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「院長のひげに関するアンケート」へのご協力、あり
がとうございました。何のことか解らない方々のため、
アンケートの説明をしたいと思います。
アンケート」は、5 月中旬から始め、説明文は以下
の通りです。
「G.W 以後院長はひげを生やしています。院長のひ
げについて、あなたのご意見をお聞かせください。
お遊びのジョークアンケートです。まして匿名なの
で、何でも自由に書いてください。決して、誰か追求
するようなことはありませんのでご安心を ( 笑 )。」
似合ってましたよ ! 気分転換にいいのではないでしょ
5 月末の時点で 50 名の回答を頂きましたので、お礼
うか。小児科医だからダメとかという事もないと思い
と感謝の意味を兼ねて、紙上で結果を報告します。
ます、私的には。ヒゲをはやした先生が、子供だけで
アンケート時点で「院長がひげを生やしているのを
はなくママ達にもやさしくなりますよ ~ に (^̲^)」
、
「先
知っているか」
。
生のひげをまだ拝見していないので、何とも言えませ
知っている 33 名 (66%)。知らない 17 名 (34%)
んが ...。きっとお似合いになると思います !。ひげの事
知らないと答えた人では、似合いそう 52.9%、似合
まで、アンケートにしてしまうあたりが先生らしいと
わなそう 29.4%。
いうか、お茶目というか ... 素敵な事だと思いました。
」
実際に見た人で、似合ってる 60.6%、似合っていな
・反 対
い 24.2％、わからない 3.0%、無回答 12.1%。
「いろんな肩書きを持ってらっしゃる先生には威厳が
見てどう思ったかでは、ダンディ 36.4%、変わらな
あっていいのかもしれませんが、ただの母親目線だと、
い 15.2%、精悍 9.1%、無精 9.1%、不潔 3.0%、無
とっつきにくいというか、はなしかけづらいイメージ
回答 12.1%。
が ...。いつもの先生がさっぱり清潔で好きです !! 個人
見た子どもたちの反応は、無反応 33.3%、その他
的な感想で、失礼しました !」、「まだ見てないから、何
15.2%、カッコいい 12.1%、怖い 9.1%、おかしい
とも言えないけど、先生の顔を思い浮かべて考えてみ
9.1%、汚い 0%、無回答 48%
ると似合わなそう (・・;) ひげの無い先生を見慣れてる分、
以下自由記載のコメントです。
子供達がえっ !? と引いて見てしまうかも ? 今まで通り
・賛 成
が先生らしいと思います。でも、怖いもの見たさじゃ
「意外と似合っていました。もう少し伸ばして、こま
ないけど、一度見てみたい気もする !! でも、子供達は
めに手入れをしたらもっとかっこいいと思います。で
すこぶる元気だから、いつ見れるかな !?」
、
「う ~ ん・
・
・。
も、初めての患者さんはちょっと怖いかも ...?」
、「似
あっても素敵だけど。無いほうが先生らしいかな ( 笑 )。
合ってましたよ !。優しく感じるのは私だけでしょうか
無いほうがやさしく見えます。」
?」
、「先生のひげ初めて見ました。ダンディーで素敵で
ひげを生やし始めた理由は特別ありません。今年の
す。でもちょっと怖く見えてしまうのは、私だけでし
ゴールデンウイーク中無精して、ひげを剃らないでい
ょうか ?」、「髭とは、似合いそうですね。可愛らしい
たら結構のびてしまいました。家内の「ひげを伸ばし
お顔立ちなので、グッとダンディさが出るのでは ? 実
てみたら」のひと言でチャレンジしました。特別大き
際の、お髭の写真も up して頂けたら嬉しかったです !
な心境の変化はありません。大臣表彰があったからで
受診する前に、お髭止めちゃってたりするかなー。一
もなく、臨床教授就任したからでもありません。
般的な髭に対しての意見は、似合うなら良いと思いま
アンケートを計画したのは、他人の目を気にしてい
す。ただ、きちんとお手入れしないと、ただのダラシ
るという理由ではありません。どなたかが、「ひげの事
ナイ人になってしまったり、不衛生に見えてしまいま
まで、アンケートにしてしまうあたりが先生らしいと
すよね。食べ物が髭についていたとかは、絶対に NG
いうか、お茶目というか ... 素敵な事だと思いました。
」
です ww」
、
「いつもありがとうごさいます。先生、ヒゲ、
とコメントしてくれたように、こんなことでも皆さん
との共通の話題として、コミュニケーションのひとつ
６月のお知らせ
にしたかったからです（笑）。
寄せられた結果には、皆さんの大きな優しさを感じ
・医学部学生実習
ることができました。2/3 ぐらいが賛成、1/3 が反対で
6 月 4（月）〜 5 日（火）
す。反対票を投じた皆さんも、あたたか
6 月 15 日（金）
い気遣いが伝わってきます。
ご協力、よろしくお願いします。
当面の間は、不潔にならないように、
・栄養育児相談 13 日、27 日（水）
そしてやさしいひげじいさん目指しまし
13：30 〜 栄養士担当 無料
ょう。本当にありがとうございました。
（アンケート結果 QR コード）

『がんばろう！宮城

がんばろう！日本』

“みんなでやれば、大きな力に”

