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めっきり春らしくなりました。今年ご入園、ご入学を
迎えられるご家族にはお喜び申し上げます。
三月には卒園式寸前にインフルエンザにかかってし
まい、親子ともに涙をのんだ方も多く、なんと声をか
けていいものか言葉がみつからず、やはり医療側とし
ては出席を容認することができませんでした。しかし、そんな方々も
考えてみると次に入学式というイベントが待っているのですね。今度
こそ、素晴らしい晴れの日になることをお祈りいたします。

新しいスタッフの紹介
昨年１０月から、久留米大学より、後藤憲志先生が月曜、土曜と、一番忙しい
日に来ていただき、お断りする患者さんも減りましたが、と同時に、当たり前
の事ですが、検査、処置、処方会計も 2 倍・・
とうことで、先月から入ったスタッフのご紹介とまいりましょう。

喜田川ひとみ（受付）
2 月からお世話になっていますが患者さまのあまりの多さに
ビックリ！！２・３時間待ちは当たり前の状況で右往左往しています。
私も 3 歳の男の子の母であり、子どもが病気になった時の母親の苦労
は身をもってわかっています。具合の悪い子どもさんは勿論、
看病で疲れているお母様方にも院内で気持ちよく過ごして頂けます
よう精一杯努力して参ります。まだまだ不慣れで行き届かない所
ばかりですが、どうぞよろしくお願い致します。

田尻

千春（看護師）

今年 2 月からこちらに勤務させて頂いています。私には２才の女の子
がいますが、元々こちらに受診していた患者のママという立場でした。
子どもが病気になると看護師の自分でもやはり不安になり
心配でたまらなくなります。でもこちらに受診し先生から「大丈夫」
と言って頂いたりスタッフの方々の優しい言葉、笑顔に元気を頂き頑
張ろうと思えます。同じ親の立場として、付き添いで来院される
皆様の不安が少しでも解消され笑顔で病院をでて頂けるよう、又具合
の悪い子どもさんにも一日でも早く元気になって頂けるよう、精一杯
努力して参ります。まだまだ不慣れですが何かありましたらいつでも
声をかけて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
★お詫びとお願い★
待ち時間短縮と院内感染防止のためにアイチケットを導入して２年。
2007 年 2 月 7 日にスタッフが登録代行させていただいた時に、ド
メイン指定のミスがあったことが、判明しました。大変もうしわけあ
りませんでした。メールの不都合に気づかれた方は、スタッフにお申
し出くださいますよう、お願い申し上げます。また、今後の登録代行
は、ケイタイ所有の方と一緒におこなっていきます。
院長

でんわ ０９６-２４２-６６３３
http://www.ikezawa-kodomo.com
アチケット順番とり http://paa.jp/t/118901/
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。

いけざわこどもクリニックのげん木！！
いよいよ毎年恒例のクリニックのさくらが咲き始めました。
役場前の桜は散っても、
こちらはムリヤリ 5 月まで咲いています。
保育士が慌ただしい中、せっせと時間を見つけては、一生懸命ピ
ンクの折り紙にお子様の手形をとってまわっていますので、ご協力よろしくお
願いいたします。我こそは！という方もぜひぜひ声をかけてくださいね。
今年もみんなでげん木を咲かせましょう！

タミフル１０代処方中止
3 月 21 日、春分の日の朝、医療界に衝撃が走りました。
インフルエンザ治療薬であるご存知タミフルが、転落事故が相次ぐ中、
とうとう１０代に処方中止となってしまったのです。
大流行する最中「因果関係は明白でないものの、注意喚起を呼び掛け
る必要がある」という判断での緊急措置。春分の日は（覚悟していた
ものの）朝から受信希望の電話の嵐で、午前中だけで３０人以上の急
患（うち 19 人がインフルエンザ！）を診察しましたが、当日インフ
ルエンザと診断された１０代の方に、昨日まで飲ませることができた
タミフルを今日からは無理、というのも残酷のようにも思えました。
現在タミフルは１０歳以下でもご希望に添って処方するようになりま
したが、ニュースを見た恐怖心から直ぐに「結構です」と判断したも
のの、我が子の苦しむ姿に耐えられなくて翌日「やっぱり飲ませたい」
と再来される方も数人おられました。インフルエンザと診断され、急
にその決断を迫られるわけですが、ひとり３分とない診察時間で、バ
タバタと次から次に押し寄せる患者さんを抱え、とまどいの中決断せ
ざるを得ない親御さんの気持ちに寄り添えず、申し訳なく思いました。

