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院長予定は裏面。携帯予約方法は、スタッフへ
１週間の予定は i-Ticket の上段をご覧ください。

平成 1８年
11 月号

早いもので今年も、後、たった２ヶ月ですね。
11 月の異称は神楽月、雪待月、霜降月・・そこで寒い冬こそ当
院の床暖房の威力発揮！なのですが、原油価格の高騰で灯油で
温水を廻している当院には悲しいかぎり・・
病院をケチるわけにはまいりませんが、自宅
では家族会議でウォームビズが採決されま
した。皆様のご家庭では、何か対策がありますか？

合志市の乳幼児等医療助成制度

インフルエンザワクチン２００６
今年は順調にスタート
昨年までのワクチンの時間は、
「○○さーん」と

なんと、対象年齢が小学 3 年生まで！！

呼び込む看護士の声もかき消されるほどごった返し、一体玄関は？

乳幼児等医療費助成事業制度は、子育て支援のため取り組む

することも出来ず、
「こんなことでいいのだろうか？」と考えた末、

トイレはどうなっているんだろう？と不安が頭をよぎっても確認

合志市独自の医療助成事業ですが、今回子育て中の家庭への

今年は新しい試みで、窓口予約のみの「チケット制」にさせていた

月曜日、二馬力に！
月曜日、二馬力に！〔もう断らない〕

経済的支援を充実させるため、平成１９年１月診療分より、

だきました。しかしふたを開けるまでは不安もあり、一同身構えて

〔もう断らない〕
どこの病院でも同じかもしれませんが月曜の患者さんがとても
どこの病院でも同じかもしれませんが月曜の患者さんがとても

現在の就学前までを、小学校第３学年まで拡大されることに

いましたが、なんとびっくり！これがスムーズなん

なりました。

です。
「今年は少ないですね？」と昨年までを知る患

多く、特に連休明けなどは止め処なくアイチケットが入る為
多く、特に連休明けなどは止め処なくアイチケットが入る為
お断りしなければならない現状に頭をかかえていました。
兼ねてから打診してはいたものの、小児科医不足で実現出
兼ねてから打診してはいたものの、小児科医不足で実現出来ず
来ずにいましたが、先日急遽話しがまとまり、１０月１６
日より久留米大学小児科の後藤先生が毎週月曜助けにきて
にいましたが、先日急遽話しがまとまり、１０月１６日より久
下さるようになりました！！日曜の夜「明日はどうなるん
留米大学小児科の後藤先生が毎週月曜助けにきて下さるように
だろう・・」と不安にかられることもなくなり、月曜夕方
に終わりが見えず、時間延長で働くスタッフも、きっと
なりました！！日曜の夜「明日はどうなるんだろう・・」と不
これでニッコリでしょう。
安にかられることもなくなり、月曜夕方に終わりが見えず、時
先月１６日からすでに後藤先生効果発揮、アイチケットを
間延長で働くスタッフも、きっとこれでニッコリでしょう。
切ることなく、院長一人では決して診察出来ない数の患者
さんを受け入れられることが出来ています。もう月曜、
先月１６日からすでに後藤先生効果発揮、アイチケットを切る
断りません！！

者さん。いえいえ同じ数、それ以上でも、チケット

お断りしなければならない現状に頭をかかえていました。

ことなく、院長一人では決して診察出来ない数の患者さんを受

院長の診察を希望される方は
け入れられることが出来ています。もう月曜、断りません！！

義務教育就学前の者
（０歳から 6 歳到達後最初の 3 月 31 日まで）
制度内容はこれまでどおり変更ありません。
★ 小学校１年生から 3 年生まで

（今回拡大分）

いただいてから申請後の助成する「償還払い」制度です。

昨年は１２月まで一日中鳴りっぱなしの電話の対応に追われてい

申請による手続きが必要です。

た受付でしたが、おかげさまで今年のワクチン予約は既に終了させ

１０月下旬に対象者の世帯主宛に、手続きの詳細の説明書と共

ていただきました。

に申請書が郵送されます。申請の受付は 11 月 1 日から 11 月３０日

チケット制が成功かどうかはまた終了時に検討していきたいと思

です。申請された方には、12 月下旬に資格者証が郵送されます。

いますが、今回のチケット制に賛否両論あっても、私はチャレンジ
できて良かったと思います。実は失敗を恐れてもいましたが挑戦し

問い合わせ 合志市役所 子育て支援課 子ども家庭係
０９６−２４２−１１５９（直通）

外来診察もかなり整備されており、スタッフの方も充実していて、
正直かなり驚きました。電子カルテも初めてでしたし、インターネ
ットで予約するシステムも初めて見ました。患者さんにとっても
待ち時間が少なく、とてもスムーズに診察が行えると思います。
また、地域での小児科医としての姿を見ることが出来、これから先、
少しでも池澤先生の診察の手助けが出来たらと思います。
宜しくお願い致します。

