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光陰矢の如し、師走に入りやがて一年が終わろうとし
ています。当院の今年一番の出来事はやはり『移転！』
朝は 6 時半すぎには出勤し、帰宅も夜８時すぎる院長
の通勤生活がはじまり、池澤家はすっかり朝方になりました。7 月
17 日の引っ越しから現在までスタッフも慣れない中、本当によく
やってくれました。変わらず来院してくださる患者さまにも感謝い
たします。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。

いけざわこどもクリニック感染症情報
【10 月 26 日〜11 月 29 日現在】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎

50（9）

ＲＳウイルス感染症

50（17）

溶連菌感染症

19（12）

ヘルパンギーナ

1（3）

感染性胃腸炎

134（59）

突発性発疹

5（9）

（アデノウイルス感染症）

水

痘

手足口病

18（2）
3（7）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞＡ型

11（3）
559（89）

インフルエンザが 11 月に入り激増しています。検査キットもなかなか供給が
追いつかない状況になっています。熱がでてから 12〜24 時間経ってないと
インフルエンザがいるのに陰性に出てしまうことが多いので熱がでてからの
ずぐの検査は希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
（院長秘書 矢野耕治）

12 月のおすすめ絵本

やまあらしぼうやのクリスマス
文：ジョセフ・スレイト

絵：フェリシア・ボンド
訳：みやち としこ

もうすぐ クリスマス。！！
どうぶつのこどもたちが クリスマスのげきをする きせつです。
こどもたちが げきのやくを きめていましたが
からだじゅうとげだらけの やまあらしぼうやだけ やくがありません
ほんばんとうじつ やまあらしぼうやだけ やくのないげきは
うまくいくのでしょうか？？
この絵本でやまあらしぼうやのお母さんの言葉がとても印象的でした。
私も子を持つ親として こどもに 伝えれたらいいなと思い
この絵本を 選びました。
（保育士 安武）

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。

「新型インフルエンザワクチンで現場が大混乱」というテーマ
で 11 月 25 日のテレビタミンの特集をご覧になった方は、当院
医療事務 石川 桂
のすさまじさがご理解いただけたかもしれません。その中で熊
10 月から医療事務として働いています。子供が大好きです。
本県内、数十か所の医療機関のアンケートを KKT が行った結果
患者様に元気が与えられるよう笑顔で頑張ります！！
が報告されましたが、
「とにかく受付がパニック状態」、
「電話が
鳴りやまない」
「入荷もしていないワクチンの予約など出来ませ
看護師 月野 フクヨ
ん！」と各クリニックは本当に怒り心頭なのです。当クリニッ
働き始めて 1 週間経ちました。まだまだわからない事が
クは当初、基礎疾患の方の優先接種に続き、1 歳児の予約を受け
ありますが患者様の気持ちが汲み取れるように頑張りた
付けようと計画しました。しかし、報道や県のホーム
いと思います。
ページで 2 歳〜小学校低学年の前倒しと出た為、該当
する保護者からの電話が殺到。まだ受け付けていない
ことを窓口で説明してすぐに理解頂けるかかりつけの
患者さんもいれば、同じように説明しても院長でなければご理
新型インフルエンザ
解いただけない方もおられました。一人の患者さんに対してほ
ぼ、3 分以内で診察をしている当院においては、診察もストップ
「もしもし、お訊ねしますが、そちらでは新型インフルエンザ
し、かなり診療に影響が出ました。その為先月 17 日の火曜は２
のワクチンの予約はしていらっしゃいますか？」
才〜小学校低学年の予約の開始せざるを得なかったのです。今
１１月１６日以降、このような内容の電話が鳴りっぱなしで、
考えると、
「各医療機関で対応が違って構わない」と県がいう通
窓口業務に支障をきたしています。ただでさえ新型インフルエ
り、院長の方針のもと１歳児のみを受け付ければよかったと悔
ンザの大流行で窓口が大変な中、新聞や各報道機関が 11 月 17 日
やみます。しかし、あの問い合わせ電話が殺到する中、診察中
予約開始、と伝えた為です。
に、それだけのことをひとりひとりに電話口できちんと説明し、
結論から言えば、こんな無茶なことを勝手に決められても、
納得してもらえたかは、やはりわかりません。１２月１日現在、
そう簡単に出来るものではありません。何故なら、季節性のワ
発注している新型ワクチンはまだ入荷していません。
クチン接種が 10 月 1 日から始まっていて、予約はみっちり
入荷していないワクチンの予約を受け付けると、どうなるか？
12 月末まで続いています。ワクチンの希望者に応えるため、通
入荷してから、その予約の方たちに連絡をしなければなりませ
常は木曜、土曜は午後休診にも関わらず、夕方 5 時すぎまでを
ん。簡単そうですが、その経験をした方なら検討がつくと思い
ワクチン接種の為の時間とし、一日 200 人以上の季節性インフ
ます。「その日は用事が」「先日熱を出してる」など、それぞれ
ルエンザワクチン接種を行っており、院長はじめスタッフは長
の事情を聞いてからだと、ひとり 5 分、すなわち一時間に 10 人
時間勤務を強いられています。(勿論、他にも三種混合や、BCG
程度にしか電話連絡できないのです。それを何百人になど不可
などの予防接種も行っています)しかしこの対応は例年のこと
能なのです。目の前には沢山の患者さんが診察を待っています。
で、覚悟していたことですが、これに新型ワクチンの前倒しが
ですから、今後私たちの方針として
重なると、それを接種する時間はどこから生み出せばいいのか
① 入荷が決まり次第、今後はインターネットで予約受付を行う
私たちには見当もつきません。スタッフの中には勤務時間が週
② 原則窓口、電話では受けつけません。
に６０時間近くになっている者もいます。院長はそんな中、
③ かかりつけの児のみの接種
医療センターの当番や日赤の当番、西合志東小学校の検診、
と致します。
ふれあい館の乳児検診をこなしているのです。熊本県では「各
この２００９年の年末、このような内容の通信で締めくくるの
医療機関で、対応を変えて構わない。」としていますが、新聞や
が 不甲斐無いですが、よろしくお願い致します。
ニュースで予約開始、接種開始、と知らされると、これだけ猛
ワクチンが入荷しても、それを接種する為に私達にはしなけれ
威をふるう新型インフルエンザの流行で、患者さんは我先に我
ばならないさまざまな準備があります。どうかそれまで冷静に
先にと、一刻を争うような勢いで電話をかけてくるのです。
お待ちいただきたいと思います。新型インフルエンザワクチン
先月はこのことできっと全国の医療機関は大変だったと思いま
についてさまざまなお尋ねや苦情は菊池保健所が対応して下さ
す。実際、私の知り得る他のクリニックでも「通常の仕事が出
います。
菊池保健所 電話番号 0968‑25‑4138
来ない、苦情で受付が参っている」とのこと。
（文責 池澤 千恵子）