我が家のインフルエンザ・２００７年
食欲旺盛で、出された食事を残すことのない長女が日曜の朝、お肉を
一口かじって「ごちそうさま・・」と席を立った。
「んーっ、もったいなーい！」と末娘とふたり、長女の残した食事を
きれいに食べてしまったその３時間後「きつい、きつい」と言い出し
た長女。額を触ると熱がある！「もしかして・・インフルエンザ？」
「ぎゃー！お姉ちゃんのかじった肉食べちゃったよー」と固まる末娘。
一家全員、速攻マスク防備でぐったりした長女の検査を固唾を飲んで
見守ったが、熱がでた直後にも関わらず結果は陽性。ドタバタと慌て
て部屋を隔離したが、恐れていた通り、今度はいつもくっついて寝て
いた下の娘の頬がうっすら赤くなってきた。熱を測ったら３７．８度
だが、恐る恐る一応検査することに・・。次女は念力を振り絞るが如
く検査キットに拝んでいたが祈りは空しくうっすら陽性に。次第にぐ
ったりした二人は、相当きついのだろう、うんうん唸って一日中寝て
いる。食事どころか、起こさなければ水分さえ摂れない。
「こんなぐったりしたこども、見ていられないよね。」外来で陽性と診

断された親御さん達の気持ちを想像せずにいられなかった。いくら
「熱で頭はやられませんから安心してください。
」と外来で指導してい
ても、所詮親はこどもの熱が高い間中心配だし、安心してぐっすり寝
ることなんて出来ないのだ。それでも 3 回目のタミフルが投入された
あたりから熱は下がり始め、魘されたのは 2 日間だけだった。娘の残
した肉をかじった私もなんとか無事で我が家のウイルスは消失した。
熱が下がりすっかり元気になってしまうと今度は退屈でしょうがな
い。しかし熱が下がっても 5 日間はウイルスがでているため、その間
の出席停止は止むを得ない。元気なのに外に出られず、いくらマスク
をしたってオープンしたてのエブリワンにも行っちゃいけないのだ！
それが長女は理解できても２年生の娘は、お友達に会いたくて仕方な
い。夜に明日の時間割を用意したランドセルをパジャマ姿でかつぎ「私、
もうなおってるよ！明日行くからね！」とまるで家出を宣告するよう
に私達をにらみつけたが、結局そう出来ないことを悟り、布団の中で
しくしく泣いていた。どうしようもないことがある。仕方ないことが
時々おきてしまう。しかし、今こそ社会のモラルを教えていかなけれ
ばならないし、悔しい経験こそ、大人になるための訓練で、それを何
度も繰り返し、違う考え方や、受け止め方があることを容易に自分で
見つけられるようになるはず。この苦い思いも、ちょっぴりこどもた
ちの心の成長につながったのだと思いたい。