先月は 16 通のメールを頂きました。宮城野区の菅井さんから赤ちゃ
んの誕生メールです。「5 月 3 日 3816 グラム 56 センチ。早い早いと
言われていたのに、初の予定日超過。体重も身長も Big な男の子が産まれました。母子共に、
元気です。名前は、結心と書いて“ゆん”です。2 ヶ月検診、予防接種でお世話になりま ~ す。
宜しくお願いします。」。新しい命が生まれ、新しい家族が増えることは大きな喜びです。
しっかり任せてください。続いては青葉区匿名希望さん
から子どもが大人の解熱剤を食べてしまったとの電話相
談後のメールです。「今日は朝からご迷惑 & ご心配おか
けしてすみませんでした。金環日食でいい気分だったところをぶち壊してしまっ
たでしょうか ...。先生とお電話の後、かわいそうでしたが、少しだけはかせて
みました。しばらく様子をみてましたが、元気に遊んでるし、歩きまわるし、熱も、
36.7 度、37.1 度と大きく下がることはなかったので、大丈夫のようです。す
ぐ近くの実家に来てて、ちょうど内装工事でバタバタしてて、お絵かきしてたからと少し目を離してしまいまし
た。まだまだ何をするかわからない年頃なんですね。反省してます。母にもしこたま怒られました ...。先生、ス
タッフの皆様にも大変ご迷惑おかけしました。先生に対処方法などを説明していただいて、少し落ち着くことが
できました。先程、お電話もいただき○○の状態はお話しましたが、お礼と謝罪とあわせてメールさせていただ
きました。」。今回は大事に至らずよかったです。お母さんも大いに反省しているようなので、これからこんなこ
とは起きないでしょう。事故は大人が予防することが、鉄則です。
金環日食の話題が出たので、ついでにもう 2 通。何とか悪戦苦闘して、日食のいい
写真が撮れました。見てもらおうと MailNews に添付したのですが、携帯会社によっ
ては開けません。メールからリンクで見れるように工夫したところ、お礼のメールを
頂きました。「先生 ! やっとみれました。私の携帯、安物だから ... とあきらめていたの
ですが。ありがとうございました。」
「何度もメールありがとう
（宮城野区遠藤さん）。
ございます。先生の努力と根性のおかげで写真見れましたよぉ。それにしても今日は携帯電話が賑やかな 1 日で
した (o^ ∀ ^o)」（宮城野区の矢古宇さん）。やっぱり努力は報われることが証明されました（笑）。
「こんにちは。有○い○ちー & 佑○の母です。昨日は親子共々
次は、具合の悪かった青葉区匿名希望さんから、
診察していただき、本当にどうもありがとうございました。親も一緒に見ていただけたのが本当にありがたくて
嬉しくて、お礼を直接お伝えすべくメールを差し上げました。病院を梯子しなくてすむので時間的・精神的・体
力的負担が軽減されるほか、薬の母乳への影響も考慮していただけますし、家族全員の症状から対応策を検討頂
けるのが本当に助かりました。また、親の受診中にはスタッフの皆さんで子供を見ていただけたのも感謝の気持
ちでいっぱいです。かわむらこどもクリニックこそまさに「かかりつけ医」なんだなぁと、しみじみと感じました。
おかげ様で症状は落ち着いており、心もほっこ
りしました。これからもどうぞよろしくお願い Mail News,Twitter,Blog,Facebook の紹介
いたします !」。お母さんの健康は子どもにとっ
Mail News は、400 人を越えるお母さんが登録。右上の QR コー
ても、とても重要な要素です。「心もほっこり ドから登録できます。件名を「登録希望」とし、登録者の名前とお子
しました」の言葉。院長はじめスタッフ全員も、 さんの名前を記載し送信してください。
新しい情報発信として Twitter。Blog「子どもク
「ほっこり」できました。

読者の広場

臨時休診のお知らせ

6 月 9 日（土） 休 診
日本小児科医会フォーラム（札幌）出席
ご理解とご協力をお願いします。

リニック四方山話、Facebook ページ、YouTube
にも取り組んでいます。子育て、医学、趣味、グルメ、
旅行記等のおもしろい話題満載。見てるだけでも楽
しいかもしれません。是非ご覧ください！
Mail News かなり戻ってきます。届かない場合
は kodomo-clinic.or.jp をドメイン指定して下さい。
不明な点は受付まで問い合せ下さい。

Twitter

Facebook

MailNews

Blog

編集後記

先月は、特に流行している感染症はありません
でした。インフルエンザは近くの幼稚園で A 型が
みられましたが、流行には至りませんでした。や
はり多くみられているのは感染性胃腸炎で、メイ
ンはロタウイルスですが、検出されないものも。

最近は休みが多く、皆さんにはご迷惑をお
掛けしています。様々な役職が増えたお陰で、
遠くの会議や学会へ参加しなければなりませ
ん。今月の週末で仙台に居るのは、たった 1
日だけです。外に出ると、学ぶことも多く、
その分皆さんにフィードバック出来ると思い
ます。7 月も秋田と青森まで出掛けなくては
ならないし、秘密ですが英国大使館にも？？。

麻疹風疹ゼロ作戦キャンペーン 『１才のお誕生日に麻しん風しん混合ワクチンを』
『お母さんクラブ』を新年度から再開します。現在会員を募集中です。参加希望は受付まで。！！

