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●逆流性食道炎とは？

　最近テレビのコマーシャルでもよく

耳にするようになり、 ご存じの方も

多いのではないでしょうか。 胸やけ

がしたり、 喉の違和感があったり、

朝起きると口の中が苦かったり、 お

なかが張ってげっぷがよく出る症状

は、 逆流性食道炎の典型的な症状

です。

　日本では欧米に比べ少ないと言わ

れていましたが、 高齢化 ・食生活

の変化 ・肥満の増加などいに伴い、

近年日本でも増えてきました。

　胃食道逆流症 (GERD) という言葉

がありますが、 胃の内容物が食道

へ逆流することで身体に合併症を生

じたり、 その症状で日常の健康な

生活が障害されていることと定義さ

れています。 このうち、 実際に食

道の粘膜に炎症や潰瘍を来している

状態を逆流性食道炎といいます。

つまり、 逆流性食道炎はほぼ全例

が内視鏡検査 ( いわゆる胃カメラ )

を行うことで診断がつきます。

●逆流性食道炎の原因

　逆流性食道炎が起こる原因には

様々なものがあります。 通常、 食

道と胃の境目は横隔膜という筋肉の

膜によって隔たりがあり、 その筋肉

がしっかり締まることで胃の内容物

や胃酸が食道へ逆流しないように

なっています。 食道裂孔ヘルニアと

言って元々胃と食道のつなぎ目の筋

肉が緩んでいる人、 食道下部の筋

肉が緩むような品を多く摂取してい

る人、 あるいは太っていたり、 腰が

曲がっている人、 ストレスが多い人

には逆流性食道炎が起こりやすいと

されています。

　今述べたような人々は食道と胃の

つなぎ目が緩みやすく、 胃酸が食

道内へ逆流することで、 最初に述

べたような様々な症状が認められま

す。

～逆流性食道炎について～～逆流性食道炎について～～逆流性食道炎について～
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●日常生活で気を付けること

