
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＞ 
連日の猛暑に新型コロナウイルス第 7 波の急激な感染拡大が相まって、発熱の相談が増えていま

す。熱中症か、風邪なのか、もしやコロナに感染したのではと判断がつかず、不安になっての相談が数

多く入っています。環境や行動、周囲の感染状況を聴き取った上でトリアージに進み、応急手当の方

法や早急に受診が必要かの判断、適切な医療機関案内に努めています。また幅広く情報収集を行い、

自ら学習することで知識を深めることを心がけ、対応しています。 

 

「70 代父親が、2 日前から発熱と嘔吐が続いている。かかりつけ医での新型コロナ抗原検査は陰性で、 

熱中症の診断だった。しかし熱が下がらず足腰に力が入らないので、トイレまで歩くこともままならない

状況だ。救急車を呼んでもよいだろうか。」                            （30 代 女性） 

「5 歳の息子が朝起きた時に頭痛と鼻水があり、熱も出てきたので受診したら熱中症だと言われた。 

帰宅してから 40℃に上がってきて辛そうにしている。解熱剤は手元にあるが、医師からは熱中症には 

効果がないと聞いている。どのように対応したらよいのか教えてほしい。」          （30 代 男性） 

「今朝から 38℃の発熱があり、頭痛と吐き気もある。昨日、仕事で長く車の運転をしていた。蒸し暑さは

あったが、エアコンはかけていた。熱中症なのか、まさかコロナではと心配だ。熱がある場合、発熱外来

でないと診てもらえないのか。であれば、病院が分からないので教えてほしい。」     （40 代 女性） 

 
＜虫刺され・動物咬傷に関するご相談＞ 
 近年、キャンプなどの野外レジャーが益々人気となり、猛暑のため肌の露出も多く、草むらや家屋に

潜んでいた虫に刺されたと、腫れやかゆみ等の症状に関する相談が入っています。雑菌による感染の

リスクに加え、毒を持った昆虫の場合は初期対応がとても大切となります。正しい手当の方法、受診の

目安を分かりやすく正確にアドバイス出来るよう、努めています。 

                                                              

「3 歳の息子が、陰部が痛いと泣いて暴れていたのでパンツの中を確認したら、ムカデが這って出てき

た。陰嚢が赤く腫れている。まずは何をしたらよいのか。洗えばよいのか、虫刺されの薬なら家にあるが

塗った方がよいか。それとも直ぐに病院へ行くべきか。」                    （20 代 女性）                                                                      

「今朝道を歩いていてすれ違いざま、散歩中の犬にいきなり右足首を噛まれた。出血はないが歯形が

ついて、幾つか穴が空いたように食い込んだ傷になっている。どのように手当をしたらよいのか、直ぐに

病院へ向かう必要があるか教えてほしい。」                           （20 代 女性） 

「1 歳の娘だが肌が白く、虫に刺されると酷く腫れて赤くなる。昨日も公園で何箇所も蚊に刺されてしま

った。搔きむしっているので、跡が残らないか心配だ。どうしたらよいか。」         （30 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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うだるような暑さの中、「疲れがとれない」「だるい」「食欲がわかない」など、体の不調を感じていません

か？その症状は「夏バテ」かもしれません。この暑さは当面続くと思われ、乗り越える体力も必要です。ビタ

ミンが大変豊富で、利尿作用があるカリウムを含み、体内の熱を下げる効果の期待出来る夏野菜の王様「ゴー

ヤ」はこの時期、特にお勧めです。 
ゴーヤチャンプルーといえば、沖縄県の代表的な料理です。県民に長生きの人が多いのは、伝統食であるゴー

ヤをよく食べることも理由のひとつと言われています。ゴーヤの苦み成分には食欲を増す働きがありますが、

苦手な場合は薄く切って塩もみをしてから調理すると、食べ易くなります。ゴーヤの苦味成分「モモルデシン」

には、胃腸を整える作用があります。胃腸を刺激し、胃液の量を増やすことで食欲増進効果、血糖値や血圧の

抑制が期待出来、豊富に含まれるビタミン C が自己免疫を高め、夏バテ改善にも有効と言われています。ゴー
ヤのビタミン C は野菜の中で唯一、熱に強く壊れにくい優れた特性を持っています。これからの季節、スーパ
ーや軒先で見かけることが多くなるゴーヤ。キムチを入れたゴーヤチャンプルーなど、色々な調理法で美味し

