
気になる
からだと健康のQ&A

教えて！ ドクター

　健康管理や病気のことで、分からないことや困ったことはありませんか。知っておきたい情報や、
疑問に思うこと、病気についてどう対応したらいいかなど、各分野の医師に話を聞きました。

　　日本人は食生活やライフスタイルの変化によって、LDLコレステロール値が既
に米国と同等以上であるといわれています。また、日本人の500人に１人は家族性
高コレステロール血症であるともいわれています。
　LDL（いわゆる悪玉）コレステロールの高値、HDL（いわゆる善玉）コレステロー
ルの低値が続くと、自覚症状のないまま動脈硬化が進行し、狭心症や心筋梗塞の危
険性が高まります。すでに高血圧症や糖尿病にかかっている、あるいは喫煙習慣の
有無や年齢、性別などによってそれぞれ管理目標値が設定されていますので、症状
がなくても医療機関にご相談ください。早めに治療を始めることをお勧めします。

健診でコレステロールが高いと指摘。
特に症状はないのですが、治療が必要ですか？

済生会松山病院
循環器内科

重見 晋 医師

答えてくれたのは…

おおぞら病院 糖尿病内科
吉田 直彦 医師

答えてくれたのは…
　　糖尿病の診断基準では、「空腹時血糖値126mg/dL以上」、または「HbA1c 
6.5％以上」の場合を糖尿病型と呼び、糖尿病が強く疑われます。確定診断にはさ
らに検査を行うことがありますが、上記のいずれかに該当する方は、早急に医療機
関を受診してください。
　高血糖状態が持続すると、様々な合併症を発症します。特に細い血管で血流障
害が起こると、網膜症、腎症、神経症という三大合併症が引き起こされ、また大きい
血管の血流障害は、脳卒中、心筋梗塞、足壊疽（えそ）を生じることがあります。これ
らを予防するには、血糖値を安定させておくことが重要です。
　糖尿病が発症することよりも、放置して高血糖状態が持続することが問題です。
定期的な健康診断、そして高血糖を指摘された際は早期受診をお勧めします。

自覚症状はありませんが、血糖値が高いのを
放置すると問題になりますか？

やまにし眼科
山西茂喜 医師

答えてくれたのは…

　　糖尿病の合併症の一つ「糖尿病網膜症」による視
力障害や失明に注意するためです。
　糖尿病で血糖が高い状態が続くと、網膜の細い血
管が変形したり、つまるなどします。血管がつまると
酸素が行き渡らず、網膜は酸欠状態になります。酸素
不足を補おうと、新しい血管（新生血管）が作られます
が新生血管はもろく、網膜や硝子体に出血を起こしま
す。また、この血管が増えると網膜剥離を起こすこと
があり、失明の原因になります。
　糖尿病と同様、糖尿病網膜症もかなり進行するまで
自覚症状が出ません。「まだ見えるから大丈夫」という
自己判断は危険です。糖尿病の治療を行いつつ眼科
も定期的に受診し、眼底検査を受けましょう。

糖尿病の診断後、眼科の受診を
勧められました。どうしてですか？

●神経障害
　�手足にしびれや痛みが起こった
り、感覚が鈍くなる、下痢や便秘を
繰り返す、立ちくらみ、発汗異常な
どのほか、進行すると感覚が失わ
れ壊疽（えそ）の原因になる
●糖尿病網膜症
　�大きな出血や網膜剥離が起こるま
で、ほとんど無症状
●�糖尿病性腎症
　�尿のもとを作る腎臓で濾過作用
が低下し、タンパク尿やむくみが
出る。やがては尿が出にくくなり、
老廃物が身体に溜まり尿毒症にな
り、透析が必要となる

糖尿病の三大合併症と自覚症状
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　　言葉の通り、生活習慣の乱れ、肥満（内臓脂
肪型）を経て、高血圧、高血糖、脂質異常症へと身
体への悪影響の連鎖がドミノ倒しのように進むこ
とを示しています。
 さらに進行すると、糖尿病や脳血管障害、虚血性
心疾患、腎臓病などを引き起こし、やがて心不全
や脳卒中、認知症、腎不全、失明などを招きます。

メタボリックドミノという言葉に
ついて教えてください。

星の岡心臓・血管クリニック
大谷敬之 医師

答えてくれたのは…

　メタボリックシンドロームは生活習慣病の前段階の状況です。健診等で
「メタボに注意を」と指摘された方は、今の段階で運動や食事などの生活
習慣の改善を行い、病気の予防をしましょう。普段、運動の習慣がない方
は、散歩や体操など軽度なものからはじめ、“今より身体を動かす時間を増
やし、習慣化する”ことを目標にすると継続しやすいですよ。

