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今年もよろしくお願いします

　　　　　　院長・スタッフ一同

昨年は例年になく、講演が多かったというのも特
徴でした。2月 29 日には母子衛生研究会主催母子保
健指導者研修会で「感染症の知識 - 集団生活への影響
と対応 -」を講演 ( エルパーク仙台 )。4月 28 日には
出身大学である杏林大学医学部同窓会総会で「新生児
医療から生まれた子育て支援 - 内閣府特命担当大臣表
彰を受けて -」を講演 ( 京王プラザホテル )。赤ん坊時
代の写真から始まり、パンチパーマの研修医時代の写
真を紹介しながら、30年にわたる医師としての歩み
を紹介しました。7月 8日には東北学校保健・学校医
大会に宮城県医師会の代表として参加し、「命の大切
さを伝える性教育 PTA行事 - 授業から生まれた健康
教育 -」を講演 ( ホテル青森 )。その後講演内容が日本
医師会の学校保健担当理事に認められ、全国各地で紹
介されています。7月 18 日にはロタテックエクスパ
ートフォーラムで「ワクチン接種における小児科医
の取り組み」を講演。10 月 20 日は母子衛生研究会
主催赤ちゃんすこやかセミナーで「もうすぐデビュ
ー☆ワクチンのキホン」を講演 (TKPガーデンシティ
仙台 )。妊娠中のお母さんと家族を対象にしたセミナ
ーで、ワクチンの重要性を認識してもらうことを目
的にしています。スライド 2面を使って、iPhone で
Mac をリモートするという先進的な試みをしてみま
した。11月 3日には日本HIS 研究センター主催HIS
フォーラム 2012 in 長野で「院内報から始まった子
育て支援の取り組み - 内閣府特命担当大臣表彰を受け
て -」を講演 ( メルパルク長野 )。この研究会には三井
記念病院、八幡病院など有名な病院が参加し、当院の
取り組みの話を熱心に聞いていました。開業医でも、
大病院に負けない何かがあることをしっかり示して
きました。
 日本外来小児科学会の役員をしていることもあり、

ともかく出張が多いことも特徴でした。ちょっと数え
てみると、月 2回は出張が入っていました。土曜日
に仙台の会議があり日曜日は東京の会議ということ
があったあり、長野に行って講演して、当日東京に戻
って翌日勉強会ということもありました。また、会議
が重なり、片方を断念したことも何度かありました。
本当に日本全国をまたに駆けて飛び回っているとい
う表現がぴったりです。
 その他、4月には東北大学医学部小児科臨床教授

就任。12 月には仙台小児科医会会長として、仙台市
に任意ワクチン接種費用助成要望書提出と診療以外
でも子どもたちのために力を注いできました。
 今年の 2月で、開業 20 年を迎えます。一昨年還

暦を迎え、孫を授かり、まだまだ働けということでし
ょう。
 あっという間に過ぎた 20 年、無事仕事を続ける

ことができたのは、多くの方々のお力添えのお陰で
す。これからも、よろしく、ご支援とご指導をお願い
いたします。

毎年恒例ですが、新しい年に向けてと題して昨年
を振り返ってみます。
昨年は、医師会新年会での「子育て支援功労者内

閣府特命担当大臣表彰」の紹介から一年が始まりま
した。新年会には褒賞の紹介があり、全員が舞台に
呼ばれます。多くの褒賞は年功によるもので 70歳を
越えて頂くものです。その中にあって 60歳で頂くと
いうことはとても名誉なことでした。実際に過去の
活動では無く、現在行っている活動が高く評価され
たものでした。
プライベートでの一番の出来事は、何といっても

