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平成 21 年
2 月号
あっという間に今年も 2 月に突入、新年の誓いをたて
る暇もなく、新年早々インフルエンザが流行し、ばた
ばたとした毎日を送っています。アイチケットも連日、
早い時間に切れてしましますが、できるだけ多くの患
者さまの診察をさせていただきたいと奮闘しています。しばらくは待
合室をはじめ、感染室も込み合いますが、皆さまのご協力とご理解を
お願い申し上げます。

いけざわこどもクリニック感染症情報
【12 月 29 日〜1 月 24 日現在】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

26（29）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染症Ａ型

99（3）

溶連菌感染症

21（44）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染症 B 型

25（0）

感染性胃腸炎

83（182）

突発性発疹

13（11）

（アデノウイルス感染症）

水

痘

手足口病

17（13）
0（17）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

ＲＳｳｲﾙｽ感染症

15（25）
0（24）

１月の第３週から猛烈な勢いでインフルエンザにかかる方が増えています。
しばらくは猛威を振るうと思われますので人ごみを避け、うがい・手洗い・
マスクをして予防しましょう。
（院長秘書 矢野）

>

スタッフ紹介
宮坂 美保
看護師
１月から勤務させていただいております、宮坂美保です。
合志須屋に住んでいます。夫と小学生２人の４人家族です。趣味は
ベランダガーデニングと野鳥の観察です。モットーは"明るく
元気よく！"です。一日も早く皆様のお役に立てるように頑張って
いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

MR ワクチン公費補助は３月末まで！！
確実な予防の為、昨年度から２回接種となったはしかと風しんの
ワクチン（MR ワクチン）は今年４月に入学する児童が対象で、
３月末までに接種しないと、公費補助や、万一の健康被害時に国の
救済制度をうけられません。
残り一ヶ月で全員接種を目指したいと思いますので、お知り合いの
方で一年生になられるお子さまがいらっしゃいましたら声をかけ
ていただきたいと思います。驚くなかれ、自費となった場合は
１１５００円！それだけではなく、医療費負担や保障面など予防接
種法に基づく手厚い健康被害救済制度の対象外となりますので、
本来ワクチンの時間は２時〜３時ですが、接種率を上げるために
出来るだけお時間の都合も合わせていきたいと思います。

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。

は動物図鑑を先生が子どもに見せ「これはなーんだ？」というものだ。
うちの長男は３月の早生まれで、まだ３歳にもなっておらず、また
一人目だから？かかなりのおっとりで、
「おはなし」がまだまった
く出来なかったし、自分の名前もフルネームは言えなかった。検診
では尽くその都度マークされ、帰宅後電話がかかるほどだったから、
当然ながら先生の質問になど答えられるわけはない。でも毎日絵本
は欠かさず声が嗄れるまで読んで聞かせていたから、「この子はま
だうまくコミュニケーションがとれないだけで、きっとわかってい
るんだ！」と内心、信じていた。しかし初対面の先生にはやはり伝
わるわけもなく、集団テストでまわりが「きりん！」「パンダ！」
と元気に答えるその中でダンマリをきめこむわが子に「あらっ？！
しゃべれないの？」といわんばかりの先生の表情・・・

予防接種の携帯予約開始

「あー、だめだぁ〜・・」奇跡でも起きないかぎり、動物の名前な

◎以前、インフルエンザワクチンや Hib ワクチンのみ予約できて
いましたが、他の予防接種（麻疹・風疹、三種混合他）も携帯・
ネット予約できるようになりました。
◎２００８年にご利用いただいたインフルエンザ予約の番号が
そのまま使えます。番号を忘れた方は初めの方はこちらから再登
録していただき同じ登録内容であれば以前登録した番号がわか
ります。それでもできない場合は新規でまた登録してください。
メールアドレスを登録すると返信が返ってきますのメールアド
レスの登録を必ず行ってください。
◎前日の夜までは申し込みが可能です。
◎以前通り窓口や電話での受付も行いますが、携帯・ネットでの
予約は時間など詳細にわかりますし、変更も自由にできます。
（２４時間対応）。是非ご利用お願いします。
アドレスは、http://www.2426633.com/i/ です。