く食べ、暑さに負けず元気で夏を乗り切りましょう。 

 

 

 
◆温湿布・冷湿布の使い分けについて 

肩こりと腰痛が酷いので、湿布を貼ろうと薬局に行ったが、

冷湿布と温湿布のどちらを買えばよいのか迷ってしまった。

どんな時に、どちらを使えばよいのか教えて欲しい。 

（30 代 女性） 

 

一般的には、痛みの箇所が炎症を起こして赤くなったり腫

れたり、熱を帯びている場合（捻挫、打撲、リウマチ、ぎっくり

腰の初期など）は冷たい湿布が適しています。一方、肩こり

や腰痛、神経痛など、慢性的な痛みで患部をお風呂で温め

たり、撫でたりさすったりすることで症状が和らぐような時は、

温かい湿布がお勧めです。 

冷たい湿布の冷感成分は、「メントール」「サリチル酸メチ

ル」「ハッカ油」など、温かい湿布の温感成分は「カプサイシ

ン」です。温冷の差はあれ、消炎鎮痛効果としては同一で

す。よって痛みに対し冷たさと温かさ、『どちらが心地よく感

じるか』で使い分けるのがよいと言われています。また、湿

布を貼ってしばらくすると、体感の温度感覚は時間と共に弱

まっていきますが、消失後も消炎鎮痛効果は残っていること

が多いので、外箱に記載の効能持続時間を確認の上、使用

してください。皮膚が弱くかぶれやすい方は、肌への負担

を軽減するためにも、早めに剥がすことを心掛けた方がよ

いでしょう。 

◆熱中症それとも新型コロナか・・・ 

17 才の息子が、学校から帰って来てから急に熱が出てき

て、頭痛と吐き気もある。熱中症かもしれないが、新型コロ

ナも心配だ。どうしたらよいか。          (40 代 女性) 

 

季節を問わず流行している新型コロナウイルス感染症は、

夏場は熱中症と類似点が多く、受診前にどちらであるかを

区別するのは可能性も含め、難しいです。 

新型コロナは、咳や喉の痛みなどの呼吸器症状が出るこ

とが特徴です。熱中症の場合、これらの症状は見られず、

筋肉の痙攣や痛みが目立ちます。しかし、発熱、頭痛、倦

怠感、嘔気などの胃腸障害、意識障害等は、どちらにも共

通する症状で紛らわしいです。新型コロナの症状を熱中

症と混同して見逃し、感染を拡大させてしまうことがあるた

め、双方の可能性を念頭に、感染対策をしながら熱中症

の応急手当てを施し、改善しない場合は医療機関を受診

することが重要です。 

発熱や倦怠感などの症状がある場合は、手当てをする側

が、マスクなどの感染対策を施した上で涼しい場所に移動

させる、経口補水液1ℓ程の摂取を試みる、2～3 時間休息

するなど、熱中症を想定した対処をします。改善すればそ

のまま注意深く経過観察を続け、回復しない場合は中等

度もしくは重度の熱中症や新型コロナの可能性を疑い、医

療機関を受診するようにしましょう。 

           ヘ ル ス ア ド バ イ ザ ー か ら 夏 野 菜 の ゴ ー ヤ 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆動脈硬化について 
会社の健康診断で、「動脈硬化性の眼底変化疑い」という

結果が出た。眼科で再検査を行い、確定診断となった。生活

習慣の見直しの必要性と動脈硬化促進因子である高血圧、糖

尿病、脂質異常の管理に注意するよう、指導を受けた。どのよ

うなことに注意すればよいのか、具体的に教えて欲しい。                          

                            （40 代 女性）                                                                                                                           

 