　では、 そのような症状に対し、 実際何に気を付ければいいのでしょうか。

食生活の改善や生活習慣の改善だけではなく、 胃酸を抑える胃薬が症状の改善によく効きます。

普段の生活で症状が気になる方は是非お気軽にご相談ください。

（内科　川﨑　寛子）

　KYT は、危険の【K】、予知の【Y】、トレーニングの【T】の頭文字をとって、危険予知訓練、

危険予知トレ－ニングと呼びます。もともと工事や製造などの作業に従事する作業者が事故や災害

を未然に防ぐことを目的に、その作業に潜む危険を予想し指摘しあう訓練です。

　昭和 49 年に和歌山製鉄所労務部長がベルギー視察時に見つけた安全イラスト表示をヒントに開

発した【KYT「危険予知訓練」】活動を普及させ、その後 KYT 活動が日本の基本的な労働安全衛生

活動の一つとなりました。

　一般企業から遅れをとりましたが、現在当院では KYT 活動として各部署でペーパー事例を毎月

行っています。また 7 月、10 月には佐世保総合病院より講師の先生をお呼びして、全部署を対象

に研修会を行いました。

　少し前にリハビリ前の廊下にカーブミラーが取り付けられましたが、皆さんお気づきでしょうか？

あのミラーは、職員のＫＹＴ活動により取り付けられたものです。「全体は見えないんですけど足が

見えるんですよ、リハビリ室から。以前はぶつかりそうだった

んですけど、これいいですよ。」と、リハビリの職員にも好評

です。正直なところ、「KYT って、絵に描いた餅かなあ」と思っ

ているところがありましたが、実際に取り組みが活かされると

やはり効果を感じましたし、事故を未然に防ぐために大事な活

動だと思いました。

　これからも医療安全対策室は、自分のため、職員のため、患

者さんのために頑張っていきたいと思います。

（医療安全対策室）

活動について

●胃酸の分泌を促す食品を避ける

 　→アルコール、香辛料、コーヒー・紅茶、

　　　甘いもの、柑橘類、タバコ等

●脂肪の多い食品を避ける

　 →揚げ物、ベーコン、スナック菓子等

●急がずにゆっくり食べる

●食べ過ぎず、腹八分目

　までにする

●寝る直前の食事はしない

食生活で気をつけること

●食べたあと、すぐに横にならない

●お腹をベルトやガードル、帯などで強

く締めすぎない

●前かがみになったり、思いものを持ち

　上げたり、強く力んだりするような、お

　腹に力がかかる姿勢や動作を行わない

●寝る時は枕を高くする

●便秘や肥満を解消する

●ストレス解消を行う

生活習慣で気をつけること
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平成２５年１２月の特診外来予定表平成２５年１２月の特診外来予定表平成２５年１２月の特診外来予定表
泌尿器科 耳鼻科

★

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★　午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
　　9：00 ～ 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。

循環器科 神経内科 皮膚科

12月2日（月）
畑地先生

★午前、午後

午前、午後（～15時）

午前、午後（～15時）

計屋先生
★午前、午後

計屋先生

12月3日（火）

12月4日（水）

畑地先生
午前

鍬塚先生
午前

12月5日（木）

★

12月9日（月）
穐山先生

★午前、午後

調先生
★午前

森先生
★午前

大庭先生
★午前、午後

12月10日（火）

12月11日（水）

穐山先生
午前

竹中先生
午前

12月12日（木）

12月6日（金）

★

12月16日（月）
吉田先生

★午前、午後

午前、午後（～15時）

竹原先生
★午前、午後

竹原先生

12月17日（火）

12月18日（水）

吉田先生
午前

冨田先生
午前

12月19日（木）

12月20日（金）

武野先生
★午前、午後★

午前、午後（～15時）

松尾先生
★午前、午後

松尾先生

12月24日（火）

12月25日（水）

駒澤先生
午前

富村先生
午前

12月26日（木）

12月27日（金）

12月23日（祝）

12月30日（月）
12月31日（火）

大庭先生
12月13日（金）

深江先生
★午前、午後

平成 26年 1月の外来診療は、1月 6日（月）からです。
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　上五島病院では平成２５年５月より facebook

ページを公開し、 イベントや講演会の情報、

研修会の様子、 職員会活動など上五島病院

の取り組みについて発信しております。

　今後も、 当院を身近に感じていただけるよう

な情報の発信を心がけていきますので、 興味

のある方はぜひご利用ください。

年末年始の外来診療について、下記の通りお知らせいたします。

●平成 25 年 12 月 27 日（金）…【通常診療】

●平成 25 年 12 月 28 日（土）～平成 26 年 1 月 5 日（日）…【休診】

●平成 26 年 1 月 6 日（月）～…【通常診療】

なお、救急診療については、平常どおり診療いたします。

※来院の際は、事前にお電話にてご連絡をいただきますようお願いいたします。

【ＴＥＬ　0959-52-3000】

入院患者さんの付き添い・ご面会につきましては、通常どおりです。

※面会時間…午前 10 時～午後 8 時

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

年末年始の外来診療について

上五島病院facebookページを公開しています上五島病院facebookページを公開しています上五島病院facebookページを公開しています

https://www.facebook.com/kamigotohospital
上五島病院 facebook ページ

https://www.facebook.com/kamigotohospital2
上五島病院 /研修医 facebook ページ

↓↓↓上五島病院についてはこちら！

↓↓↓研修医のページも公開しています。
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今月は、有川医療センター検査室の紹介をさせて頂

