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 １２月の相談傾向  

＜新型コロナウイルスに関するご相談＞ 
新型コロナウイルスが猛威を振るい、感染者が増加の一途を辿っています。現在は市中感染よりも家庭内感染が増

加傾向になってきているようです。家族に高齢者、子ども、妊婦さんなどがいらっしゃる方は特に、幅広い年代の方

から不安を抱えてのご相談が多く入り、最新の情報を取り入れながら様々なケースに対応させていただいておりま

す。 

 

「先月会った友達が昨日、コロナ陽性と判明した。私は濃厚接触者ではないと判断されたが、PCR 検査をしないと

出勤できない為、受診をしたい。どこの病院に問い合わせをしたらよいか。」              （50 代 男性） 

「友人の職場でコロナ患者が発生し、友人も濃厚接触者と言われ、検査を受けたが陰性だった。職場から陰性証明

書の提出を求められたので保健所に問い合わせたところ、今回の検査に関し、発行は難しいと言われたそうだ。 

どこへ頼めば可能なのか。」                                            （60 代 女性） 

「息子がクラスターの発生した大学のラグビー部員だが、今は何も症状はない。自宅待機をしているが先程、保健

所から濃厚接触者に該当する、と連絡が入った。この場合の PCR 検査は、全員が受けることが出来るのか」  

                                                              （40 代 女性） 

「友人の会社でコロナ陽性者が出た。友人はマスクを着用していたが。感染者はマスクをしないで会話をしていたと

のこと。この場合、友人は濃厚接触者に該当するのか」                            （30 代 女性）               

「地域で、コロナウイルス感染者が出ている。10 ヵ月の乳児がいるため、不安で家から出ない生活を送っ

ている。外に少し散歩に行こうと考えているが、その程度であれば問題ないか。」       （30 代 女性） 

 

＜冬季胃腸風邪に関するご相談＞ 
ぐっと気温が下がってくる時期から、胃腸風邪関連のご相談件数が増えて参ります。 

特に１１月頃から増え始め、12月から翌年１月がピークの時期です。かなり症状が長引きますので、予防方法からホ

ームケアまで、相談者様の症状の段階に応じた、適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。 

 

「4歳の子どもが、昨日から数回の嘔吐と38℃の熱が続くため受診したところ、胃腸風邪だと説明を受け

た。胃腸に優しい食べ物を与えるように言われたが、具体的にどういったものがよいのか。」   
                                         （30代 男性）                            

「数日前に夫が胃腸風邪になり本日、娘にも同じ症状が出始めた。この状況だと母親の私も感染する可能性が高い

と思うのだが、仕事を休むことができない。予防方法について、具体的なアドバイスが欲しい。」   （40 代 女性） 

「胃腸風邪による下痢が、今日で 3 日目になるが中々よくならない。市販の下痢止めを飲んでもよいか。」 

（60 代 男性） 

「胃腸風邪と診断されたが、自宅に戻って調べてみたらウイルスが原因の食中毒もあるようだ。具体的なウイルスの

名前は教えてもらえなかったが、もっと詳しく検査をしなくてよいのか。」                  （70 代 女性） 

「胃腸風邪の子どもの吐物のついた洗濯物は、家族の物とは別で洗った方がよいのか教えて欲しい。」       

（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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新型コロナウイルスの影響による生活様式の変化から、スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの使用、オンライン授

業やリモートワークなどで、若年から中高年までヘッドホンやイヤホンを使用する頻度が増えてきています。 

ヘッドフォン難聴とは、ヘッドフォンやイヤホンを使い、音楽などを大きな音量で聴き続けることにより、耳の奥の「蝸

牛」と呼ばれる部分である、音を伝える有毛細胞が徐々に壊れて起こる難聴のことをいいます。この細胞が壊れると

元に戻ることが難しく、聴覚は戻らないため、音量や使用時間などの使い方に注意が必要です。 

耳の健康を守るため、ヘッドホンで音楽を楽しむ際の音量は、装着した状態でも会話可能なレベルが望ましいです。 

具体的には聴き取れる音量（65 ㏈程）に調整し、1 時間以上続けないようにすること、更に周囲の騒音を低減する、

ノイズキャンセリング機能が付帯されたヘッドホンを選ぶと良いでしょう。 

この難聴はゆっくりと進行し、少しずつ両耳の聞こえが悪くなっていくため、初期の段階では聴こえづらさを自覚し

にくいことが特徴です。耳が詰まった感じや耳鳴りなど、違和感に気づいたらまず耳を休め、早めに受診をすること

が大切です。 

 

