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一気に冬になった気がするのは私だけでしょうか？
「おかあさん、もういい加減衣替えしてくれないかな？
たぶん、うちだけだと思うよ・・」我が家のしっかり娘
に淡々と言われてしまいました。半そでにパーカーなど
羽織りものでどうにかここまでやり過ごしてきましたが、先月末、子
ども達に呆れられながらやっと衣替えした池澤家です(＞＜；いやぁ、
ホント急に寒くなりました(まだ言いわけ)よね？いよいよ師走に入
りました。一年を振り返るこの季節、皆さまにはどんな思い出が残る
のでしょう。とにかく元気にお正月を迎えられますようお祈りいたし
ます。

12 月のおすすめ絵本
サンタクロースって ほんとうにいるの？
ぶん＝てるおか いつこ え＝すぎうら はんも

もうすぐクリスマス！！ いくつになっても、素直で素敵
な子どもであって欲しいなという気持ちをこめて、
ストレートなタイトルの本を選んでみました。
『サンタクロースって ほんとうにいるの？』・・・
誰もが一度は不思議に思った事でしょう。
子ども達の質問に対して、答えるパパやママの姿が小さく
描いてある所もとってもかわいらしいですよ。
どうぞ、皆さんも「なぜ？」
「どうして？」をきっけにイメ
ージを膨らませていってください。（医療保育士 渡辺美春）

いけざわこどもクリニック感染症情報
【10 月 29 日〜11 月 25 日現在】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

8（3）

ＲＳｳｲﾙｽ感染症

11（1）

溶連菌感染症

21（8）

インフルエンザ

0

感染性胃腸炎

122（76）

突発性発疹

12（21）

（アデノウイルス感染症）

水

痘

11（1）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

2（2）

嘔吐や下痢の方が急増しています。大人にもうつっているので用心されてくださ
い。当クリニックではまだインフルエンザはでていません 11/29 日現在。
（担当：矢野 耕治）

〜お詫び〜
先月 11 月 24 日は連休のなかびということもあって、午前中だけで
３００枚近いアイチケットが入り大混雑となりました。対応の面で皆
様にご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫びいたします。
2 時からはインフルエンザワクチン予約が入っており、受け入れは物

理的に無理であったと反省します。今後このような事態が起こった場
合、速やかに患者さまに連絡し、他の医療機関の受診を勧めていきた
いと思います。当日は、長くただひたすら診察を待って頂いたにもか
かわらず、特に苦情もなく、じっと耐えてくださいました皆様に、改
めて深くお礼を申し上げます。アイチケットが切れた後、どうしても
当院受診希望の方は時間外での対応を検討いたします。

〜スタッフ紹介〜
看護師 白石美香
はじめまして、看護師の白石です。今年の３月まで福岡大学筑
紫病院で病棟ナースとして働いていました。今までは内科専門
でしたが子どもが大好きで「ぜひ、小児科で働きたい」と思い、
こちらで働くこととなりました。私事ですが、今年９月に結婚し、 新
婚ホヤホヤです。これからは私自身の子どもも欲しいと思っています。
先輩ママさんたちともたくさん情報交換をしていきたいと思ってい
ます。そして私も母親の目線で子ども達のことを考えながら、いつも
笑顔で楽しく頑張っていきたいと思っています。
何でも気軽に話してくださいね！どうぞこれからもよろしくお願い
いたします。
受付 神崎朋子
はじめまして、11 月からお世話になっています神崎朋子(こ
うざきともこ)と申します。11 年ぶりの社会復帰で毎日がド
キドキです。不慣れな対応(特に電話で)ご迷惑をおかけしてい
ますが、よろしくお願いいたします。現在泗水小に３年と１年の娘が
おります。
受付 宮川 由佳利
はじめまして。11 月から受付にいます。月、土と出勤します
宮川と申します。学生の時に医療事務の資格をとって、本格的
に仕事をするのが初めてなので、大変な時もありますが、毎回
多くの気づきを皆さんに頂いて、色んな経験をさせてもらってます。
学生の時から小児科志望だったのですごく楽しいです。朝は少し早い
ですが・・・好きな音楽を聴いてテンションあげてます☆最近はＣＭ
でもよくかかってる''ここにいるよ''がすきです！！みなさんも是非聞
いてみて下さい！

