20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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梅雨の時期、蒸し暑い夏の夜は寝つきも悪くなり、寝苦しさから途中で目が覚めたり、睡眠不足で体調を崩したり、

脳卒中は三大生活習慣病の一つで、脳の血管が詰まったり、破れたりして起こる病気です。日本人の死亡原因の

第 4 位、寝たきりとなる疾患の 1 位でもあります。脳梗塞、脳出血は「半身の麻痺、しびれ」「呂律が回らない」「立て

ない、歩けない」「視野の半分が欠ける」といった症状が現れます。くも膜下出血は突然の激しい頭痛や意識障害が

起こります。血圧が高くなる冬だけとは限らず、夏場は大量の発汗から脱水傾向となり、血液がドロドロの状態となる

と、血栓が出来て脳梗塞を発症しやすいです。また脳梗塞は、睡眠中から起床後の時間帯にかけて発症リスクが高

くなります。予防のため、起床時と就寝前にコップ 1杯程度の水を飲むことを習慣にして下さい。 

 

◆「FAST」で脳梗塞の早期発見 

Face（顔）：顔の片側が下がり歪んでいる。 

Arm（腕）：手のひらを上に向けて「前へならえ」をすると、片側のみが下がる。しびれや麻痺がある。 

Speech(言葉)：呂律が回らず思うように話せない。 

Time（時間）：上記が一つでも現れたら発症した時間を確認、直ぐに救急車を呼んでください。 

一時的に症状が治まる場合がありますが、自己判断は大変危険です。迷わず、ためらわず、 

行動してください。 

 
◆大人の手足口病について 

30 歳の夫が手足の発疹と口内炎の症状で受診をし

た。手足口病であったようで驚いている。大人にも感染

するのか。大人の場合、特に気をつけることはあるか。 

                     （30代 女性） 

                                                                                                                                                                                                                    

手足口病は、主に 5歳以下の子どもに発症する、夏に

流行することが多い病気です。子どもの病気と思われ

がちですが、大人にも感染します。大人の場合は、免

疫力が低下して感染するケースが多く、症状が重く出

やすいことが特徴です。症状は子ども同様に、喉の腫

れ、口内炎、手のひらや足の裏、肘、膝、お尻などの

発疹・水疱ですが、大人の特徴として、発疹が水泡に

ならないことがあります。発疹の痛みは大人の方が強

く、足の裏などに酷く出ると歩けないほどになります。

倦怠感、悪寒、関節痛、筋肉痛などが出ることもありま

す。また、口内炎が出来ても手足に発疹がない場合、

「手足口病」の診断に至らない可能性もあります。 

特効薬はないので、解熱鎮痛剤等の対症療法が中心

です。多くの場合は1週間程で回復します。しかしまれ

に、「髄膜炎」「脳炎」「心筋炎」などを引き起こすことが

あります。高熱が続く、頭痛、嘔吐などの症状がみられ

た際には、すぐに医療機関を受診してください。 

◆息が苦しい原因について 

15歳の娘が父親と言い合いになり、しばらくして「息が

苦しい」「唇がしびれる」と言い出し、見ていてとても怖

い思いをした。何かよくない病気なのだろうか、繰り返

す可能性はあるのか。            （40代女性） 

 

考えられるのは、若い女性によくみられる「過換気症候

群」です。緊張、興奮などにより、深く早い呼吸が繰り

返されると、血中のCO2が少なくなります。不安感から

息苦しさや呼吸困難、手の震えや筋肉のしびれ、痙

攣、めまい、動悸、嘔気、失神など、様々な症状が現

れます。しかし息苦しい感じがしても、実際は酸素を十

分に取り込めています。慌ててたくさん呼吸をしようと

悪循環となるので、まずは周りの人も含め、慌てず落

ち着いておさまっていくのを待ちましょう。具体的には

そばに付き添い、呼吸回数を減らすために息を長く吐

くことを意識させ、前かがみにして腹式呼吸を促し、全

ての動作をゆっくり行ってください。発作は数分～数十

分程度でピークに達し、30 分～1 時間程で消失しま

す。一時的で後遺症は残らないといわれていますが、

一度経験すると、その後も不安、恐怖、緊張を感じる度

に過呼吸が誘発されやすい傾向があるため、まずは

気持ちを切り替え、ストレス回避に努めてください。 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 夏  の  脳  梗  塞  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆子宮脱 

