小子化となり小児医不足となる昨今ですが、そんな
厳しい時代でも、小児科に勤めて良かった事や感動
した事など「小児科の良さ、素晴らしさ」を
スタッフに語ってもらいましょう！
謹賀新年
今年もたくさんの年賀状をありがとうございました。
皆さまはどんなお正月を迎えられましたか？院長は
1 月 2 日地域医療センター当番から仕事開始(インフ
ルエンザ大流行中)。開院以来なかなかゆっくりとお正月を過ご
すことができませんが可愛い子ども達の為に今年も頑張ってい
きます！！職員一同、今年もどうぞ宜しくお願い致します。

保育士からのお知らせ
・お正月に食べるお雑煮は、もともと大晦日の夜に年神さまに
供えたお餅を神さまと人間が一緒に食べ、その霊力をさがす
とう意味がありました。
・七草がゆや・鏡びらきなどの伝統行事もご家族で是非行って
ください。

～年末・年始のお知らせ～
12/31(水)～1/2(金) まで休診
尚、1/2(金) 14～22 時 地域医療センター当番
院長、地域医療センターにて対応
1/3(土) 休日当番医 9～17 時
1/4(日) 休診
1/5(月) 通常通り診察

いけざわこどもクリニック感染症情報
【11 月 24 日～12 月 28 日現在】（ ）は前月の人数
咽頭結膜炎
（アデノウイルス感染症）

26（15）

溶連菌感染症

19（6）

感染性胃腸炎

278（51）

水

痘

手足口病

22（10）
25（9）

ＲＳウイルス感染症

突発性発疹
流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

ヘルパンギーナ
インフルエンザ A 型

29（21）
10（13）
2（3）
2（0）
149（0）

12 月に入りインフルエンザ A 型が流行しています。年末年始人ごみが多い
場所へ行く機会が多くなるとは思いますが、十分気をつけられて下さい。
（院長秘書 矢野耕治）

熊本県合志市野々島 2461

第 148 号
平成 27 年
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でんわ ０９６-２４２-６６３３
http://www.ikezawa-kodomo.com
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http://ssc.doctorqube.com/ikezawa/
院長予定は裏面。携帯予約方法は、スタッフへ

頂いて本当に感謝しています。これからも体に気をつけ
て期待に応えられるよう頑張ります！
院長 池澤

頑張って治療を受ける姿にパワーをもらい、子供たちの
キラキラした可愛らしい笑顔に出会える事が嬉しい限
りです。
看護師 村上

子供の笑ったり・泣いたり・すねたりといろいろな喜怒
哀楽をみられて自分の今の瞬間を省みる事ができ、いつ
も「得していると感じています。」
院長秘書 矢野

笑顔泣き顔みんな可愛くてとても賑やかな院内に生命のエネ
ルギーを感じます。もみじの様な小さな手、プルプルの頬に触
れて天使の様な笑顔に出会え、元気を頂いてます｡看護師 上田

私はまだ子育ての経験が無いのですが、ワクチンやお薬
や病気について学ぶことができています。子供達の笑顔
を見て日々頑張っています。
院長秘書 市原

小児科では子供たち一人一人の豊かな表情に出会える楽しみ
があります。そして、また来院して頂くことで成長していく姿
を見守っていけるのも大きな喜びです。
看護師 水上

開院時出合った子供たちも中高生になり、年に数回の受
診となった今も「こうらいさ～ん」と声をかけ手を振っ
てくれます。たくさん笑顔と元気もらいます。看護師 高来

冬の時期は大変忙しく、時期も限られているので、バタバタと
していますが、子供たちの無垢な笑顔や可愛い言葉に癒され小
児科に勤めて良かったなと思います。
看護師 山下

最初、外科希望でしたが小児科病棟に配属され今に至
ります。子供たちと接する事が大好きで、癒されなが
ら仕事できる事に感謝しています。
看護師 児玉

子供さんの顔を見ているだけで優しくなれて頑張って行こう
という気持ちにさせてくれます。病気の子供さんが元気になっ
て笑顔で帰っていく姿をみるととても嬉しいです。受付 後藤

子供の声がするだけでパッと日がさしたように明るくな
ります。成人看護が長かった私には泣いたり笑ったり元
気あふれるクリニックは毎日が楽しいです。看護師 今田

どんな忙しい時でも、赤ちゃんの可愛らしい泣き声や笑顔、子
供たちの楽しい歌声や言動にはホッと癒されます。小児科で働
ける事に、いつも心から幸せを感じます。
受付 原

子供たちの微笑ましい姿をみて癒され、泣いて嫌がっていた子
供さんが上手に診察や予防接種が出きるようになり親御さんと
一緒に成長を感じられる喜びがあります。
看護師 関

毎日、色々な子供さんの笑顔や笑い声に触れる事ができるのは
素晴らしいと感じています。自分が母親になった時、色々な知
識(抱っこの仕方等)を学べて勤めて良かったです。受付 佐藤

子供たちの笑顔やご家族の「絆」に触れることができるのは小
児科ならではの良さだと思います。いつも私自身家族との時間
を大切にしようと思いださせてくれます。
看護師 園田