きます。

検査科は、臨床検査技師２名体制で検体検査業務と

生理機能検査業務を行っています。又、検査機器の

効率的な利用と採算性の観点から細菌検査、輸血検

査、特殊検査等は上五島病院（基幹病院）に検査を

依頼しています。

今後も地域に根ざした診療所として皆様から信頼さ

れ親しまれるよう、正確で迅速な検査データを提供

出来るよう努力してまいりますので、宜しくお願い

いたします。　　　　　

※　普段お仕事などで時間があまりない方でも、

夜間・土曜日も健康診断を行っておりますので、

お気軽にご利用ください。　　　　　

（有川医療センター　技師長　近藤　喜代志）

有川医療センターより

有川医療センター部署紹介④

－　検査室　－

有川医療センター部署紹介④

－　検査室　－

【仕事内容】

・生化学検査
　血液中の血清部分を使用して心臓、肝臓、腎臓等の機能を検査します。

・血液検査
　血液中の赤血球、白血球、血小板等の数を調べて異常がないか検査します。

・一般検査
　尿、便等を調べて異常がないか検査します。

・心電図検査
　手足や胸に電極を着けて心臓機能を検査します。

・肺機能検査
　肺機能障害の有無を検査し、肺年齢を推測します。

・脈波検査
　手足の血圧を検査し血管の硬さや、血管年齢を推測します。

・心臓超音波検査
　超音波（エコー）を使用して心臓機能を検査します。

検
体
検
査
業
務

生
理
機
能
検
査
業
務

夜間・土曜日
健康診断

(胃カメラなし )
実施中
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12 月に入りました。

秋を感じる暇もなく一気に寒くなってしまいまし

たが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

早いもので 2013 年もあと 1 ヶ月で終わりを迎え

ようとしています。

毎年思います。今年もあっという間だったなと･･･

年齢を重ねれば重ねるほどに時の流れを早く感じ

るようになる、というのが一般的な感覚かと思い

ます。いったいどうして？みんなよく言うけど、

その原因って何？と思い、調べてみたところ、こ

れを解明するひとつの心理学的な考え方として、

19 世紀のフランスの哲学者ポール・ジャネが発案

した「ジャネーの法則」というものがあるそうです。

要約すると、「生涯のある時期における時間の心理

的長さは年齢の逆数に比例する（年齢に反比例す

る）」と、いうことらしいのです。例えば、50 歳

の人間にとって 1 年の長さは人生の 50 分の 1 ほ

どであるが、5 歳の人間にとっては 5 分の 1 に相

当する。よって、50 歳の人間にとっての 10 年間

は 5 歳の人間にとっての 1 年間に当たり、5 歳の

人間の 1 日が 50 歳の人間の 10 日に当たること

になるということです。

子供のころは見るもの触れるもの、すべて新鮮で新

しく感じることができますが、年齢を重ねるにつれ、

新しい体験をすることは減り、新鮮さを感じること

も少なくなり、単調に日々を過ごすようになること

がこの原因だと考えられているそうです。

そうだったのね･･･

日々の生活に少しでも新鮮さを感じることができ

るよう、仕事でもプライベートでも自ら進んで新

しい分野に飛び込んでいかなければ･･･と反省しま

した。

忘年会シーズンで飲み会続き、という方も多いと

思いますが、くれぐれも食べ過ぎ・飲み過ぎには

お気をつけて、楽しい年末をお過ごしください。

今年も、院外情報誌「かっとっぽ」をご愛読いた

だきまして、ありがとうございました。

来年も、よろしくお願いいたします。

（参照：ウィキペディア）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3

%83%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%

81%AE%E6%B3%95%E5%89%87

（広報委員会　馬込・山下）

○基本理念

　地域と共に歩み、

　　　　　　信頼され親しまれる病院

○５つの行動目標

①信頼と満足の得られる医療の提供

②地域の基幹病院としての診療機能の

　充実

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化

⑤地域における疫学研究と医療従事者の

　教育・研究の推進

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ

ください。

長崎県上五島病院

857-4404

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

電話　0959-52-3000

F A X　0959-52-2981

Email　kamihp@gold.ocn.ne.jp

URL　http://www.kamigoto-hospital.jp

編集 ・発行 ：上五島病院広報委員会　　2013.12.1 発行　　発行責任者 ：八坂貴宏

「年齢を重ねるにつれ、時の流れを早く感じる･･･なぜ？」
－　あ　と　が　き　－