 
◆喉の乾燥予防対策について 

空気が乾燥する季節となり、唾を飲み込む時に痛みを 

感じ、喉がイガイガして辛い。悪化させないための対 

策を教えて欲しい。              （20代 女性） 

 

喉の痛みは外敵への防衛反応であり、ウイルスや細菌

などの侵入を伝える非常ベルといえます。最も重要な

のは、喉が赤くなる前に保湿をして早く治すことです。 

少しでも喉が痛いと感じた時点で、既に口の中は乾燥

しています。自身で行える保湿ケアとして、こまめな水

分補給やうがい、加湿器、マスクの他、のど飴の活用も

良い手段です。マフラーやネックウォーマーで首肩周

りを保護することも是非、試してみてください。 

うがいには、喉に潤いを与え、粘液の分泌や結構を促

し、付着したウィルス等を洗い流す効果があります。ポ

イントは、口の中と喉を分けて丁寧に行うことです。ま

ず口腔内はクチュクチュうがい、次に上を向いて喉の

奥まで水が届くのを意識しながらガラガラうがい、10～

15秒程を2～3回繰り返してください。但し、ヨード系で

殺菌・消毒作用があるうがい薬で何度もうがいを繰り返

すと、殺菌効果が強すぎて常在細菌叢にまで影響し、

潤いも奪われ、逆に喉を傷めることがあるので注意し

てください。 

 

◆口唇ヘルペスと帯状疱疹の違いについて 

口の中と唇に、痛みの強い複数の水疱ができ受診した

ところ、口唇ヘルペスだった。以前、帯状疱疹にかか

った際にヘルペスウイルスによるものと説明を受けた

が、今回の口唇ヘルペスとはまた違うものなのか。 

                （20 代 女性） 

 

人に感染するヘルペスウイルスは全部で 8 種類ありま

す。そのうち、水疱瘡や帯状疱疹は「水痘・帯状疱疹ウ

イルス」、口唇ヘルペスは「単純ヘルペスⅠ型」からの

感染が原因で発症します。このウイルス群は、一度感

染すると、症状が治まった後も継続して体内の神経節

に潜み続け、過労やストレス、風邪など、免疫力が低

下した時に再び活動を開始し、水ぶくれ（水泡）や痛み

を引き起こします。帯状疱疹は体の片側の神経に沿い

ながら、帯状の発疹、水泡を形成するのが特徴です。

一方、単純ヘルペスⅠ型は唇の周りに現れます。ご相

談者様は現在、症状が出ている段階ですので、ウイル

スを多量に排出している時期に該当します。感染力が

強く、直接接触の他、タオルや食器を介することによっ

てもリスクが生じますので注意してください。 

早期から抗ウイルス薬を使うことにより、症状の悪化を

防ぎ、皮膚や神経のダメージを軽くすることが期待でき

ますので、医師の指示をしっかりと守って下さい。 

 

          

 

 ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 耳 の ト ラ ブ ル ・ ヘ ッ ド フ ォ ン 難 聴  
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆睡眠時無呼吸症候群の治療 
高血圧で通院中の主治医から、睡眠時無呼吸症候

群の可能性を指摘されて検査をした。CPAP 装置を

勧められたが、使用するのに抵抗がある。寝ている

間にずっと空気が送り込まれている状態で、眠ること

が出来るものなのか。          （60 代 男性） 

 