んて言えるわけがない。図鑑はカメやウサギなど小動物からはじま
り、ライオン、キリン、そしてさいごのページをめく
った時になんと奇跡が起こった。
「ぱおー！！」
懲りもせず「これは？」と先生が聞いたその指の先には大きな「ぞ
うさん」がいたのだ。
それが、息子がテストで発した、たったひとつの言葉だった。
(しかも右手はしっかりぞうさんのお鼻のフリつきで！・・)
子どもを３人産んで子育てのピークをとっくに越えた今、入園テス
トが出来ようが出来まいが、「♪ど〜でもいいデスヨ♪」と余裕で
思えるが、その頃は傍から全神経を使って「がんばれ！がんばれ！」
と心の中で無理な期待をしていた。

2 月のおすすめ絵本

お で ん の ゆ
作：真珠 まりこ
おなべのおふろにだいこんさんが入ります。「ああいいゆだな。」
ちくわくんや、じゃがいもくん、こんにゃくさんたちが
次々に入って きて…、
「いーち にー さーん しー ごー もういいかーい もういいよー」
ほかほかおでんのできあがり。いただきまーす！
子どもたちはみんな大好き食べ物の赤ちゃん絵本です。
次々に登場するかわいいおでんたちも魅力的ですね！！
心も体もぽかぽかになりながら 読んでみてください。
（保育士 渡辺美春）

「ぱお〜！」
１０年程まえ、長男が入園するときだった。私達が希望

成長には個人差がある！と理解していても家庭から集団生活に入
ると、どうしても自分の子が「遅れてる？」「まだできない」と
比べたり、心配したり・・。

する幼稚園には「入園試験」らしきものがあった。実際に何がだめ

あれから１０年、中学生になった長男のおっとりは相変わらずだ。

で落ちるとも知らないが、当日一同に集められ、いくつかのテスト

同級生がコーラを飲んでもひたすら牛乳いっぺんとう、未だ炭酸が

をこなさなければならなかったのだ・・。

飲めず、アイスも絶対バニラだ。しかし気がつけば、背丈は夫を超

まっすぐに貼られたテープの上をバランスよく歩けるか、ケンケン

え、ている。もう誰とも比べることはない。彼は彼なりのペースで

と片足飛びができるか、など運動能力を確かめるようなテストがあ

成長しているようだ。

ったことを覚えている。そして忘れもしない、最後のテスト、それ

あの頃も、そして今も。

（文責 池澤 千恵子）

いけざわこどもクリニック予定表

６０歳以上の方の付き添いの場合は電話での順番取り受付けを 8：30 から致します！あくまでも順番とりですがご利用下さい。

水

木
午後休診

金

土
午後休診

27 日

28 日

29 日

30 日

31 日

4 ヶ月健診
ワクチン中止
午後休診

再春荘病院
小児科医当直予定

2 診予定
夜；不在

昼前より不在

5日

6日

7日

8日

2 診予定

会議東京
不在

2 診予定

2日

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）

火
月
1 月 26 日

・
・
・
・
・

3日

4日

日

お子様が一人で外へでたり、ドアに手をはさむ等
の事故がありますので、待合室に子どもさんだけ
を置いて薬局に行かれる時は、
必ずスタッフにお声を掛けてください。

2月1日

ワクチンあり

2 診予定

午後休診

院長 11：30 まで

午後不在

9日

10 日

2 診予定

16 日

17 日

11 日

12 日

休診
院長午前中
在宅未定

ワクチンあり
午後休診
夜：不在

18 日

19 日

20 日

21 日

22 日

ワクチンあり
午後休診
夜：勉強会

乳児喘息
勉強会

2 診予定
久留米大

不在

26 日

27 日

28 日

3月1日

2 診予定
夜：会議
23 日

24 日

25 日

2 診予定

3日

4日

5日

14 日

2 診予定
夜：不在

4 ヶ月健診
ワクチン中止
夜：勉強会

2 診予定

2日

13 日

15 日

院長午前中
在宅予定

2 診予定

6日

ワクチンあり
午後休診

7日
2 診予定

夜：不在

8日

福岡予定

＊再春荘病院小児科医当直は池澤診察ではありません
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）

★海外渡航をされる方へ★

保険証徹底確認！

仕事や長期の旅行で海外渡航される大人の

ごく一部の方なのかもしれませんが、有効期限がき

方、またご家族にお知らせです。

れてしまった保険証をお出しになられたり、変更さ

渡航先に応じたワクチン接種をいたします。

れていても、
「変わりません」と窓口に伝えられる方

（完全予約制；月曜午後、土曜）

がおられます。受診時毎回確認を行っていますので、

（Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、破傷風など）

お手数かけますがご協力とご理解をいただきたいと

〜まずは窓口までご相談ください〜

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
セ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〜