一年経過して
久留米大学小児科学講座 後藤憲志

去年の 10 月 16 日からいけざわこどもクリニックで働き始め
て一年が経過しました。
月曜と土曜に勤務していますが、皆さんご存知でしょうか？ご
存知でない方も居られると思うので今更ですが自己紹介をさせてい
ただきます。
出身は佐賀県鳥栖市です。立ち寄ったことは無いかもしれませんが通
過したことはあると思います。田舎です。大学は宮崎医科大学だった
ので宮崎も詳しいです。宮崎に行って焼酎が大好きになりました。趣

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。

味は音楽鑑賞、オーディオ、車、ゲーム、読書（マンガ）、サッカー
です。サッカー以外の趣味を今書いて気付いたのですが、ちょっと秋
葉系かもしれません。実際秋葉原に行ってみるとちょっとドキドキし
ます。久留米大学小児科講座の感染症グループに所属しており、池澤
大先生の後輩になります。現在は大学院生として感染医学講座臨床感
染医学部門というところで細菌、ウイルスの研究、および海外渡航外
来といって海外渡航者を対象とした外来をしています。
最近仕事内容が厳しいため小児科医が少なくなっているという報道
をよく耳にしますが、いけざわこどもクリニックで働き始めて僕は小
児科医でよかったとつくづく思います。初心に帰る事が出来るからで
す。僕が小児科医になろうと思ったのは中学生の時です。弟がネフロ
ーゼ症候群という腎臓の病気で久留米大学に入院したのです。大学病
院に面会に行くとステロイド治療のため免疫力が低下しているので
一番奥の白血病の子供たちと同じ部屋に弟は入院していました。部屋
に入ると髪毛、眉毛の無い子供たちがたくさん居ました。中には嘔吐
している子供もいて、部屋に入った瞬間、思わず目を伏せてしまいま
した。子供たちは何かを感じたのか僕には何も話しかけてきませんで
した。それからなんとなくモヤモヤがどこか痞えたままだったので次
に面会に行くときは色々遊んであげようと思っていました。次に面会
に行った時はベッドの配置が変わっていて子供たちも少し顔ぶれが
変わっていました。そのときは何もわからなかったのですが、家に帰
って、ベッドの配置が変わった理由をきいて思わず固まってしまいま
した。中の一人が敗血症で亡くなっていたのです。これからまだまだ、
やりたい事、楽しい事が待っている将来有望な子供たちが亡くなるよ
うな社会ではあってはならないと痛感しました。その時に子供たちの
支えになることを僕の生涯の生業としようと決めたのです。その後、
弟は無事に治癒し再発も無く今は元気に働いています。僕も無事に小
児科医になることができました。いけざわこどもクリニックで働くよ
うになってそのときのことをよく思い出します。そのたびに今自分に
出来る事のすべてを子供たちにしてあげようと再認識しています。最
後に、全く個人的な事ですが今年の 10 月に入籍しました。大学院生
なので卒業してから式を挙げる予定です。今後もしばらく月曜、土曜
の診察に参りますが、病気のことでも、それ以外のことでも気軽に声
をかけて頂けると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

〜あとがき〜
月曜、土曜に後藤先生が加わり、この一年、スタッフもどんどんふえ
ていきました。５年前は５人だったスタッフが今では２０人以上・・
想像もできなかった今があります。小児科医は年々減る一方で激務と
なり、院長は地域医療センターの当番にも加え、今年から日赤の当直
も入ってきました。本当にどうやって体調を整えたらいいのか分から
ないほどです。しかし、患者さまに一番近い医療現場であるクリニッ
クとしてこれからも志を見失わないよう努めていきたいと思います。
大みそか、お正月も例年通り、二人で出来る限り、急患対応をするつ
もりです。同じように、私達も子どもをもつ親として、皆さまにいつ
も安心できる存在でありつづけられますよう、どうぞ来年もいけざわ
こどもクリニックを宜しくお願いいたします。 文責 池澤千恵子