子宮がん検診を受けたところ、軽い子宮脱があると

言われた。膣内が締まるようにと、運動を教えてもら

ったが、それだけで大丈夫か、酷くなることはないの

か。                  （70代 女性） 

 

本来、女性の体には出産に備え、おなかの底に大き

く穴が開いており、筋肉と靱帯が蓋をするような形で

臓器が落ちないように支えています、しかし、傷つい

たり弾力が弱り緩むようになると、子宮の一部や全体

が下がることがあり、これを子宮脱と呼びます。経膣

分娩の経験や回数、肥満や加齢による筋肉の低下、

便秘や重い物をよく持つ生活習慣が原因のこともあ

ります。腹部に引っ張られる感じや腰痛、排尿回数

が増えたり、残尿感が主な症状ですが、自覚がなく

今回のように偶然発見されることも珍しくありません。

軽症の場合は、骨盤底筋肉体操で経過をみます。進

行すると、下から子宮を支える器具を膣内に入れる

治療法があり、外来での処置が可能です。しかし、サ

イズが合わないとすぐ脱落したり、膣の炎症をおこし

やすくおりものが続くので、定期的な通院が必要とな

ります。再発しにくい手術法も確立されていますが、

まずは、指導を受けた体操をしっかりと実行してみる

のが先決かと思います。 

◆首の痛み 

突然、後頭部(首の付け根)付近が痛み出し、休んだ方が

よいかと 20分程仮眠をとった。その後、頭痛は楽になっ

たが、今度は舌の痺れが 10分位続いた。姿勢やスマホ

の見すぎが原因かもしれないが、350ml缶ビールを 1本

飲んでいたとはいえ、初めてのことで心配になった。受

診した方がよいか。             （40代 男性） 

 

後頭部（首の付け根）付近の痛みや舌の痺れは様々な

原因で起こるので、症状のみで原因を特定することは

中々難しいです。スマホを操作する際は、どうしても前

かがみ、うつむきがちになることが多いので、後頚部の

痛みや頭痛、肩凝り（緊張型頭痛）、頚椎症などを引き起

こす誘因となる可能性は十分考えられます。しかし原因

の特定まで至るには、詳細な問診や検査が必要です。

また、舌の痺れに関しても、ミネラルやビタミン不足、貧

血などから起きることもあれば、舌そのものの疾患や、舌

の神経を支配する舌咽神経、三叉神経の異常によって

生じるケースもあります。双方の関連性についても一概

には言えません。このように、検討すべき疾患は多岐に

渡りますので、何度か繰り返したり酷くなるようであれ

ば、からだ全般の不調に対して診察を受けるべく、まず

は内科を受診してください。 

 

 

                                     

◆更年期障害 

1年程前からイライラや抑うつなど、気分のムラが激しくなり、以前の様に感情のコントロールの抑えが効かない。物

事についても今しなければと気が済まず、自分を追い込んでしまう。また不眠・肩こり・集中力の低下、時に動悸も

起こる。何科を受診すればよいかを相談したい。甲状腺機能亢進症の既往があるが、今は薬の内服はせずに、1

年毎に経過観察のために通院中。先月の検査では、甲状腺エコーや採血、心電図全てに異常はなかった。                                                                                            

（48歳 女性 アメリカ） 

 

年齢の視点から更年期障害を疑い、婦人科を受診してはいかがでしょうか。 

女性にとって卵巣機能が衰えはじめ、女性ホルモンの分泌が減少する、閉経前後おおよそ 10年程の期間が「更年

期」にあたります。この時期に、ホルモンバランスの乱れが招いているとも考えられる、身体的・精神的不調のことを

更年期症状と呼びます。自律神経失調症の一つにも位置付けられています。一方、ホルモンのバランスだけでなく

この時期は、子どもの独立、家庭や職場の環境、生活のリズムにも変化が起き、そこにストレスなどが加わると、更に

助長しがちです。個人差があり、それほど気にならない人もいれば、日常生活に支障が出る程の重い更年期障害 

を抱える人もいます。治療の選択肢として、薬物療法（ホルモン補充療法）、漢方療法、心理療法、カウンセリングな

どがあります。 

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

＜内科＞ 

■早朝覚醒について 

最近、朝 2 時間程早く目が覚めるようになった。

ネットで調べてみたところ、うつ病が疑がわしいよ

うに書いてあったが、精神面では至って元気な

つもりである。仕事、家庭も充実していて、自分

としては何か問題があるようには思えない。昼間

に眠くて困ることもない。ただ、もう少し長く眠る

ために、何かよい方法はないか、対策を教えて

欲しい。                (40 代 男性) 