動脈硬化の予防には日頃の生活習慣に対する心がけが重

要です。一般的には運動療法、食事療法、飲酒量の管理、喫

煙に対する指導などが行われます。強い血管を作る為に、ウ

ォーキングなどの有酸素運動を取り入れ、野菜中心の食事が

望ましいです。脂身の少ない鶏ムネ肉や EPA（エイコサペン

タエン酸） や DHA（ドコサヘキサエン酸）が豊富に含まれる、

いわし・さば・ぶり・あじ・さんまなどの魚介類、豆腐や納豆とい

った大豆製品を意識して摂るようにしてください。身体を癒す

ために最も大切なのは「睡眠」です。就寝時間、起床時間を決

めて規則正しい生活を送るよう、心がけてください。 

眼底にある網膜の血管は、脳に繋がる血管の中で唯一、直

接観察することが可能です。眼底検査では目の病変だけでな

く、高血圧や動脈硬化など、全身の疾患についても多くの情

報を得ることが出来ます。今後も医師の指示通り、経過観察を

続けてください。 

◆目の下のクマについて 

数年前から目の下の青いクマが気になっている。目の周り

やおでこまで青くなる時があり、人に会うのも億劫で苦痛

に感じてしまう。眼科、内科を受診したが異常はなかっ

た。何か改善方法があれば教えて欲しい。 （60代 女性） 

 

目の下のクマは、老けて見えたり疲れた印象を与えたり

と、顔のイメージを大きく左右します。一般的に青、茶、

黒の３種類に分類されます。 

その中で青クマは、主に血行不良が原因です。疲れやスト

レス、睡眠不足、眼精疲労、冷えにより、目の周りで静脈

の流れが滞る「うっ滞」が起こって現れます。目の周りは

皮膚が最も薄く、乾燥しやすいことも関係しています。50

代以降に現れやすいです。 

青クマは、目の下の皮膚が青みがかって見えるのが特徴で

す。青く見える範囲は、目の下の範囲のみにとどまること

がほとんどで、頬にまで及ぶことは少ないです。改善する

には、目の下をやさしくマッサージするなど、血流をアッ

プさせることが重要です。また睡眠不足は、血行不良にも

影響するので、睡眠の質を上げて寝不足を解消することも

意識しましょう。対策としては、血流やリンパの流れをよ

くすることが大切です。日頃から、入浴はシャワーでなく

湯舟に浸かり適度な運動の習慣付け、顔のマッサージなど

を心がけてください。 
 

 

  ◆旅行先でコロナ陽性 

 

旅行中のバリ島で喉が痛くなり、違和感も出ていた。帰国前の PCR 検査でコロナ陽性判定、出国が足止めとなってしま

った。どうすればよいのか困り果てている。今後すべきことについて教えて欲しい。    （インドネシア 30 代 女性） 

 

（１）先ずお泊まりの宿に延泊の可否を確認する。無症状もしくは軽い症状の場合には、延泊が認められる場合がある。 

（２）利用の航空会社等に連絡の上、帰国日程の変更を行う。 

（３）隔離期間等 

※ 無症状・軽症の方は、陽性判明時から 5 日（5×24 時間）間、宿泊施設で隔離となる。隔離後PCR 検査の上、陰 

性確認次第、陰性証明書を取得する。 

再検査で陽性の場合には、更に 5 日（5×24 時間）間の隔離となる。予め医療機関に、隔離期間が過ぎ、感染症から  

回復後であることを証明する診断書作成の可否の確認をする。最終隔離終了後に回復証明書を取得する。 

※入院治療が必要な場合には、医療機関又は加入している海外旅行保険の緊急医療アシスタンスサービスを通じ

て、受入可能な病院を探す。 

インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然に変更となる可能性があります。 

不明な点は、在インドネシア日本国大使館の FAQ（https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html ）等

から最新の関連情報を得てください。合わせてご利用の航空会社や旅行代理店等にも確認をお願いします。

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

＜腎臓内科＞ 

■健診結果について 

健診結果のクレアチニンの値が心配だ。 

一昨年 0.87、昨年 0.8、今年が 0.95H だった。今回は

LDL コレステロールも高めで、他の結果と合わせて「要

経過観察（自覚症状がある場合、再検６ヵ月以内）」とな

った。早目に受診が必要か。        (60 代 女性) 

 