　　これは身体からの重大なサインです。糖尿病が原因で”急に痩せる”という
症状は、体内での代謝が破綻し極度の脱水に陥っている状況です。１型糖尿病で
は肥えてなくても発症します。
　喉が渇きやすい、夜中に何度もトイレに行くなどの症状がある場合には受診し
て検査を受けましょう。もちろん、検診などで血糖値が高いと言われていた人や
肥えている人も要注意です。インスリンが極度に不足すると、高血糖になり、極度
の脱水と血液の浸透圧が上昇してきます。また、インスリン不足による代謝の変
化によりケトン体が生成され、ケトアシドーシスという状況になることもあり、最
終的には意識消失につながります。
　もちろん、糖尿病以外にも体重が減少する病気がありますから、早めに受診す
るようにしましょう。

食事をちゃんと摂っているのに
急に体重が減ってきました。大丈夫でしょうか？

そよかぜ循環器内科
糖尿病内科

中村陽一 医師

答えてくれたのは…
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生活習慣病
進行するまで自覚症状がほとんどなく、
サイレントキラーと呼ばれることも



●正しい姿勢を保つ
●腰や足の冷えを防ぐ
●�体重の増加に注意。肥満
気味・肥満の方はダイエ
ットを
●�無理のない程度でストレ
ッチを行う

生活上の予防と改善

ダイエットやストレッチは、
医師に相談して始めま
しょう!

　　「漏斗胸」は前胸部が漏斗状に陥凹している状態を示しています。以前は「放っておい
てもいい」病気とされていましたが、陥没で心臓や肺が圧迫され、成長とともに変形が進行
する割合が高いため注意が必要です。不整脈や息苦しさ、肝臓・胃への圧迫による消化不
良、外見上のコンプレックスなどで、生活に支障が出てくる場合は、受診をお勧めします。
　漏斗胸・胸部の変形は外科手術で治療しますが、近年は金属バーを挿入し矯正する、『ナ
ス法』が取り入れられています。数年の経過観察と抜去手術が必要ですが、胸部の両側、約
2.3〜2.5cmの手術創で手術が可能です。

子どもが学校健診で「漏
ろ う と

斗胸の疑い」と指摘
聞き慣れませんが、どんな病気でしょうか

松山笠置記念
心臓血管病院
笠置康 医師

答えてくれたのは…

　　頭痛には、慢性的だけれど命に別状はない一次性頭痛、脳内の腫瘍や出血、脳炎、髄膜炎な
ど緊急性を要する二次性頭痛があります。
　片頭痛は一次性頭痛のひとつで、女性に多くみられます。こめかみあたりがズキズキと痛み、吐
き気を伴ったり、前兆として目の前がチカチカする、光が飛ぶといった閃輝暗点（せんきあんてん）
が出ることも。女性は月経時に起こりやすいとも言われます。市販薬が効かない、生活の質に関わ
る方は医師に相談を。症状をメモしておくと受診がスムーズです。

「片頭痛」とは、どんな頭痛のことですか？

河田外科脳神経外科医院

河田泰
やすちか

実 医師

答えてくれたのは…

　　「めまい」は、首に関係することがあります。首の痛みを伴う場合、首のこり
や、事故やケガによるむち打ちが引き起こしていることも。
　これらが原因の場合は、神経ブロック、リハビリ、投薬を組み合わせて治療を
行います。「めまい」の治療にリハビリ？ と思うかもしれませんが、首のけん引
や電気治療により、首の筋肉の緊張や血行不良を改善することで内耳神経へ
の影響を軽減し、「めまい」を治療します。

首に痛みがあり、めまいがするのですが…

あい整形外科
相原 敬 医師

答えてくれたのは…

　　立ったり歩いたりする際に、これらの症状が出る典型として「坐
骨神経痛」があげられます。坐骨神経が圧迫されるために起こります
が、原因は主に腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症です。整形
外科などを受診し、レントゲンやMRIで正確な診断を受けてから治
療を開始することが大切です。
　治療は、お薬のほか、温熱・運動療法などのリハビリテーション、コ
ルセットを使用するなどして、痛みの緩和を図ります。また、生活習慣
を見直すことも予防や改善につながります。痛みが強く日常生活に
支障が出る場合は「ブロック注射」という選択もあります。ブロック注
射にも種類があるので、医師から詳しく説明を聞きましょう。