赤ちゃんや子供の病気や対処法を一緒に学びながら、子
供さんの成長を感じられ驚きながらも幸せに思います。
私自身も一緒に成長していけたらと思います。受付 三輪

具合の悪い子が回復して元気になっていく様子や、赤ち
ゃんが段々成長していく姿に喜びを感じます。笑顔が私
にとっての癒しと活力です。
看護師 田尻

小児の病気について知識が得られコミュニケーション
の取り方を知る事ができました。自分が親になったらこ
の知識と経験を活かしたいです
受付 石川

毎日たくさんの子供たちと接する事ができ、楽しく仕事
をさせて頂いてます。病気だった子が笑顔で元気に帰っ
ていく姿を見る事がとても嬉しく感じます。看護師 福島

当院に勤務して 8 年になりました。生まれたばかりの赤
ちゃんが小学 2 年生になっています。子供たちの成長を
見守れる事ができるのは、小児科ならでは！ 受付 神﨑

笑ったり泣いたり怒ったりする小さな天使たちに囲まれ癒され
る日々を送れることが魅力です。子供ならではの新たな発見や
見方があたり、毎日新鮮で楽しいです。
看護師 松村

当院には保育士がいますが、まだ他の小児科には少ないので子
供たちの為に何ができるかを常に考えいて当たり前と思って
頂けるように今後も頑張りたいと思います。 保育士 安武

毎日子供たちに元気をもらえ成長が見られる事。以前勤めてい
た小児科にいた女の子が元気になり母となって当院に子供をつ
れて来てくれます。これほど嬉しい再会はありません。看護師 守永

多くのお子さんとの触れ合いや笑顔。具合が悪くなった
方が元気になってくれることの喜び！今後もサポート
出きるよう勤めていきたいです。
保育士 森川

毎日、多くの可愛い子供さんと両親家族の方に来院して

かかりつけのお子さん方が、乳児から幼児へ、幼児か
ら学童へと成長された姿を見ると、微笑ましく温かな
気持ちにさせてもらっています。
看護師 摂津
ママのお腹にいた赤ちゃんが、無事出産され来院の度
に成長を親御さんと共に感じられることを幸せに思っ
ています。
看護師 菅

小児科で勤め始めさまざまな病気を知り、その対処法を知るこ
とができ、とても勉強になります。子供たちやご家族の方と直
接悩みや症状の相談を受け嬉しく思います。
保育士 大林
赤ちゃんは具合が悪くても何も言えません。近くに小児科があ
ればそこで安心して診てもらう事ができます。来院して元気に
なっていかれる姿をみると安心致します。
平島

いけざわこどもクリニック予定表
月

火

水

木
午後休診

12 月 29 日

30 日

休日当番医
９時～１7 時

休日当番医
９時～１7 時
2 診予定

休診

休診

5日

6日

7日

8日

31 日

午前 2 診予定

1月1日

金

12 日

13 日

14 日

15 日

休診

夜：会議

再春荘病院
小児科医当直予定

午後休診

19 日

20 日

21 日

22 日

土
午後休診

日

1 月のおすすめ絵本
小さな島
さく ゴールデン・マクドナルド
え レナード・ワイスガード やく 谷川俊太郎

2日
再春荘病院
小児科医当直予定

3日

4日

休診
地域医療ｾﾝﾀー
当番 14-22 時

休日当番医
９時～１7 時
2 診予定

再春荘病院
小児科医当直予定

9日

10 日

11 日

13：30 から
不在

再春荘病院
小児科医当直予定

17 日

18 日

小児科会議
再春荘病院
小児科医当直予定

地域医療ｾﾝﾀｰ
当番

24 日

25 日

午後休診
七城町健診

再春荘病院
小児科医当直予定

・ 木曜･土曜午後から休診です。
・ 年末年始の急患は、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。
・

16 日

23 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。

こおおきな海のなかに ちいさな島があった
そこに いっぴきのこねこがきた
「なんて ちっぽけなところだ」 こねこはいった･･･
ちいさな島のひみつをしって こねこの目はかがやいた。
ちさな島でいることは すばらしい。
世界につながりながら じぶんの世界をもち
かがやくあおい海に かこまれて。
この絵本は だれしもが小さな世界をもち ちいさな島である
そのなかで 周囲とのつながりに気付き
また かこまれ（守られ）ている
そのことに気付かされる本です。 （保育士 安武 優史）

21～24 時

★HP のメール・アドレス訂正しました★

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

新しいアドレスは

れてしまった保険証をお出しになられたり、変更さ

午前 2 診予定

26 日

27 日

28 日

午後休診
夜：勉強会

再春荘病院
小児科医当直予定

29 日

30 日

31 日

再春荘病院
小児科医当直予定

19：30 から会議

18 時から会議

5日

6日

7日

午後休診
午前 2 診予定

2日

午前 2 診予定

3日

4日

10～14 時
小児科医会

ikezawakodomo0717@yahoo.co.jp
（医療相談はお受けできません）

だきたいと思います。

予防接種を受けられる方へお願い

8日

☆

＊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）

がおられます。受診時毎回確認を行っていますので、
お手数かけますがなにとぞ、ご協力とご理解をいた

2月1日

午後休診

れていても、
「変わりません」と窓口に伝えられる方

☆

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。
おたふく、水痘、Hib、肺炎球菌ワクチンの問診表は当院にあります。