 

うつ病の症状は大きく分類すると、憂うつ、興味

や喜びに対する感情の喪失、意欲や思考力の

低下などがみられるこころの症状と、睡眠障害

や疲労感・倦怠感等のからだの症状に分かれま

す。朝早く目が覚めることが、必ずしもうつ病とは

限りません。睡眠には個人差があり、8時間以上

の睡眠が必要な人もいれば、5 時間程度で十

分、という方もいます。また、加齢とともに睡眠が

浅くなる傾向もあります。日中に強い眠気などが

現れ、日常生活が困難な場合は対処が必要で

す。ご相談者様の場合は、そういったご様子で

はないようですし、朝が早くてもすっきりと目覚め

ることが出来ているのであれば、睡眠は十分で

自然に覚醒していると思われます。反対に目覚

めが悪く、体にだるさが残るようであれば、治療

が必要な場合もあります。内科もしくは心療内科

を受診し、症状について相談してみてください。 

＜歯科＞ 

■歯石除去・クリーニングについて 

2 年程前から半年に 1 回、歯科検診を行ってい

る。内容は、歯周ポケットと虫歯の確認、歯石除

去とクリーニングが主だ。歯石除去やクリーニン

グﾞは、歯を削りとられているような気がしてならな

い。最近、歯に茶色の着色が付くようになり、歯

と歯の間に隙間も出来ている。理想の歯科検診

の内容と間隔を知りたい。     (50 代 女性) 

 

一般的に、歯科検診のペースは 3～6 ヵ月に１

回と推奨されています。専門的なクリーニングを

行うと、虫歯菌や歯周病菌は一時的に減ります

が、再び増殖します。細菌数は、おおよそ 2～3

ヵ月程で元に戻ってしまいます。クリーニングが

必要な一番の理由は、放置していると虫歯や歯

周病の原因となる、セルフケアでは落としきれな

い歯垢や歯石を取り除くためです。口腔内の細

菌は時間とともに繁殖し、寄り集まって歯垢にな

ります。歯や歯茎に悪影響を及ぼさぬよう、歯石

になる前のこの早い段階で取り除くことが一番

重要です。唾液のカルシウムやリンが沈着する

と、石のように固い、歯ブラシでは取りきれない

歯石となります。歯の着色に関しては、口腔内

の環境が整っていない可能性も考えられます。

ご自身が気になっていることはそのままにせず、

次回の検診時に、必ず主治医に伝えるようにし

てください。 

           ◆脂肪肝について 

「脂肪肝」と聞いて、ドキッとくる方は意外と多いのではないでしょうか。健康診断で指摘される方もいら

っしゃると思います。やはり生活習慣病と密接に関係していることが多いために、血液検査の結果を

能く能く拝見し、肝機能は勿論のこと、いわゆる悪玉コレステロール（LDLcho）値や中性脂肪値、腹囲、

BMI 等も参考にしながら、今後の方針を考えていきます。その他、高血圧症や高尿酸血症を合併して

いる方もいるために、トータルで改善点を検討していく必要があります。血圧、尿酸、脂質、耐糖能な

どは、それぞれが完全に独立した因子では無く、互いに連動して影響を及ぼし合っています。したが

って、一つにターゲットを決めて治療していくというよりは、全体像を把握しながら生活習慣の改善を目

指します。脂肪肝の背景に、甲状腺機能異常などの内分泌疾患が隠れていることもあります。一般に、

脂肪肝の原因として生活習慣に問題がある場合、生活習慣を改善していくことで、脂肪肝も徐々に改

善傾向となります。2～3 ヵ月ごとに空腹時採血を行い、肝機能や脂質等のデータをフォローします。ま

たその際に、食事療法や運動療法等の生活習慣の改善が継続して行えているかどうかも、問診で確

認します。健診で肝機能異常が指摘された方は是非、医師に御相談ください。 

 


