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す。いかに多くの人の目に触れ、耳に伝わるかが大
切な要素です。まずはじめに考えたのが「むすび丸」
の名刺です。県の許可を頂き「むすび丸」の型抜きを
した名刺を作りました。裏面には、当然のことながら
学会日程・場所が記載してあります。受け取った人に
インパクトを与えることが、知ってもらうための重
要な要素です。次に力を入れたのが、年次集会 HP と
Facebook ページです。今まで蓄積してきた知識を活
用して、当然ながら自作のサイトを構築しています。
今年もよろしくお願いします
そして、一番力を入れたのがプロモーションビデオ (
以下 P.V.) です。ずっと以前で
院長・スタッフ一同
すが製薬メーカーが当院の活動
を紹介するためのビデオを作成
第 25 回日本外来小児科学会年次集会 院 長
しました。プロデューサー・イ
例年なら、新しい年を迎えてという題で、昨年を ンタビューアー・カメラクルー
振り返るのが 1 月号の記事です。
その他 7 〜 8 人で大阪から取材
しかし昨年は、何度か院長の生活ぶりに関して記 にきました。そのとき 10 分程
事を書きました。今年は少し趣向を変えて、今年、 度でしたが、費用はと尋ねると、
いやいや人生の最大級のイベントである、第 25 回日 数百万円と聞かされビックリし
本外来小児科学会年次集会について書いてみます。
た記憶があります。もちろん P.V. は自作で、それほ
このテーマは何度か書いたので、皆さんも目にし ど立派なものではありませんが、ナレーションも入れ
たことがあるかもしれません。日本外来小児科学会 て、ラベルも含めて見た目も充分です。P.V. の内容
はもともとは小児科開業医の研究会から始まったも は会場紹介・3.11 東日本大震災・震災復興止まった
のですが、会を重ねるうちに規模が大きくなり、今 ままの時計・杜の都仙台観光都市・グルメの街仙台・
年で 25 回を迎えます。この学会の会員は大多数が小 杜の都仙台名物・年次集会紹介の 7 部で構成されて
児科開業医ですが、年次集会にはスタッフも大勢参 います。ご覧になった方々の感想から、結構高い評
加して、一昨年から参加者が 3,000 人を超えるよう 価をもらって満足しています。ご覧になりたい方は、
な規模の学会となりました。
HP と Facebook ページか YouTube で検索して“ 第
第 25 回日本外来小児科学会年次集会は、今年 8 月 25 回日本外来小児科学会年次集会 P.V.ver.3” をお
22 日 ( 土 ) 〜 23 日 ( 日 ) に東北大学萩ホールと東北 楽しみください。
大学北キャンパスを会場にして開催されます。メイ
不謹慎な話を最後にひとつ。学会の評価はいった
ンテーマは『未来を担う子どもたちのために〜小児 いどこにあるのでしょうか。あくまでも個人的見解で
科医に託されるもの〜』で、子育て支援と震災復興 自分の経験に基づくものです。学会の内容で記憶に残
を大きな柱にして現在プログラムを準備しています。 るものはあまり多くありません。むしろ懇親会の内容
特に東日本大震災後初めて東北で開催する年次集会 とか、訪れた先での料理や風景が大きく記憶に残って
ですから、震災の過去・現在・未来に関して、目に います。いろいろな人に聞くと、感じ方は似たり寄っ
見えるように・耳に聞こえるように・そして肌で感 たりです。確かに特別な専門的な学会では、最先端の
じられるような企画を準備しています。そして当院 話題に触れることが大きな評価になることは言うま
の開業理念である「お母さんの不安・心配の解消」 でもありません。
に基づく子育て支援に関しても様々な企画を考えて
この学会の大きな目的は、震災復興です。少しで
います。それ以外にも臨床医の 4 本柱としての診療 も多くの人たちに来ていただいて、地元にお金を落と
の質の向上・教育・研究・アドボカシーについても していただく、これが何よりの復興支援だと考えてい
力を入れて臨みたいと思っています。
ます。ぜひとも多くの方々に参加していただき、宮城・
さ て 難 し い 仙台の被災地に足を運び復興の状況
話はここまでに を見ていただき、そして被災地の支
して、学会とい 援をお願いしたいと思っています。
うものを考えて
今回の記事は多くの読者の役に立
みましょう。ま つお話ではありませんが、かわむら
ず成功の重要な こどもクリニックとしての記録とし
要素は、広報活 ての残しておくためとご容赦頂けれ
年次集会
Facebook ページ
動と考えていま ば幸いです。

『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”