〜 スタッフ紹介 〜

いけざわこどもクリニック予定表

・
・
・
・
・

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）
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。

月

火

水

木
午後休診

金

土
午後休診

日

11 月 30 日

12 月 1 日

2日

3日

4日

5日

6日

2 診予定

7日

8日

9日

2 診予定

14 日

2 診予定

15 日

16 日

再春荘病院
小児科医当直予定

11 日

ワクチンあり
午後休診
夜勉強会

医師会忘年会
再春荘病院
小児科医当直予定

17 日

25 日

24 日

2 診予定

夜：不在

ＡＭ在院未定
ＰＭ不在

ワクチンあり
午後休診
夜勉強会

28 日

29 日

30 日

31 日

休日当番医

休日当番医
9：00〜17：00

4日

5日

6日

12 日

勉強会にて不在
（福岡）

13 日

★海外渡航をされる方へ★

院長不在

19 日

20 日
院長、在院未定

夜：久留米

23 日

9：00〜17：00

18 日

ワクチン中止
午後休診
4 ヶ月健診

22 日

再春荘病院
小児科医当直予定

再春荘病院
小児科医当直予定

10 日

21 日

2 診予定

夕方から不在
福岡

ワクチン中止
就学時健診
午後休診

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。

夜：不在

再春荘病院
小児科医当直予定

26 日

27 日

福岡：会議
再春荘病院
小児科医当直予定

実行委員会参加
不在

1月 1日

2日

3日

午前在院未定

医療センター当番
14〜22 時

朝から不在

朝から不在
夕方から予定

7日

8日

9日

10 日

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）

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〜

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）

思います。

予防接種を受けられる方へお願い
☆

予防接種を予約されている方は必ず問診票と母子手帳を持参して下さい。
＊ワクチン時間は原則 14 時〜15 時までです。
曜日により 16 時まで行うことがあります。
携帯・インターネットワクチン予約をご覧下さい。

☆

従来日本脳炎ワクチン（Ⅰ期追加とⅡ期）方は同意書が必要です。
（植木町・熊本市の方の同意書は当院に用意してあります）
Ⅰ期の新ワクチンは、同意書は必要ありません。予約をお願いします。

☆

おたふく、水痘、Ｈｉｂワクチンの問診票は当院にあります。

2 診予定

＊再春荘病院小児科医当直は池澤診察ではありません

保険証徹底確認！

＊熊本市の問診票は当院に用意してありますので、
接種前に取りに来ていただく様お願い致します。

