
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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 12 月の相談傾向  

＜咳・喘鳴に関するご相談＞ 
冷え込み厳しく、空気が乾燥する季節となりました。熱はないのに咳だけが長引く、痰が絡んで息が苦しい、夜間にな

ると酷くなって眠れなくて辛いなど、コロナや何かの病気ではないかと不安になっての相談が多く寄せられています。

また、アレルギーや持病を抱えている場合、緊急性の判断も不可欠です。 

 

「5 歳の息子が、熱はないがオットセイの鳴き声に似た、変な咳をしている。機嫌が悪く、何度寝かしつけても寝入ること

が出来ない。保育園でコロナ感染が流行っているので、余計に心配だ。夜遅いこの時間でも病院を受診した方が安心

か。」                                                             （20 代 女性）                                                                    

「コロナが陽性になって、自宅療養期間が、今日で終わった。熱は下がったが、まだ時々咳が出る。布団に入ったら、

痰が絡んでゼイゼイと音がする。息苦しく、咳払いしても落ち着かない。今から救急車を呼んだ方がよいか」                                               

（80 代 男性） 

「4 歳の孫が今日、幼稚園のおやつで初めてピーナツを食べたようだ。今は寝ているが、痰が絡むような咳で時々目を

覚ます。ゼイゼイと息をするたびに雑音が聞こえるのが気になる。ピーナツでアレルギーが起きる場合があると聞いた

ことがある。受診した方がよいだろうか。」                                               （60 代 男性）                                            

 
＜インフルエンザワクチンに関するご相談＞ 
季節が移り変わり、インフルエンザの流行時期に近づいてきました。新型コロナの感染が続く中、今冬も、新型コロナと

インフルエンザのダブル感染の可能性の情報が、メディアで取り上げらえています。その影響もあってか、副反応に対

する不安も相まって、これまで以上にインフルエンザワクチンに関しての意識、関心が高いように感じます。幅広い年

齢層から、多様な相談が入ります。最新の情報収集に努め、不安に寄り添いつつ、的確なアドバイスとなるよう、心がけ

ています。 

 

「来月、５回目のコロナワクチン（オミクロン株対応）接種を予定している。インフルエンザの予防接種は、どのくらい期間

を空ければよいのかを教えて欲しい。」                                             （70 代 男性）                                             

「5 歳の娘の麻疹・風疹ワクチンとエンザワクチン接種を検討している。どちらを優先して接種すればよいか。」                                                   

（20 代 女性） 

「7 歳の息子が、昨日インフルエンザワクチンを接種した。夜になって嘔吐と 40℃の熱が出たので、解熱剤を飲ませた

が下がらない。副反応の可能性もあるだろうか、受診は受診か。」                        （30 代 男性） 

「インフルエンザと新型コロナに同時感染した場合、自宅療養期間の日数はどうなるのか。会社にはいつから出勤出来

るのか、決まりを教えて欲しい。そのリスクを考えると、インフルエンザワクチンは、打った方が安心だろうか。」 

                                                （20 代 男性）                                                

 

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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ヒートショックは、急激な温度差により血圧が上下に大きく変化することで失神したり、心筋梗塞や脳卒中といった血管

の病気などを引き起こし、体へ悪影響を及ぼす要因になります。お風呂場やトイレなどで発生しやすく、気温の下がる

冬場に多く見られます。寒い季節は、熱めのお風呂で温まりたいと、熱めのお風呂を好まれる方も多いと思いますが、

冬の入浴は注意が必要です。 

暖かい部屋から脱衣所に移動すると、寒さに対応するために血圧が上昇します。そこで衣服を脱ぎ、浴室へ入ると更

に血圧が上昇します。その後、浴槽に入ると急に身体が温まるため血圧が下降します。この急激な血圧の上がり下がり

が失神を起こす原因の一つと考えられます。 

11 月～2 月までの冬の時期がヒートショックを起こしやすい時期です。室温が 10℃以上の温度差がある場所が危険と

いわれています。予防には入浴前に脱衣所を小型暖房機で温めたり、シャワーを使って浴室全体を温めましょう。また

湯温は 41℃以下、入浴時間は 10 分までを目安にして長湯を避けましょう。お風呂は一日の疲れを落とし疲労回復や

心身をリラックスさせストレス解消に最適な場所です。冬場の温度差による血圧変動で起こるヒートショック対策をし、安

全にお風呂を楽しんで下さい。 

 

