事例その 1 ：インターネット

Part 4

インターネットは患者との
コミュニケーション手段として有用
〜時間と距離，心理的な壁を超える〜
院内報の発行，ホームページ（HP）の開設，育児サークルの開催，かかりつけ患者の電子メール（以下，
メール）アドレスの提供―かわむらこどもクリニックの診療外の育児支援活動は，実に多岐にわたる。な かわむらこどもクリニック
（仙台市）
かでも，インターネットを利用した HP は，1996 年の開設以来，約 40 万件のアクセスを記録（2002 年 12
川村和久氏
月末現在）。小児科開業医の HP としては国内最大規模を誇る。コミュニケーションのツールとしてインタ
ーネットを積極的に活用する同クリニックの川村和久氏に，これまでの取り組みと，その可能性を聞いた。
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ニケーションを目的にした「読者の広場」が中心で，
投書やメールなどを紹介しているほか，
「喘息について」
「発熱について」など，疾患の説明や家庭での対処法，
感染症の月別集計などを掲載している
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診療時間や所在地など基本情報のほか，開業理念，病
気の説明や症状の対処法をまとめた「小児科ミニ知識」
，
過去に「医療相談」コーナーに寄せられた質問と答を
まとめた「Q&A」（約 250 件），院内報（PDF ファイル）
などを掲載。「小児科ミニ知識」は i-mode にも対応して
いる

「自分の主治医には向けることができ
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図 3．他医の意見を求めた理由
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難しいものの，コミュニケーションを
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（2000 年 12 月〜 3 月に相談者 431
人を対象に実施。回答数 229 件，
回答率 54.9 ％）

入れられ，着実に地域に根を生やして
いるのは確かなようだ。
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