開院５周年
おかげさまで、この春当院は 5 周年を迎えます。５人のスタッフ
で始まったクリニックも気がつけば１９人！電子カルテの為、次第
に増えていくパソコン、開院初日２１人だった来院数も今では
３００人近くになった為、院内は本当に狭くなり院長もスタッフも
ぶつかりそうになりながら走り回る日々です。有難いことに素晴ら
しいスタッフが集まり、毎日朝早くから遅くまで、こんな忙しいク
リニックで実によく頑張ってくれています。思えば開院して２年間
は２４時間対応していた為、夜中の急なピンポンや、痙攣が止まら
ない患者さんを救急車で医療センターに搬送し、朝方タクシーで帰
宅したこともありました。第二駐車場が出来、インターネットの予
約開始、大学からの応援、振り返ると、さまざまな手段でどうにか
対応しようとクリニックは進化し続けています。聴診器をあてるだ
けでなく、経営者として、予想外のさまざまな問題や雑用にも対応
しながら、例え不調でも、何かを犠牲にしても、この５年間、院長
は決して休むことはありませんでした。「病院に行きたがって困り
ます」「ままごとに先生も登場します」などの嬉しいお話や、先日
南小のコンサートでヴィーブルに行った際もあちこちから「しぇん
しぇい、しぇんしぇい」と首が回らないほど声を掛けられる姿を傍
から見て、今更ながら驚き、夫にはこれが天職なのではないかと思
いました。小児科医が激減し、小児医療の危機が叫ばれる昨今、当
然の激務の中、それでも本当に子どもが大好きだからこそ、院長は
じめスタッフ全員がその笑顔に励まされ、癒され、頑張っていける
のです。常にエネルギーを与えてくれる子ども達に感謝！！
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・日曜・祝日急患は、電話にてご確認のうえ来院ください。
（アイチケット予定も急に変わることあります）
・ 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

4月
26 日

火

水

木
午後休診

金

＊再春荘病院小児科医当直は池澤診察ではありません
27 日

28 日

29 日

30 日

土

日

午後休診

急患のみ対応

12：30 まで
診察

休診

31 日

【2 月 26 日〜3 月 25 日】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

5（17）

インフルエンザＡ型

341（65）

溶連菌感染症

37（37）

インフルエンザＢ型

36（11）

感染性胃腸炎

174（226）

突発性発疹

11（14）

（アデノウイルス感染症）

1日
午後不在
夕方頃より
在宅予定

水

痘

手足口病
2日

3日

4日

10 日

２診予定

16 日

17 日

２診予定

再春荘病院
小児科医当直予定

13 日

再春荘病院
小児科医当直予定
夜：学会準備会

ワクチンあり
午後休診
夜；不在

再春荘病院
小児科医当直予定
勉強会：中央ＨＰ

19 日

20 日

7 ヶ月健診
ワクチン中止

夜：医師会会合

25 日

26 日

２診予定

再春荘病院
小児科医当直予定

夜：不在

ワクチンあり
午後休診

5月1日

5月2日

5月3日

14 日
再春荘病院
小児科医当直予定

２診予定
ワクチンあり
午後休診

21 日
再春荘病院
小児科医当直予定

２診予定
ワクチンあり
午後休診←――

午後休診 夜勉強会

24 日

ｱｲﾁｹｯﾄ使えます

午後休診
夕方から学会参加――

12 日

18 日

7日

8日

27 日

28 日

17（18）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

ＲＳｳｲﾙｽ感染症

6（14）
0（1）

インフルエンザの流行がピークになり大幅に人数が増加しています。
インフルエンザ治癒後もあまり無理せず体調が戻るまでは人ごみの
おおいところは避けましょう。
（担当：矢野 耕治）

2 診予定
ワクチン中止

11 日

23 日

30 日

6日

ワクチンあり
午後休診
勉強会

２診予定

9日

5日

27（32）

――――→

4 月のおすすめ絵本

15 日

「がんばる！ たまごにいちゃん」
午前不在
18−23 時
医療センター当番

作・絵：あきやま ただし

４月、いよいよ新年度がスタートしますね。
今月は「がんばる！たまごにいちゃん」の絵本を紹介します。
たくましく成長したたまごにいちゃん。
でもある日、たまごの頃がなつかしくなって・・・
子供が成長していく時に感じる心を楽しく描いてあります。

22 日
日本小児科学会
― ――→

（担当保育士：牧坂 亜紀）

29 日

☆アイチケット開始時間は 午前 8：30〜11：3０

２診予定
ワクチンあり
午後休診 夜不在

運動会

5月5日

5月6日

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

5月4日

には診察させて頂きます）
☆順番の時間通りこられない方は、やむ得ぬ事情がない限り順番を後にまわす事があります

休日当番医
9〜17 時

休診

休診

休診

休診

休診

休診

皆様のご協力よろしくお願いします

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）

★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★
＊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＊