 

 
◆熱せん妄 

5 歳の男児だが、熱を出すとパニックを起こし、「怖い、怖

い」と言って泣きわめいたり、見えないものが見えると言った

りすることがある。数分で治まって落ち着くが、何故このよう

な症状が起きるのかと心配だ。直ぐに診察を受けるべき、判

断の目安も教えて欲しい。            （30 代 女性） 

 

発熱に伴う異常な行動は「熱せん妄」と呼ばれています。

熱せん妄には、実際にはないものが見えたり聞こえたりする

幻覚や幻聴、ものを見間違える錯視、支離滅裂な言動が見

られる錯乱、急に部屋から飛び出す、窓を開けて飛ぼうとす

るなどの異常行動があります。熱せん妄は発熱によって、脳

の温度が異常に高くなることで、ノルアドレナリンやドーパミ

ンなどの化学物質が大量に放出され、複雑な神経症状を引

き起こすと考えられていますが、詳しいメカニズムはまだ分

かっていません。脳は眠って夢を見ている状態なのに筋肉

の力は抜けずに体は目覚めているような、アンバランスな現

象です。そのため、夢の中の出来事に連動し、無意識に体

が動いたり、何かを感じてか、「怖い」「虫が見える」等の錯

覚表現になると考えられています。但し、連続ないし断続的

に 1 時間以上継続するような意識障害や異常行動あるいは

痙攣を伴う場合は、脳炎や脳症などの可能性も考えられる

ので、速やかに医療機関を受診してください。 

◆めまい 

昨日の夜からめまいがするようになり、今朝起きてからも

治まらない。吐き気もあって辛くて起き上がれない。どうし

たらよいか。                   （70 代 女性） 

 

 めまいは、体のバランスを保つ機能に異常が生じて起

こります。大きく分けると、ぐるぐる回るように感じる回転性

めまいと、ふわふわするような浮動性めまいがあります。い

ずれも吐き気や嘔吐を伴うことがあります。 回転性めまい

は三半規管など、耳の中の平衡感覚を司る機能に異常が

生じて起きることが多く、浮動性めまいは脳血管障害、血

圧の異常、貧血、低血糖、ホルモンの変化、首の筋肉の緊

張、自律神経失調症、薬剤性、加齢、ストレスなどが原因

で起こります。 特に注意が必要なのは、脳梗塞・脳出血・

脳腫瘍などの脳の病気との関連です。めまいの他に、血

圧が普段より高い、突然片側の手足に力が入らない、呂律

が回らない、激しい頭痛、物が二重に見える、顔や手足の

感覚が鈍い、真っすぐ歩けない、意識消失などの症状が

ある場合は、一刻も早く救急外来を受診するか、救急車を

要請してください。治療が遅れると、回復が難しくなる場合

があります。前述のような自覚症状がなくても、治まる気配

がない、或いは何度も繰り返す場合も受診が必要です。 

           ヘ ル ス ア ド 

 

バ イ ザ ー か ら 冬 の ヒ ー ト シ ョ ッ ク 
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― Ｗ ｅ ｂ 相 談 ― 

◆新型コロナウイルス感染症とインフルエンザについて 
5 歳の娘に 40℃の発熱がある。保育所でコロナにな

った園児が何人かいるようで、感染した可能性もある。今

年はまだ、インフルエンザの予防接種を受けていない

し、今後が心配だ。それぞれの感染症の特徴と家庭で

の予防や対策について、効果的な方法を具体的に教え

て欲しい。                   （20 代 女性） 

 