あけまして

おめでとう

ございます

昨年は周りの人達との繋がりのありがたみ
を感じられた一年でした。今年はそのお返しをして
去年は自分に甘くなってしまい、
いきたいなと思います。
事務 福地 あさか
気の緩みが身体に出て後悔しています。
今年はクリニックに新しい
また 1 つ目標をたてて、色々チャ
今年は自分に厳しく身体、心共に引き締
めたいと思います。仕事面では、新しい レンジしていけるよう進んでいきたいと フレッシュなスタッフが加わって、
スタッフがなんと自分の娘と 2 歳違いで 思います。今月で結婚のため退職します。私自身いい刺激を受け始めていま
歳を感じています。そんな若々しいスタッ 長い間お世話になり、ありがとうござい す この刺激を生かしてこの一年成
長していきたいです !!
フに刺激されつつ、暖かく見守っていけ ました。事務 道端 ちひろ
看護師 佐藤 陽子
る心の広さが、仕事にも生かせる様にし
4 月採用を前提に、瀬川が実習していますの
たいと思います。 看護師長 中米由美子 で、よろしく御願いいたします。
先月は 15 通のメールを頂きました。結構シビアな相談事が多く、載せる
ことが出来ません。青葉区の千葉さんから、“いつも親子で、大変お世話に
なっております。昨日は、楽しいクリスマス会をありがとうございました。お忙しい時期にた
くさんの準備をしていただき、本当にありがとうございました。今日は、一足先に子供たちと 3
人で帰省します。今年も子供たちの診察はもちろん、私のガス抜きもしていただいて、無事に終
えそうです ( 笑 ) 冷え込みが厳しいようですが、皆さま良いお年をお迎え下さいませ。来年も宜
しくお願い致します。” の文章とともに、クリスマス会の印象記を頂きましたので紹介します。「毎年楽しみにしている
クリスマス会 !! 参加回数ももうすぐ 2 桁になります。。今回は冬休み中だったので、小学生の上の子もしっかり参加させ
ていただきました。お年頃 (!?) のせいか、後ろの方でイマイチ ...。でも、小学 7 年、8 年生 (!?) に成長した大きなお子
さん達の参加に、娘の表情も明るくなり、スタッフ、薬局の方、先輩お母さんの楽しい出し物やゲームに歌、ダンス ... 川
村先生の妖怪体操 ~AKB のダンス♪いつの間にか娘も前に出てノリノリでした☆
下の子もマイクの前で熱唱 ! つい日常の忙しさに流され怒る事が多くなりがちで
すが、子供たちの姿を見てとても穏やかな暖かい気持ちになれました。毎年、手
作りの品が入っているたくさんのプレゼント ! 毎日大勢の患者さんで溢れている
中、作製に時間を割いていただいて、皆さんのパワーに頭が下がります。幅広い
世代がたくさん集まり、とても暖かく楽しい時間☆私たち親へのプレゼントです
ね !! 本当にありがとうご
ざいました !!」。クリニッ
１月のお知らせ
クのクリスマス会は歌あ
・東北大学医学部学生実習
り踊りあり、そしてビン
９日（金）よろしくお願いします
ゴゲームで商品もゲットできます。そして最後にはサンタさん
・栄養育児相談
からのプレゼントだけでなく、一緒に写真も撮れる楽しい会で
8、22 日（水） 13：30 〜
す。昨年参加できなかった人は、今年こそは是非参加してくだ
栄養士担当 参加無料
さい。クリスマス会の模様は待合室に掲示してあります。サン
・午後休診
タさんとの記念写真もさし上げますので、お待ちください。
10 日（土）市民医学講座のため
10 年もの間クリニックのために頑張ってくれた道端君が寿
退職します。本当に残念ですが、皆さんもお祝いの
Mail News,Twitter,Blog,Facebook の紹介
気持ちで見送ってあげてください

読者の広場

Mail News は、500 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。
今年もたくさんの年賀状を頂き、ありがとうございまし
新しい情報発信として Twitter。Blog「子どもクリ
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 ニック四方山話、Facebook ページ、YouTube にも
てお礼を申し上げます。 院長・スタッフ一同
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
MailNews
明な点は受付まで問い合せ下さい。

年賀状
ありがとうございました

Twitter

Facebook

Blog

編集後記
グラフには示してありませんが、インフルエンザの
流行が例年より 3 週間ほど早く、12 月の患者さんは
100 人を越えています。加えて RS ウイルスの流行も
重なり、年末年始の当番医での患者さんも例年より多
く、学校等の開始でさらに流行が拡大しそうです。当
院で提供しているインフルエンザ流行状況をご覧くだ
さい。不思議なことに、季節外れの伝染性紅斑が大流
行中です。

昨年は医師会の理事を拝命し、忙しい一年で
した。加えて、今年は年次集会の会長もまわっ
てきました。しかしながら、多くの仲間たちに
支えられ、ここまで予定通り準備が進んでいま
す。学会が終了するまでは無理しないように！、
でもこれが一番難しい。というのも、今 22：
30 を回ってしまっています。会長が倒れたら
洒落にもならないので、忙しさと身体を天秤に
かけながら頑張っていくつもりです。ご迷惑を
お掛けしますが、応援よろしくお願いします。

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。！！