お尻から太ももにかけて
痛みやしびれがあり、悩んでいます。

こうの整形外科クリニック
河野真介 医師

答えてくれたのは…

　　心臓弁膜症は、心臓にある弁に
障害が起こる病気です。
　心臓弁膜症が疑われる場合は、

「心エコー検査（心臓超音波検査）」
を行います。心臓の弁の動き（狭窄
や逆流）や、心臓の筋肉の動きをモ
ニターで観察する検査で、所要時間
は20分程度です。
　この検査結果により、手術が必要
かどうかの判断ができます。

心臓弁膜症の検査で行われる
「心エコー検査」って、どんなものですか？

心エコー
（心臓超音波検査の様子）

よつば循環器科
クリニック

横山雄一郎 医師

答えてくれたのは…

弁が開いている 弁が閉じている

狭窄…弁の開きが悪くなり、血液
の流れが悪くなる

逆流（閉鎖不全）…弁の閉じ方が
不完全なので、血液が逆流する

　　“大きないびき”と“日中の強い眠気”という症状が一般的
に知られていますが、合併症としては高血圧や心血管疾患、
糖尿病、脳卒中、高脂血症があげられます。
　これは眠っている間に頻繁に呼吸が止まり、無呼吸によっ
て低酸素状態になり、心臓や脳、血管に負担がかかるため。ま

睡眠時無呼吸症候群は、色々な病気と
関連していると聞きました。なぜですか。

中川循環器科内科
中川真吾 医師

答えてくれたのは…

□�大きないびきをかく　
□�寝ている間、呼吸が止まる
□�夜間、何度も眼が覚める
□�起床時の頭痛やだるさ
□�日中に強い眠気がある
□�居眠り運転をしそうになる

睡眠時無呼吸症候群の症状

　　起床時の手のこわばりや手指の関節の腫れ、痛みは典型的
な関節リウマチの初期症状です。別の病気でも同じ症状が出る
こともあるため、早めにリウマチ専門医を受診して診断を受け
ましょう。この病気は早期の段階から関節の破壊が進み、運動機
能の障がいにつながるため、早期の診断、治療開始が重要です。
　診断は、問診や診察、血液検査、レントゲンなどの結果をもと
に行います。治療は薬物療法やリハビリが中心です。近年は生

朝、起きるとしばらく手のこわばりや
関節の痛みがあります。これってリウマチ？

田窪リウマチ・整形外科
田窪伸夫 医師

答えてくれたのは…

□��40〜50代の壮年期の発
症が多い（若い方も発症す
るケースがある）

□��女性患者が多い
□��朝、30分以上続く手のこわ
ばり

□�関節の腫れや痛み
□��ものがつかみにくい
□���細かい作業がしづらくなった
□�からだのだるさ、微熱
□�疲労感

関節リウマチの特徴・症状

睡眠時無呼吸症候群

心臓弁膜症

からだの痛み・しびれ
実は多くの病気と関連している

心臓での血液の流れに支障をきたす

「これくらい」と我慢していませんか

た、呼吸再開時に睡眠が分断され脳が起きた状態になり、自律神経に作用して、身体の調節機能が
うまく取れなくなります。
　このほか、逆流性食道炎、緑内障、痛風、夜間頻尿、うつ病、膵がん、黒

こくしょくしゅ

色腫、認知症との関連も指
摘されています。居眠り運転で交通事故を起こす確率も上がります。たかが“いびき”と考えず、症状
がある場合は、受診しましょう。

物学的製剤による治療で進行を抑え、症状のコントロールができ、日常生活への影響を抑
えることができるようになりました。
　一生つきあっていく病気です。じっくり医師と相談しながら取り組みましょう。
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およそ1000人に1人の割合で、男子に多い



立花クリニック
仲田裕 医師

答えてくれたのは…

　　治療の基本は、痔になりにくい生活習慣を送ること。
そして内服薬や軟膏、坐薬を用いる“保存療法”です。市販
薬で改善される場合もありますが、いぼ痔・きれ痔・あな痔
と、痔にも違いがあるため、症状に合わない薬を使ったり、
使い方を誤ってしまうことも考えられます。まずは受診し
て、痔の状態を把握することをおすすめします。
　薬と生活改善でよくならない場合は、手術や注射による
外科的療法になります。痔の種類や大きさ、できた場所、
重症度によって選択肢も変わるので、医師に相談を。

痔の治療は症状が軽い場合、
市販薬だけで対応して大丈夫?