お子様特有の感染症は年中存在する為、長引くコロ

ナ禍では季節を問わず、発熱の原因が気になると思い

ます。インフルエンザウイルスに感染すると、主に発熱

や頭痛、咽頭痛、関節痛が出現します。症状は３日目位

がピークで、１週間程で治まります。周囲への感染力が

強いため、お子様の周辺にインフルエンザ症状の方が

いたかどうかも目安となります。残念ながら症状だけで、

病気を見分けることは困難です。インフルエンザと新型

コロナウイルス感染症が同時に流行、感染が拡大する恐

れもあります。家庭ではまず、しっかりと水分を摂り休養

することが大切です。発熱のみで、他に気になる症状が

なく元気であれば、とりあえず初日は様子をみてもよい

でしょう。どちらの感染症も、発症から24時間以上経過し

ないと、受診しても十分な反応が得られない可能性があ

ります。まずはかかりつけ医にご相談下さい。 

◆胃ポリープについて 

健康診断で胃バリウム検査を受けるたびに「胃ポリー

プ散在」と記載があり、要経過観察判定となる。一度心配

になり胃カメラを行ったが、悪性ではないからそのままで

よいと言われた。それでよいのか、何か対処法があれば

教えてほしい。                （30 代 女性） 

 

狭義の胃ポリープは通常、胃底腺ポリープ及び過形

成ポリープを意味し、無症状であることがほとんどです。

前者はピロリ菌のいない胃で発生し、ほとんどがん化す

ることはありません。そのため個数が多かったり大きくて

も、基本的には切除せずに経過観察となります。後者は

ピロリ菌が感染した荒れた胃に発生します。除菌すること

で 7 割は小さくなると報告されていますが、出血したり稀

にがん化することがあり、内視鏡での切除が必要になる

場合もあります。精密検査として胃カメラを行い、悪性で

はないとの結果であれば、恐らく胃底腺ポリープの可能

性が高いと推察します。基本的には毎年の健康診断で

バリウム検査もしくは胃カメラを受け、大きさや数に変化

がないかどうか、経過観察をしていくのが望ましいと考え

ます。今後、胃カメラ検査を受けた際は、次回は何年後

にバリウム検査や胃カメラを施行するのがよいのか、そ

の都度ご確認いただくと、よりご安心かと思います。 

 

       

◆無痛分娩 

近い将来、妊娠を望んでいる。血液検査で、貧血と言われたことはないが、これまで排便の力みや朝起きた時に、目

の前が真っ暗になった経験が何度もある。出産の時に起きた場合、力むことが出来るのか心配なので、無痛分娩も考

えている。アメリカでは一般的だが、日本ではそれほど普及していないイメージがある。理由が知りたい。                                   

（アメリカ 30 代 女性） 

 

目の前が真っ暗になったご経験は、血圧の変動が原因だったのかもしれません。出産時はアドレナリンが出る為、血

圧異常も想定内です。妊娠すると子どもに血液が流れる為、貧血になりやすい傾向はあります。世界の中でも最も無痛

分娩を多く行っているのがアメリカとフランスです。アメリカでは分娩の約7 割、フランスで約 8 割が無痛分娩、つまり麻

酔の元でお産をしていますが、日本では増加傾向にあるものの 1 割に満たないのが実情です。１施設当たりの分娩数

が少ないため、無痛分娩を担当する麻酔医の常駐が困難であることも、理由の一つと言われています。 

それに対し、アメリカやフランスでは、 

①24 時間体制の無痛分娩クリニックが多い 

②麻酔科医の数が日本の約2.5 倍 

③麻酔学会と産婦人科学会が、妊婦の当然の権利として共同声明を発令 

④特にフランスは、保険適用内診療扱いで無料 

以上のように、国によって大きな違いがあることが大きな理由です。

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

＜眼科＞ 

■白内障について 

物にぶつかることが多くなり、眼鏡をかけてもしっくりし

ないので、眼科を受診。医師からは、水晶体の萎縮が

原因で起きる、濁りのないタイプの白内障で、水晶体の

表面のみを使ってピントを合わせているため、見えづらさ

が出てくる、と説明を受けた。白内障の手術は 70 歳位

で行うのが一般的。まだ 50 代で若いので眼鏡で度数を

調整し、経過観察でよいのではないか、とも言われた。

自分としては、手術で改善するのであればなるべく早く

受けたいと思う。このまま過ごすしかないのか、やはり手

術は早いのか、もしくは他にも治療法があるなら教えて

ほしい。                     (50 代 女性) 