いけざわこどもクリニック予定表
月

12 月

火

水

27 日

2 診予定

再春荘病院
小児科医当直予定

3日

4日

28 日

5日

11 日

18 日

2 診予定

10 時から急患
対応予定
再春荘病院
小児科医当直予定

7日

25 日

13 日

日
急患のみ対応

12：30 まで
診察

休診

1日

2日

2 診予定
夕方：不在

九州外来小児科
学会参加：不在

8日

9日

休診
←小児ｱﾚﾙｷﾞ- 学会（名古屋）→

15 日

16 日

ワクチンあり
午後休診
夜：久留米同門会

夜：医師会不在

2 診予定
夜：不在

在宅未定

19 日

20 日

21 日

22 日

23 日

再春荘病院
小児科医当直予定

ワクチン中止
午後休診
4 ヶ月健診

26 日

27 日

2 診予定
再春荘病院
小児科医当直予定

28 日

ワクチンあり
午後休診
夜；不在

2 診未定

31 日

1月1日

1月2日

休診

休診

休診

ＡＭ在宅予定

ＡＭ在宅予定

ＡＭ在宅予定
14〜22 時
医療センター当番

6日
再春荘病院
小児科医当直予定

土
午後休診

14 日

12 日

再春荘病院
小児科医当直予定

休診

30 日

ワクチンあり
午後休診
夜：勉強会

2 診予定

24 日

29 日
再春荘病院
小児科医当直予定

2 診予定

17 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

26 日

10 日

木
午後休診

・ 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）

1月3日
休日当番医
9 時〜17 時

29 日
休日当番医
9 時〜17 時

1月4日

休日当番医
9 時〜17 時

30 日
休日当番医
9 時〜17 時
再春荘病院
小児科医当直予定

1月5日

1月6日

2 診予定

休診

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）

12/9（土）院長小児アレルギー学会参加の為、休診となります。
12/23(日)・29(土)・30(日)、1/3(木)は休日当番医となっています。
診察時間 9：00〜17：00（アイチケット使えます）
（薬局はあきますが休日当番医のため定期処方は出来ません）
☆ 6 月 1 日より毎回保険証の確認をするようになりました。保険証確認出来なかった方は
全額負担とさせて頂きますので、お忘れになられないようお願い致します。
☆ 都合により、ご両親が付き添えず代理の方で来院される際も可能ならば直接来院されず
にアイチケットで予約し来院されてください。
＊直接来院の場合、院内で待って頂く事になるため 院内感染しない為にもご協力をお願い致します。

シルバーに優しく！
現在、当クリニックでは携帯電話とインターネット
によるアイチケットでの予約来院をお願いしており
ますが、ご年配の方には、逆に来院し辛くなってし
まったようで、心苦しく感じていました。
そこで朗報！！６０歳以上のご年配の方は電話での
順番取り受付けを 8：30 から致します！！
電話があった時点でチケットをこちらがとりますの
で、時間予約ではありません。あくまで順番とりに
なりますが、直接来院して一旦帰る手間はなくなる
と思います。どうぞご利用ください。

保険証徹底確認！
ごく一部の方なのかもしれませんが、有効期限がき
れてしまった保険証をお出しになられたり、変更さ
れていても、
「変わりません」と窓口に伝えられる方
がおられます。先月から受診時毎回確認を行ってい
ますので、お手数かけますがご協力とご理解をいた
だきたいと思います。

☆アイチケット開始時間は午前 8：30〜11：3０ 午後２：３０〜6：00 です。
☆月曜・土曜２診で行う時はアイチケット番号 10 番前迄にお越し下さい。
1 診の時はアイチケット番号 5 番前迄にお越し下さい。
☆都合により、アイチケットで予約をしていて来られなくなった場合は、キャン
ゼルの電話をお願い致します。
☆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。
☆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。
〜皆様のご協力よろしくお願いします〜