久留米大学小児科

後藤憲志

ないことには、失敗も反省もなく、考え方も広がらないことを実感
しました。開業医という比較的自由な立場から、従来のやり方に

うっかり損してしまわないよう、この通信を読んだ対象者は

固執することなくこれからもチャレンジして一開業医の可能性を

そのまま役場にレッツゴー！

見出していきたいと思います。

◎早朝は、ご協力ください◎

久しぶりなので、緊張しています。

対応した苦労は決して無駄ではありませんでした。しかしこれも
ひと重に皆様のご協力あってのことです。本当に感謝申し上げます。

遠慮なく窓口で申し出下さい

初めまして、後藤憲志と申します。一般小児の外来は

ワクチンが行えるなんて！チケット作り、そして必死に窓口予約に

すべての対象者のおいて、一旦、窓口で医療費を支払って

〔院長の診察を希望される方は遠慮なく窓口で申し出下さい。〕

〜 ごあいさつ 〜

に時間を書き込んで渡したことで、順番通りこんなにもスムーズに

予約のしかたは来年また変わるかも知れませんが、いずれにして

当院は本来８時半診察開始ですが、早朝から患者さんが並び

も夏には号外、そして通信でお知らせしていきますのでどうぞ こ

昼までに終わらないため８時に窓口を開けております。

れからもご協力ください。本当にありがとうございました。

早朝はスタッフも４人ほどで対応しておりますが、最近

〜・〜・〜

「もっと早くみてほしい、薬局も早く開けてほしい」との声が。

ハロウイーンのお土産は GET できましたか？楽しみにしていたお

しかしもうこれ以上は限界です。申し訳ありませんが、

子さまも多く、また当日魔女？のコスチュームで来院、ヤリで院長、

８時開院時間はご了承ください。尚、薬局は８時２０分に開き

後藤先生をつっついて喜ばせてくれた子も・・。

ます。急患の方は朝８時まで医療センターが対応してくれます

小児科でヨカッタ！と改めて思う楽しいひとときでした。

ので御理解下さいますようお願い致します。

後

記

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

（文責 池澤 千恵子）

・ 木曜･土曜午後から休診ですが、かかりつけの患者さんの急患対応は行います。お薬が限定され、院内処方一日です。
・ 平日夜間急患は、電話にてご確認のうえ来院ください。
・ 不在、かかりつけ以外の方は、日赤・地域医療センターへお願いします。（時間外は紹介状なしで受診できます）

いけざわこどもクリニック予定表

いけざわこどもクリニック感染症情報
月

11 月
10 月 30 日

火

水

10 月 31 日

7日

2 診予定

13 日

金

＊再春荘病院小児科医当直は池澤診察ではありません
1日

小児科会合
夜：不在

6日

木
午後休診

8日

2日

15 日

11 日
休診

不在

小児感染症学会
（高知）

17 日

18 日

19 日

夕方：不在

朝〜夕方まで
不在

16 日

24 日

朝：在宅
13 時〜18 時
医療センター当番
夜：不在

夜：不在

28 日

29 日

30 日

夜：不在

25 日

（アデノウイルス感染症）

5日

10 日
休診

20 日

27 日

4日

9日

23 日
勤労感謝の日休診

2 診予定

休診

【10 月 1 日〜10 月 28 日】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

2 診予定

乳児検診
ふれあい館
ワクチン中止

22 日

12：30 まで
診察

文化の日
休診

2 診予定

21 日

日
急患のみ対応

夜：勉強会

学会準備会

14 日

3日

土
午後休診

学会準備会にて
不在

（りんご病）

突発性発疹

4（13）

感染性胃腸炎

234（272）

ヘルパンギーナ

1（2）

痘

手足口病

2（７）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

8（0）

3（10）

10 月半ばから溶連菌感染症方が増えてきています。検査は 10 分で
判りますので調子が悪い方は早めに受診お願い致します。
だんだん朝夕の冷え込みが厳しくなっていきます。外から家に戻る時
はうがい手洗いを行い、病気を予防しましょう。（担当：矢野 耕治）

１1 月のおすすめ絵本

「すりすり ももちゃん」
「どんどこ ももちゃん」
作：とよた かずひこ

今月はハイハイ赤ちゃんの頃から見せてあげたい
「ももちゃんシリーズ」の 2 冊をおすすめします。
いろんな出来事がありますが、最後にはやっぱりママ。
朗らかな気持ちになれる本です。
これを機に絵本の読み聞かせを始めてみませんか？

26 日

朝〜夕方まで
不在

（担当保育士：井手 あおい）

2日

☆アイチケット開始時間は 午前 8：30〜11：3０
2 診予定

0（0）

29（8）

3日
1日

伝染性紅斑

溶連菌感染症

水

12 日

3（5）

夕方から

会議（博多）

午後２：３０〜6：00 です

☆診察予定時間を超える場合、やむ得ずアイチケットを予定時間より早めに切る場合があ
りますが、その場合、直接来院せず、電話にてご相談ください。（夜間診察可能のとき

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10 日

には診察させて頂きます）
☆月曜日は 2 診で行いますので早めの進行が予想されます、アイチケットは頻回（3 回ぐ

2 診予定

夜：不在

不在予定

らい？）のご確認され遅れないようにお願い致します。

★予定表は急遽変更になる場合があります。アイチケットやお電話でご確認下さい★
夜間に再春荘病院を受診される時は電話（096-242-1000）にかけて対応可能かどうか確認してから行かれて下さい
再春荘病院小児科の先生が当直の時には、対応可能な事があります。（池澤診察ではありません）

＊アイチケット予約の方は必ず「まだかな」で確認してお越しください＊