クレアチニンは、年齢や筋肉量により変化します。ご

相談者様のクレアチニンの結果は基準値からすると、そ

れほど高いわけではありません。しかし年齢を加味すれ

ば、軽度の腎機能低下の可能性は否定出来ません。

LDL コレステロール値が高い場合、動脈硬化が腎臓に

影響していることもありえます。クレアチニンの他、血液

検査の eGFR や BNU、尿検査と合わせ、腎機能の評価

のために一度、受診してみるのもよいでしょう。塩分の取

りすぎや水分摂取不足には気をつけてください。日本人

女性の平均塩分摂取量は 9g/日程度と言われていま

す。目標は 6.5g 以内/日ですが、腎機能や血圧への影

響を考えれば、6g 未満/日が理想です。水分は心臓病

など他の病気がなければ、1.5ℓ/日程度摂るのが一つの

目安になります。また過剰なたんぱく質摂取は、腎臓の

負担にもなります。現時点で厳密に制限する必要はあり

ませんが、一応心得ておいてください。 

＜整形外科＞ 

■肩の痛みについて 
半年程前から時々、左の肩甲骨の内側が痛むことがあり

気になっていた。その為先月、近所の整形外科を受診し、

レントゲン検査を受けたが、特に異常はなかった。痛み止

めをもらい、一旦は消失し楽になったが、最近になってまた

痛みが出てきた。あまりに辛いため、仕事や家事の最中で

も横になることがあるが、休めば一時的には改善する。首や

腕を回す動作は問題なく出来る。このまま痛む時に薬を飲

んでしのぐ以外、解決策はないのか。それとも別の医療機

関を受診してみた方がよいだろうか。     (50 代 女性) 

 

転倒や打撲などのきっかけもなく、レントゲン上でも異常

が認められず、横になると痛みが改善するのですね。このよ

うな場合、身体に対して緊張や冷え、習慣的な癖や動作な

どの負担が増したことによる、一時的なものとも考えられま

す。仮に痛みを感じる部位に原因があれば、半年もの時間

経過の間に痺れや動かし難さなど、何らかの症状が伴って

くると思われます。現在、症状の悪化がないようであれば、

鎮痛剤の内服や体位の工夫などで、とりあえずは様子を見

てください。痛みの頻度が増えたり強くなった場合、同じ医

療機関であれば、前回の状態と比較検討が出来ます。今

後の経過の見通しや対処方法など、適正な判断・診断に

繋げやすいので、先日の整形外科へ再度、受診をお勧め

します。                                                                                                                             

                    ◆ステロイド剤の考え方 

一般に「ステロイド」と聞くと、とても強い薬なのではないか、副作用が怖いのではないか、一度始めるとやめら

れなくなるのではないか、といったイメージがあるかと思います。確かに、①適応疾患をしっかり見極めること、②

適切な用量・用法、投薬期間を吟味することなどを守らなければ、ステロイドには前述のような側面があることは

常に念頭に置いておかなければなりません。一方で、適切に使用すれば非常に効果があり、辛い症状を緩和

できる薬であることも事実です。 

「ステロイド剤」と一口に言っても、注射や内服薬もあれば、吸入薬、軟膏などもあり、それぞれ適応疾患に合

わせて特化した剤型になっています。勿論、副作用のリスクも各々異なります。 

ステロイド剤は、免疫の異常が病態生理の根幹を成す疾患に対して良い適応になります。いわゆる各種のア

レルギー疾患、例えば気管支喘息やアレルギー性皮膚炎（自家感作性皮膚炎）、膠原病（関節リウマチ、SLE

等）、自己免疫性肝炎など、免疫の異常を伴う疾患がステロイド剤の良い適応となります。気管支喘息にはステ

ロイド吸入薬、アレルギー性皮膚炎（自家感作性皮膚炎）にはステロイド軟膏、膠原病などの全身性自己免疫

疾患には注射や内服薬が基本的な適応となります。 

一般に、局所に作用する吸入薬や軟膏は、全身に作用する注射や内服薬に比し、重篤な副作用の発症頻

度は比較的少ないと考えられています。従って、局所に作用する薬を優先的に活用したいところです。 

しかし、局所的な薬剤を使用しても病勢のコントロールが難しい、或いは全身性の免疫異常がある、喘息発

作のように緊急性が高いと考えられる場合などには、全身に作用する注射や内服薬を使用することもあります。 

 