この治療法は中等～重症の閉塞型睡眠時無呼吸

症候群の標準的治療法として、国内外問わず広く用

いられています。圧力設定とマスクフィッティング

が適切であればそれほど違和感なく就寝が可

能です。口を開くと空気が漏れるので、鼻呼吸

をすることもポイントの一つです。当初は圧力の

かかった空気が耳に抜けて耳鳴りがしたり、息

を吐く時にも空気が送られてくることにより、違

和感を感じたり、無意識に空気を飲み込み、お

腹が張ったりおならが出やすくなることがあるの

で、確かに慣れも必要です。装置の圧調整で

解決する場合も多いため、使用感については

主治医に相談してください。 

つけずに眠る時は、無呼吸の発生を防げませ

ん。装着時間が短すぎると治療効果が得られ

ないので、まずは一晩に 4～5 時間を目安にし

てみてください。最近では、いびきを録音できる

アプリも登場しています。ご自身の状態を客観

的に確認するのに役立つかもしれません。 

◆かかとの痛み 
3 ヵ月程前より、足の踵に痛みを感じる。起床時や座った

状態から立ち上がり、一歩前に踏み出す時が特に痛

い。何とか我慢して歩いていると、そのうちに消えていく

が、その繰り返しだ。どういった原因が考えられるか、受

診は必要か。                 （50 代 女性） 
 

年齢、症状から推察すると、「足底筋膜炎」を疑います。

足の裏の踵の骨から指までには、幕のように張った筋膜

があり、土踏まずを支える重要な役割をしています。踵

付近でこの膜に繰り返し負担がかかると発症します。朝

起きて歩き始める時に痛み、歩いているうちに治まって

くるのが特徴です。他症状として、踵の底の内側の痛

み、足の親指をそらした際に痛みが出ます。痛みの部

分を冷やしたり、踵の負荷の軽減のため、足底やふくら

はぎのストレッチをしてみてください。改善しない場合

は、痛み止めの内服、外用剤の塗布やステロイドの注

射、靴の中敷きや夜間の装具着用を、踵の負担を軽減

させることを目的に試みます。これで 80～90%の治癒が

望めますが、長引く場合は数カ月から 1 年程要すことも

あります。神経の圧迫や脂肪の萎縮等、他疾患の可能

性もあります。酷くならないうちに、一度整形外科の受診

をお勧めします。 

 

 

                                    

◆耳閉感 
４日前から右耳に水が入ったような「ポワン」とした状況が続いている。本日30秒程、一時的な眩暈が起こり、その後

にこの不快な症状がなくなった。治まったら様子をみていてよいのか、やはり受診は必要か、判断に迷っている。 

                                                          （中国 40 代 男性） 

 

耳のつまり感や水が入ったような感じがすることを、「耳閉感（じへいかん）」と呼びます。大抵は一時的なもので、水

を飲んだり唾を飲み込むと、症状が消失することがほとんどです。原因として、耳垢の詰まりや加齢、騒音による音

響障害なども影響します。他、身体的・精神的ストレスから、内耳障害、耳管閉塞症、メニエール病、突発性難聴を

引きおこすことがあります。中でも年々増えているのが、耳管開放症です。本来であれば閉じているはずの中耳と

咽頭を繋ぐ「耳管」という器官が、開いたままの状態となっていることにより、空気圧の調整や、耳の中の分泌物の排

出が上手く稼働しなくなり、このような症状が出現します。耳閉感による受診の目安は 症状が 2～3 日以上続いた

り、眩暈・耳鳴りを伴う場合です。 

軽い段階であれば、ビタミン B 群配合剤や、漢方薬の内服により改善することもあります。原因となる疾患が隠れて

いないかの確認も大切ですので一度、耳鼻咽喉科を受診してください。

海外からの入電 



 