　 腸閉塞は何らかの原因で食物が消化管を通らなくなった状態で、大きく機能性イレウスと機械性イ
レウスに分けられます。前者は虫垂炎（盲腸）など腹腔内の炎症による腸のまひ、中毒・打撲による腸の
けいれん等で起こります。後者で多いのは手術後の癒

ゆちゃく

着（腸の屈曲、ねじれ）ですが、腫瘍、消化管内の
異物、便秘、鼠

そ け い

径イレウス（脱腸）も原因の一つです。また腸重積もイレウスの一種です。
　昔はほぼ緊急手術を行っていましたが、今は鼻から腸へ長い管を挿入し、腸に貯まった食物残

ざ ん さ

渣や消
化液などを吸引、拡張した腸を減圧することで、ほとんどが治癒します。ただし、絞

こうやく

扼性イレウス（※）は、
現在でも緊急手術が必要です。
　腸閉塞の症状は腹痛、腹部の膨満、吐き気、嘔

お う と

吐、排ガス、排便の停止などがあり、腹痛は七転八倒す
ると言われています。これらの症状が出た時は、早急に消化器科（消化器内科・消化器外科）を受診して
ください。

腸閉
へいそく

塞（イレウス）とは、どんな病気でしょうか？ また治療法は？

奥島病院　院長
奥島伸治郎 医師

答えてくれたのは…

※血行障害のため腸管
が壊死などを起こすイレ
ウス

　　上まぶたが下に垂れてくる状態のことを「眼
がんけんかすい

瞼下垂」と言い
ます、加齢やハードコンタクトレンズを長期間使う人に見られ、上
方が見えにくくなったり、まぶたが重いと感じます。また視界を広

年齢とともに、まぶたがたるみ
目を開けようとしても上がりません…

たてまつ眼科クリニック
立松良之 医師

答えてくれたのは…

□�まぶたが重い
□�目が開きづらい
□�視野がせばまった
　�気がする　…など

眼瞼下垂のサイン

　　「最近、お顔の肌あれがひどい」、「いろいろと化粧品を変えてみたけれど、よくならない」といっ
た悩みで受診される女性の患者さんが多くいらっしゃいます。
　肌あれの原因は、アトピー性皮膚炎、脂

し ろ う せ い

漏性湿疹、酒
しゅ

さ、化粧品・毛染め・シャンプーなどによるかぶ
れ、ニキビ、内臓の病気との関連など、さまざまです。実は自己流のスキンケアや次々と化粧品を変
えたりすることが、肌あれをこじらせていることもあります。

肌あれ続きで、自分でも気をつけていますが、よくなりません。
どうしたらいいでしょうか

三番町SAORI皮膚科
宮脇さおり 医師

答えてくれたのは…

インプラントスタディー
グループ松山 

佐々木正和 歯科医師

答えてくれたのは…

初診

口腔内検査（歯周組織検査、
咬合検査、エックス線検査、
CT検査）、全身検査

治療計画の立案

歯周病治療（完了するまで）

手術

口腔機能回復治療

歯周組織検査

定期メンテナンス

インプラント治療の流れ

　　治療の流れ図で示したように、インプラントは手術が必要な処置
で、歯周病治療が完了してから手術を行います。
　しかしながら治療を行っていく上で、例えば、“重度の糖尿病で血糖値

インプラント治療ができないケースはありますか？

□��便秘や下痢にならないよう、食生
活に気を配り、運動を心がける。

□��アルコールや香辛料などの刺激
物の取りすぎに気をつける

□��トイレの時間は長くならないように
して、強くいきまないようにする。
□��お尻を冷やさない。入浴はシャワ
ーですまさず、湯船に浸かり全身
の血行を良くする

□��立ちっぱなし、座りっぱなしなど、
同じ姿勢を続けない

痔を悪化させないための生活

佐藤実病院
佐藤公治 医師

答えてくれたのは…

　  便潜血検査による「大腸がん検診」は、大腸がんの疑いの高い人を、多くの人の中から効率よく
選び出す“ふるい分け”の検査です。大腸にある炎症やポリープ、がんの組織が便でこすられて出血
することから、便に血が混じっているかを調べます。陽性、すなわち“がん”という訳ではありません。
　痔を含め、がん以外でも出血することがありますが、放置するのは望ましくありません。まずは、
早い段階での大腸内視鏡検査などの精密検査をお勧めします。また、がんでも出血しない場合があ
るので、便潜血検査が陰性の場合でも、楽観視せず、違和感を感じたら検査を受けましょう。

大腸がん検診で陽性の結果が。今後はどうしたら？

大腸がん検診  便潜血検査（検便）・問診

内視鏡検査が難しい場合、他の検査を実施

年1回、
定期的にチェック 診断 大腸がん、良性疾患等の

診断。治療・経過観察へ大腸がん検診

精密検査・大腸内視鏡検査

異常あり

異常なし

結果が 陰性（-）
陽性（+）

翌年に

げようと無意識に額にシワを寄せるため、筋肉が緊張した状態が続き、肩・首のこりや頭痛の原
因になることも。
　治療法は、伸びたまぶたの筋肉のスジをピンと張り直して固定する手術です。一般的には
30分程度の日帰り手術で、約1週間後に抜糸をします。

