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２００８年、あけましておめでとうございます！
今年もたくさんの年賀状、ありがとうございました。
「おおきくなったよね〜」と家内とふたり、まるで親戚
の年賀状のように嬉しく拝見しました。年賀状を書く
ときに、私達のことを思い出してくださり、本当に嬉し
く思います。(年賀状が嬉しいのではなく、思いだしてくださった、という
ことが嬉しいんですね)開業以来かかりつけの子どもたちの成長と、
兄弟が増えていくことは私達の喜びでもあります！このつうしんを通じて、
皆さまに心よりお礼申し上げます。健やかな一年を！
元旦 池澤 滋

「まだかな？」よりも「いまどう？」
当クリニックは院内の待ち時間をなるべく少なくする為
にアイチケットを導入しています。予約でなく、ただの
順番とりですから進み方は日によって違ってきます。
「まだかな？」よりも是非「いまどう？」で進み具合を見ながらの
来院にご協力ください。最近、アイチケットが開始されてからほん
の数十分で切れることがあります。急患の為に数枚のチケットは確
保しておりますが、かかりつけの方でも受診が困難な場合がありま
す。大変申し訳ありませんが、待ち時間や緊急性と重症度を考慮し
て他院の受診をお願いする場合がありますことをご了承ください。

恒例★スタッフの抱負をいってみましょう！
「○○」が今年のテーマとその理由です
「好奇心・探究心」
院長秘書 矢野耕治
仕事・育児・地区の行事等、好奇心・探究心を常に頭の片隅に
いれながら自己の見識を広げるよう努力したいと思います。
「みんなに感謝！！」 看護師 高來英代
先生・奥様・スタッフ・家族・・・etc
みんなのおかげで毎日が楽しいです。
｢一歩先を考えながら仕事する｣ 看護師 松村かおる
先見の明をもって点滴になりそうな方、処置の必要そうな方に迅
速に対応できる自分になりたい為。
「笑顔」
看護師 木戸循子
忙しくても笑顔でいられるようにしたい。
「一生懸命」
看護師
村上美妃
たくさんの幸せが花ひらく一年になるように何事にも一生懸命に
頑張りたいと思います。

「いつも笑顔でいつも素直に」 看護師 田中由理
体調を崩して来院された患者様とそのご家族が不快な思いで帰る
ことがないようにいつも和やかな顔でいることを心がけたいと思います。
「笑顔」
看護師 関利恵
今年も笑顔を忘れずがんばります！！
「親切」 看護師 田尻千春
自分がされてうれしい事は人に親切にされることなので…皆様
に親切に出来れば…と思っています。
「仕事を頑張ります」 看護師 児玉幸代
数年ぶりの仕事復帰で嬉しさと仕事の大切さを改めて感じた一年
でした。仕事に早くなれ温かく患者様に接していきたいと思います。
「5 年目初心を忘れず」
受付 後藤ミチヨ
少しなれた頃なので初めての気持ちを思い出して日頃頑張って
いきたいです。
「家事手伝い」
受付 倉永真梨子
なかなか家事手伝いをする事ができず、母に甘えてばかりなので
今年は少しでも手伝えるように頑張りたいと思います。料理も作れ
るように頑張ります。
「健康管理」
受付 國武久枝
点滴など縁の無かった私が…去年人生で初の点滴を経験(T‑T)
他のスタッフにも迷惑をかけてしましました。いつもベストな状
態で仕事ができるようしっかり健康管理していきたいです！！
「初心を忘れずに仕事すること」
受付 原里美
仕事も 3 年目に入り馴れ合いにならないように、常に謙虚な気持
ちで患者様の立場にたち接したいと思います。
「あいさつ」 受付 神﨑朋子
あいさつは人と人との潤滑油
「何事も楽しむ」 受付 宮川由佳利
今年も色々と経験を積んで自分を好きでいれる１年にしていきた
いと思います。
「明るく元気に」 医療保育士 渡辺美春
どんな時も笑顔で頑張ります。
「スタッフ全員で小さなほこりを防ごう」
今村和子
掃除担当でも入りづらい場所がある為昨年は限界がありました。
「掃除に対しての前向きな姿勢」 平島節子
今年もできる限りの仕事を精一杯勤めますよう努力したいと思います。