 

元々強度の近視がある方は水晶体に白濁がなくて

も、近視の改善や進行を止めることも期待出来るため、

手術の適応になることがあります。ご相談者様のように

若く、視力自体が出ている場合には、本人が希望すれ

ば叶わないわけではありませんが、あえてこちらから積極

的に勧めることはしません。通常の白内障より手術の難

易度が上がるうえに、患者様自身が改善した感覚を感

じにくいからです。他に合併症がある場合、若いうちに

手術したいという願うのは悪いことではありません。視野

の状況から緑内障も心配ですが、急激に進む訳でもな

いので、まずは点眼治療で経過観察でもよいのでは、と

考えます。 

＜皮膚科＞ 

■円形脱毛症について 
後頭部に円形脱毛があり、近医の皮膚科を受診。プレ

ドニンの飲み薬と軟膏が処方になった。ステロイドの内服

量は徐々に減り、産毛は少しずつ生えてきたが、頭皮の

薄さが目立つようになり、紫外線の電気治療を追加した。

最近、紹介で大学病院の皮膚科を受診。飲み薬が強い

可能性があると、1 ヵ月間中止になった。症状の改善がな

ければ入院し、ステロイドパルス療法を受けることを勧めら

れた。血液検査の結果、シェーグレン症候群疑いとも言

われたが、他の要素がないため経過観察となった。現在

の治療は、妥当なのかを相談したい。   （50 代 女性）                                   

 

円形脱毛症は単に脱毛のみのケースと、膠原病の症

状の一つとして現れる場合があります。1 ㎝以下はステロ

イド塗布、それ以上は注射、更に広範囲の場合はバルス

療法の適応となります。膠原病と確定すれば、治療には

ステロイドの選択が一般的です。幾つか薬を試しても効果

がない場合は、最終的には入院治療となります。病状か

ら判断すると、現在の治療方針は妥当だと考えます。ステ

ロイドの内服を 6 ヵ月以上続けた場合には、骨粗しょう症

や他の副作用が出ることもあります。よってパルス療法

で、集中的に治療を行う方が安全です。シェーグレン症

候群疑いについては通院し、経過を見ながら適切に対処

していくことが重要です。                                                                                                                             

 

                       ◆結核症について 

結核というと皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか？過去の病気で自分とは関係ないとお考えの方も

いらっしゃるかもしれません。ところが、結核は、今でも年間 10,000 人以上の新規感染者が発生している我が

国の主要な感染症のひとつです。以前に比べれば減少傾向にありますが、それでも、2,021 年の国内の新規

結核患者数は 11,519 人と報告されております。結核は、結核菌が空気感染することで発生し、肺で病変を作

ることが多いですが、肺以外でもリンパ節、腎臓、脳、骨、皮膚などで病変を作ります。結核の症状としては、長

引く咳、痰、微熱、倦怠感などがあります。しかし、結核に特徴的なものはなく、早期には目立たないことも多い

ため、特に高齢者では気づかないうちに進行してしまうことがあります。2,021 年の新規結核患者の各年齢階級

別の割合で見ると、80～89 歳が全体の 29.9％と最も多く、90 歳以上の割合も 14.2％であり、結核患者に占め

る高齢者の割合は増加している傾向にあります。結核の診断には結核菌検査、免疫学的検査、画像検査など

を行います。結核菌検査は、結核の診断に必須の検査で結核菌の検出を行い、詳しくは塗抹培養法、抗酸菌

同定法、核酸増幅法などがあります。免疫学的検査には、インターフェロンγ遊離試験、ツベルクリン反応があ

ります。画像検査には、胸部レントゲン検査、胸部 CT 検査などがあります。結核の治療は、リファンピシン、イソ

ニアジド、ピラジナミド、ストレプトマイシン、エタンブトールなどの複数の薬剤の組み合わせによる化学療法が基

本となります。万が一、結核になった場合でも、早期に発見できれば重症化を防げるだけでなく、自分の周りの

家族、友人など大切な人への感染拡大も防ぐことができます。そのため、結核については早期発見、早期治療

が重要と考えられています。 