 4

顧  問  医  か  ら  の  ア  ド  バ  イ  ス  

＜総合内科＞ 

■低体重について 

現在、身長 177cm、体重 56kg。20 代の頃は 62

～63kg。10 年前に現在の会社に転職し、60kg

から翌年には 58kg に減り、これまでは 56～

59kg の間におさまっている。同時期に十二指腸

潰瘍を患いピロリ菌の除菌をしたが、その後は

特に自覚症状はない。先日の血液検査で LDL

が 140 前後と分かり、産業医に勧められ軽く筋

トレをしているが、あまり効果が出ているようには

思えない。何か良い手立てはないか。   

(40 代 男性) 

 

体重の評価には BMI 値を算出します。現在の

17.9 は、低体重の範囲となります。体重が 60kg

の場合は、約 19 が標準ですので、転職前は適

正体重の範囲といえます。栄養状態の評価に

は、採血による総蛋白やアルブミン値も参考に

します。一方で、ピロリ菌除菌後の経過は良好と

考えます。体重に関してはこの 10 年程、適正か

ら低めの範囲内でそれほど変動がないことから、

体質とも判断出来ますが、それは内科的に異常

が見つからない場合にいえることです。低体重と

LDL 高値を総合して推察すると、甲状腺機能異

常の可能性も考えられます。他原因としては偏

食、吸収不良症候群、糖尿病、神経性食思不

振症、各種悪性腫瘍（がん等）、膠原病など多

岐に渡ります。産業医とも相談し一度、内科受

診を検討されると良いでしょう。 

＜耳鼻咽喉科＞ 

■喉の違和感について 
気道の入り口、飲み込みの入り口が常にヒリヒリ

し、風邪を引きやすく、しかもいつも長引き中々

よくならない。もう 10 年以上前からの症状で、

段々とヒリヒリ感が強くなっている。お酒を止めて

から、少し風邪をひく頻度は減ったようには思

う。時々むせや息苦しさがあり、複数の耳鼻咽

喉科を受診。内視鏡や副鼻腔の MRI の結果

は、原因不明。胸部レントゲン、心電図、胃カメ

ラも異常なしであった。ネットで「気道過敏症」と

いう病気があるのを知ったが、可能性はあるか。

病院の選択基準、必要な検査等、原因究明に

繋がる情報が知りたい。      (40 代 女性) 

 

年月を経て次第に酷くなる症状に、ご不安でい

らっしゃるかとお察しします。耳鼻科領域におい

ては既に様々な検査を行っており、慢性副鼻腔

炎の可能性は低いかと考えます。逆流性食道

炎や肺疾患を疑っての検査も済んでいます。気

道過敏症か否かを確認するには、咳喘息等を

含む、気管支喘息の精密検査で用いられる「気

道過敏性検査」を行います。のどの違和感のみ

で即、喘息を疑う訳ではありませんが、総合病

院の呼吸器内科で喘息・アレルギー疾患を積

極的に診療している病院であれば検査が可能

かと思います。一度かかりつけ医にご相談して

みてください。 

 

         ◆薬の副作用について 

副作用と聞くと、一般に良いイメージは無いのではないでしょうか。副作用は「side effect」とも書き、主

作用と比較した場合の言葉となります。主作用とは、「ある疾患の治療において、その薬剤に期待する

主たる効果・作用のこと」であり、副作用とは、それに付随する本来目的としていない効果・作用のこと

であると言って差し支えありません。しかし見方を変えれば、本来目的としていなかった効果・作用を

利用して、別の疾患の治療に役立てることも可能です。 

例えば、降圧薬「ACE 阻害剤」と「空咳」が有名です。血圧を下げる薬剤（ACE 阻害剤）を内服する

と空咳が出るといった困った副作用であるが、高齢者の場合は逆にメリットになることもあります。高齢

者は咳反射の低下により誤嚥性肺炎になりやすく、若者に比べ血圧も高い方が多いため、うってつけ

であります。（勿論 ACE 阻害薬は、他に基礎疾患を持っている場合には投与できないこともあるので、

適応はしっかり見極めなければならない） このように常に可能性を模索することが大切であり、治療の

選択肢の幅を広げることで、テクニックを洗練していくことも大切であると考えます。 