熊本県合志市御代志２０３７−３
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。

サバイディー・ピーマイ
〜あけましておめでとう〜
財団法人「広げよう愛の輪運動」は 1999 年より、アジア太平洋地域
の障害者を日本に受け入れ、それぞれの障害に沿った福祉を学んでい
ただき、帰国後は母国のリーダーとして活躍していただこうという
(株)ダスキンの取り組みです。その中でも、お正月に一般の家庭で「日
本のお正月」を体験するプログラムに、池澤家が名乗り出て早 5 年、
タイ、台湾、パキスタン、カザフスタン、そして今年はラオスの２７
歳の青年です。付添に同行するダスキン本社のスタッフもおびただし
い電話の数に「よくもまぁ、こんな忙しいお宅に預かっていただける
なんて・・」と逆にこの家で大丈夫か！？と毎回心配されながら現在
まで続けてきましたが、家が散らかっているから、とか忙しいからと
か、言い訳していると、何にもできずに一生終わってしまいそうで・・。
ところで皆さんはラオスという国をご存じですか？何が有名なのか、
どんな国なのかさっぱり分からず、彼に直接聞いてみると絶句するこ
とばかり。ラオスの一般家庭にはまだ電気も水道もないのです。山で
ハンティングした獲物(モンキー、ラビット etｃ…)を食べ、兄弟１０
人分の食事を母親は朝 5 時に火を熾して作り、川で洗濯するという話
に一同「エッ？エェ〜！！」言葉が出ませんでした。彼の家に電話が
ない話も、最近携帯を欲しがる小５の娘にはかなり堪えたようで、一
瞬にしてその欲は消え去った様子。生まれた時から電気もガスも当た
り前のように使え、停電したら文句をいう私達の生活は、彼らにはど
う映っているのでしょうか？障害者は差別され結婚することさえ世間
に認められていない国、電気も水道も何もない母国へ、また彼は帰っ
ていきます。その障害はポリオによる肢体不自由でしたが、笑うとさ
わやかで、字もとても美しく、ただ左足が少し不自由なだけ。車いす
があっても、そとはガタガタ道、バスもなく、車もなく、きっとひた
すら、また彼はでこぼこ道を松葉つえで歩いていかなければなりませ
ん。何もない所から何かを築きあげる困難は想像を絶しますが、彼が、
ラオスの福祉を少しづつ築きあげていってくれることを願うばかりです。
ポリオは日本では 1960 年に大流行し、6500 人に達する患者が報
告されています。しかし 1964 年に国産生ワクチンの２回接種が開始
され、1980 年以降根絶状態ですが、今尚ラオスでは医療機関がある
町に住む人だけがそれを接種することができ、彼のような田舎に住む
人々は、まだポリオの後遺症で障害を持つ人が後を絶たないというこ
とです。当たり前に、というより、面倒くさいと嫌々接種に行く方が
いらっしゃれば、この話で意識が変わると思います。すべてに「あた
りまえ」なんてないんですね。私達が国や政府に守られ暮らしている
ことを再認識しました。アジアの人々が、世界の人々が、せめて最低
限の保障の中で、人として生まれた喜びが感じられるような生活がで
きるよう祈らずにはいられません。
「サバイディー・ピーマイ」今年も池澤家は研修生の母国の言葉で
新年を迎えました。「ラオス」という国に触れ、困難を極めた彼らの
生活に思いを馳せ、わが身を悔い改める元旦となったのです。
（文責 池澤 千恵子）

いけざわこどもクリニック予定表
月

1月

火

水

金

＊再春荘病院小児科医当直は池澤診察ではありません

31 日

1日

2日

休診

休診

休診

ＡＭ在宅予定
14〜22 時
医療センター当番

木
午後休診

ＡＭ在宅予定

ＡＭ在宅予定

3日

4日

休日当番医
9 時〜17 時

・ 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）

土

日

ちょっとだけ

午後休診

急患のみ対応

12：30 まで
診察

休診

5日

6日

作：たきむら ゆうこ 絵：すずき ながこ
赤ちゃんの誕生によって、お姉ちゃんになったな
っちゃんの姿を、 ちょっとだけ という言葉を
遣って、とてもかわいらしく表現してある本です。
きっと、なっちゃんの気持ちや、お母さんとの関
わりを通し、うなづいたりなつかしく思ったり・・・
いろんな意味で温かい気持ちになれる１冊だと
思います。何度も読まれた方は、
『なっちゃんを⇒○○ちゃん』と、子どもさんの
名前に変えて読まれてみて下さい

2 診予定

13-17 時
日赤当番
再春荘病院
小児科医当直予定

8日

2 診予定

9日

ワクチンあり
午後休診

再春荘病院
小児科医当直予定

医療センター当番
19〜24 時

会議 19：００〜
再春荘病院
小児科医当直予定

2 診予定

18 日

19 日

14 日

15 日

16 日

17 日

成人の日
休診

2 診予定

再春荘病院
小児科医当直予定

ワクチンあり
午後休診

21 日

22 日

2 診予定

28 日

29 日

23 日

24 日

夜不在

ワクチンあり
午後休診

30 日

31 日

11 日

１２日

13 日

シルバーに優しく！

20 日

2 診予定

25 日

26 日
休診
←―研修会

２月 1 日

２月 2 日

27 日

２月 4 日

2月5日

再春荘病院
小児科医当直予定

４ヶ月健診
ワクチン中止
午後休診

2月6日

2月7日

2月9日

――→

ワクチンあり
午後休診

1診

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。

２月 3 日

【11 月 26 日〜12 月 30 日現在】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

20（8）

ＲＳｳｲﾙｽ感染症

36（11）

溶連菌感染症

42（21）

インフルエンザＡ型

4（0）

感染性胃腸炎

222（122）

突発性発疹

17（12）

2 月 10 日

水
2 診予定

ごく一部の方なのかもしれませんが、有効期限がき

いけざわこどもクリニック感染症情報

2 診予定
午後不在

2月8日

保険証徹底確認！

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。

（アデノウイルス感染症）

2 診予定

1 月 26 日(土)
研修会参加のため休診です

（医療保育士 渡辺美春）

10 日
7日

おしらせ

休診
不在--→

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）

痘

42（11）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

2（2）

200７年度末まで当院ではインフルエンザの大流行はみられませんでした。
お正月は外に出かける機会も多いとは思いますが、うがい・手洗いを帰ったら必ず
行うようにしましょう。
（担当：矢野 耕治）