　まずは皮膚科専門医に相談して、原因を検索し、治療を開始しましょう。また治療の一環として、正しいスキンケアの方法につ
いてアドバイスを受けておくと、ご家庭で実践できます。
　また、お顔の肌あれに限らず、皮膚の悩みを解決するためには、皮膚科専門医へ相談することをお勧めします。

のコントロールが不良（できていない）”、“骨粗しょう症の薬を長期間服用している”など、基礎
疾患がある方に関しては、医科歯科連携の観点から主治医の先生に問い合わせ（情報共有）し
ながら治療を進めていきます。
　そのため手術ができない体調の場合には、手術をお断りせざる得ないこともあります。
　いずれにしても、長期にわたる自由診療になります。主治医との十分な相談の後、ご納得いた
だいた上で治療を進めることをお勧めいたします。

まぶたにまつわる病気イレウス

大腸とお尻のトラブル インプラント

肌トラブル

加齢の影響はこんなところにも腹痛や腹部膨満感、嘔吐などのサインが

聞きたいけど、聞きづらい お口のこと、ちゃんと知ってから検討したい

体の「外側」または「内側」に原因あり



　　不妊症の原因は男女ほぼ同数と言われています。男性不妊の診察では、問
診・診察・超音波・採血などを行い、原因を探ります。治療では、ホルモン剤の内服や
注射、手術といった方法があります。精子を作る環境を整えるため、栄養補助食品
や、精子を熱から守る冷却下着の着用といった提案をすることも。
　最近は女性と男性が同時に受診されたり、先に男性が受診されるケースもみら
れます。双方が共に治療していくことが大切です。

男性不妊の治療はどんなことをしますか？

つばきウイメンズ
クリニック

鍋田基生 医師

答えてくれたのは…

① 体温計は婦人体温計を使う。
②  起床後は起き上がらず、
　 そのまま布団の中で測定。
③  測定は、体温計の先端部を舌下（舌

の裏側）に入れ、口を閉じてくわえた
まま測る。

④ 体温を確認したら、基礎体温表
　 などに記録する。

〜受診前に継続して記録を〜
基礎体温の測り方 　　不妊の理由は、1組ごとに異なり、複数の理由がある場合も。

治療前にまずは、基本検査を行います。検査結果から、一般不妊治
療、生殖補助医療、内視鏡治療などから治療方法を検討します。
　一般的に、「タイミング療法」、6カ月程度で効果が見られない時
などには「排卵誘発法」、採取した精液を子宮に注入する「人工授
精」があります。
　次の段階には、体外で卵子と精子を受精させて子宮内に戻す

「体外受精」、1個の卵子に1個の精子を注入する「顕微授精」が

不妊治療にはどのような方法がありますか？

福井ウィメンズクリニック
福井敬介 医師

答えてくれたのは…あります。加えて、男性不妊治療、内視鏡
治療など、複数の治療を組み合わせる場
合も。妊娠の計画段階からパートナー同
士、医師ともよく話し合いながら取り組み
ましょう。

梅岡レディースクリニック
梅岡弘一郎 医師

答えてくれたのは…
　　授乳の時間は、お母さんと赤ちゃんの絆を深め、スキンシップがとれる
良い時間です。妊娠中から医師や助産師の指導のもと、20週目頃から乳
頭、乳房のケアを行っておくといいでしょう。
　また、授乳中は母乳が詰まって炎症を起こす「乳腺炎」に注意を。乳房の
しこり、赤み、発熱といった症状があれば受診をしましょう。症状に応じて薬
の処方、専門の知識を持った助産師による乳房ケアで改善を図ります。産
婦人科医院を選ぶ際、母乳を出やすくする準備や、乳腺炎の予防・治療がで
きる、卒乳・断乳の相談ができるなど、母乳育児に対応している医院を選ぶ
ことも大切です。

母乳育児の準備や授乳中に気をつけることは？

妊娠・出産のための知識
知っておきたい、準備したい

【正しく測定を続けるためのコツ】
・ 枕元に体温計を準備して就寝
・ 毎日なるべく同じ時間に測定。
   起床時間がずれても測定する
・ 体温計の先端部はいつも同じ
   舌下位置に当てる
・ 測った体温は忘れないうちに記録
・ 測り忘れた日があっても続ける
・ 体調も一緒に記録する
   （体の変化や気持ちの変化も）