孫が産まれてお爺ちゃんになったことです。息子夫
婦に女の子が授かり、名前は凛桜 ( りお ) で、4 月
25 日に産まれました。孫が産まれてお爺ちゃんにな
ったからでもなく、仙台小児科医会会長に箔を付け
たかった訳でもなく、ひげをはやし始めました。た
またまG.W. に無精髭をしていたら、ちょっと伸ばし
たくなったというのが本音です。しっかりした動機
もないので、いつきれいさっぱりになってしまうか
わかりません。もうひとつ、7月に英国大使公邸での
ワクチン会社設立パーティに招待されました。宮城
県からは 3人のみで、2人は大学教授と自分だけで
した。全国的にみても開業医はほんのわずか招待さ
れただけでした。白亜の大使公邸と、美しい緑の庭園、
貴族社会にタイムスリップしたような気がして、と
てもいい体験ができました。

ǍॢɈȤඪɣȵ
・診療時間変更
　2月 1日 ( 金 )　障害児就学委員会
　14：00 ～ 16：30　休　診
　よろしくご協力をお願いします
・栄養育児相談
　1月 9、30 日（水）　13：30 ～　
　栄養士担当　参加無料
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ȩȺȯɤĂȜɤȦɂȠȮȰȞɘȳăķăすごく思いのこもったメールです。“ スタッフ一同、子どものことは我々にまかせ
てください” と思っています。ちゃんと気持ちが伝わってきましたよ。ありがとうございました。続いて青葉区の廻谷
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ɀȤɤɘȳă」。クリスマス会は、大人も童心に帰って楽しい
時間を過ごすことができました。体調を崩していて点滴をし
ながらの参加でした。来年はしっかり体調を管理して、出し
物をもって参加します。ありがとう！当院の活動を理解して
くれて、本当にうれしい限りです。

水痘がかなり増加しています。溶連菌感染症は若干
増加傾向。最も多い感染症は感染性胃腸炎で 30 人、
マスコミで話題になっているノロウイルスは 19名中
3名で陽性で多くはありません。インフルエンザの流
行は無く、わずか 1人だけでした。流行はもう少し先
になりそうです。マイコプラズマ肺炎の確定例は 3例
なので、実際はもっと多いかもしれません。RSウイ
ルス感染症も 3例と、様々な病気が混在しています。

編集後記
　12月下旬に、ひどい扁桃炎になって 1週間、
1日 2回点滴して診療していました。具合悪い
顔を見せずにいましたが、点滴もれの絆創膏を
見たお母さんさんたちからたくさんの心配をい
ただき、ありがとうございました。ワクチンの
数も多く大変でしたが、何とか無事乗り切るこ
とができました。加えて 1月 3日休日当番もあ
り、年末年始は、家に閉じこもっていました。
　2月の開業 20 年に向けて、いろいろと取組
みを考えています。協力をお願いします。

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』現在会員を募集中です。参加希望は受付まで。！！

年賀状
　ありがとうございました
今年もたくさんの年賀状を頂

き、ありがとうございました。本
来は御返事を差し上げるところで
すが、この場を借りてお礼を申し
上げます。　院長・スタッフ一同

あけまして　おめでとう　ございます
去年は、健康と見た目のために

ダイエットに挑戦 !! 努力のかいあっ
て、見事成功♪♪食事制限と運動のバ
ランスが良かったのか ?! 決っして病
気ではないので、安心して下さいね☆
今年は現体型の維持、リバウンドをし
ないが目標です !! 今年もよろしくお願
いします♪　婦長　中米　由美子

今年は何か新しい事にチャレン
ジして実りある一年にしていきたいと
思います。　　事務　福地　あさか

今年は、目標立てて、そこに向かっ
て、走っていきたいと思います。また一
つ成長できるように、元気に頑張ります !
　　　　　　　事務　道端　ちひろ

今年も頑張ります !! そ
のためにも体調管理、しっかり
とした体作りをしていきたいで
す。まずは愛犬の毎日の散歩か
ら♪　　看護師　佐藤　陽子

Mail News,Twitter,Blog,Facebook の紹介
　Mail Newsは、420 人を越えるお母さんが登録。右上のQRコー
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
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
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。

BlogFacebookTwitter

MailNews


