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かりやすい講演は、さすが一
流と感動が湧き上がりました。
生 い 立 ち を 語 る 講 演 を 聴 き、
今回もお休みをいただいたので、またまた埋め合わ
いつか自身の講演の参考にし
せに出張の模様を紹介します。最近発行が遅れるだけ
ようと。講演会後はお待ちか
でなく、旅行記に飽き飽きしてるかもしれませんが、
ねのフルコースディナー。期
忙しさに免じてお許しください。
待が大きすぎたせいもあるの
休診をいただいて参加したのは、十四大指定都市医
師会連絡協議会です。何やら難しい名前ですが、14 カ か、そこそこというところ。食事がはじまっても「飛鳥
所の政令指定都市医師会の会議で、毎年持ち回りでそ Ⅱ」は埠頭につながれたままで、一向に動く気配はあり
れぞれの地元で開催されます。昨年は広島市医師会が ません。やっと動き始めたのは 20：00。船から見る“ み
主催で、大和ミュージアム、カープタクシーを覚えて なとみらい” の夜景は奇麗で
「飛鳥Ⅱ」
いる方もいるかもしれません。今年は川崎市医師会が とても印象的でした。
主催でしたが、川崎市には協議会を開催する大きなホ に限らず大型客船は揺れない
と信じてましたが、下を向く
テルはありません。そんな理
とまるでめまいのようで船酔
由から、「飛鳥Ⅱ」を貸りき
いしそう。眠りにつこうと電
っての洋上会議となりまし
気を消すと、揺れとゴーッと
た。
「飛鳥Ⅱ」はご承知のよ
いう音が耳に付き、いい部屋にもかかわらず眠れない一
うに、いわゆる豪華客船で、
夜となったことは言うまでもありません。
当然のことながら初めての経
早朝からの会議に備え早起きして甲板に出ると、素
験で大きな楽しみでした。
さて、土曜日朝の新幹線で東京そして横浜へ。ゆっ 晴らしい朝日の中駿河湾の先に富士山を臨むことができ
ました。8：30 から特別講演
くりした昼食の後、横浜港国際客船大さん橋ターミナ
が始まり、続いては十四大医
ルへ。少し時間があったのでハーバースカフェで、青
師会会長によるシンポジウム
い海色のシロップが入った“ 大さん橋カフェラテ” を
と続き、下船前には来夏参議
飲みながら一休み。埠頭には、日差しに浮かび上がっ
院比例代表選挙の日本医師会
た「飛鳥Ⅱ」の雄大な姿が。
推薦の自見はなこ先生とのツ
少しでも写真を撮ろうと周囲
ーショットをゲット。
の公園やターミナル屋上を、
優雅な一泊二日の船旅は、あっという間に下船の時間
お上りさんのようにうろう
ろ。15：00、 い よ い よ 待 ち に。これが眠れない夜を過ごした豪華客船「飛鳥Ⅱ」の
に待った乗船時間。乗船直後 旅行記の顛末です。さてもう一度「飛鳥Ⅱ」に乗るかと
に開会式が予定され、ラフな 尋ねられたら、贅沢ですが“ もう結構” というところで
スタイルを客室で急いでネクタイ姿に着替えて急いで しょうか。
二人目の孫が 9 月に生まれ
会場へ。開会式後の特別講演は天皇陛下の冠動脈バイ
パス手術を担当した順天堂大学胸部外科天野篤教授に たのを知っているかもしれま
よる「心臓外科医としての 30 年を振り返って」
。父親 せん。今回は早めに解放され、
時間的に余裕があったので息
を心臓病で亡くしたことが切
子のところを訪ねてきました。
っ掛けで、心臓外科の道を歩
まだ 3 ヶ月なので誰か認識し
んだこと。医療では“ 早い・
ていないはずですが、あやす
上手い・安い” が重要である
と満面の笑みを見せてくれました。血のつながりと言う
ことを、業績を示しながらの
ものでしょうか。帰り際にお姉ちゃんに“ 爺の家に行く”
講演。事実に裏付けされたわ
と大泣きされて困りましたが、泣かれないよりましと勝
手に納得して帰路につきました。
12 月のお知らせ
今年一年、学会や出張等で皆さんにはいろいろとご
・医学部学生実習
迷惑をお掛けしました。皆さ
ん方の協力により、無事に乗
11 日（金）
り切ることができました。最
ご協力をお願いします。
後に皆さんへの感謝と来年の
・栄養育児相談
福を呼ぶように、孫の最高の
2・16 日（水）
Merry
笑顔をお届けします。よいお
栄養士担当、参加無料
Christmas
年をお迎えください。

飛 鳥 Ⅱ
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長

『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”

メールは 4 通でした。ここのところ少ないのは、FaceBook でも皆さん
と繋がりができたせいかなと思っています。またプライバシーにかかわ
ることが多かったので、ちょっと医療相談を載せてみました。
「こんにちは！小林 大希、奈
愛の母です。先生にお聞きしたい事があり、メールしました。今、奈愛の幼稚園で水ぼうそ
うが流行っています。10 名以上の欠席がいるみたいです。12 月 7 日に 大希も奈愛もインフ
ルエンザの予防接種 2 回目の予約をしています。インフルエンザの問診のところに、家族や
身近におたふくや水痘にかかっている人がいますか？と書かれていますが、かかってる人が
いる場合は 予防接種を受けられないのでしょうか？もし、奈愛の身体の中に水ぼうそうの菌
が入っていたら 予防接種を受けてどうにかなってしまうのか不安になってしまい メールしました。お忙しいと
は思いますが、先生の意見を聞かせて頂けないでしょうか？」
。
さて皆さんはどう考えるのでしょうか。何か受けられないと思う方も多いと思いますが。どうなのでしょうか。
院長の返信を示します。「メールありがとう。原則としては、インフルエンザのワクチンは接種できます。もし
水痘などの潜伏期にワクチン接種ができないなら、全員の行動チェックをしなければなりません。知らないとこ
ろで感染していることまで、見つけることはできません。ましてやワクチンを接種していれば、かからないこと
もあります。簡単に言えば、水痘の症状が出ていなければ、接種して構いません。よろしく！！」
。ということで、
理解してもらえたでしょうか。
続いて医学部学生からの感想です。当院では 15 年以上前から医学部学生実習を受け入れています。時には研
修医の実習も受け入れていますが、これも全て皆さんの協力があってのことです。学生さんからの感想は毎回と
いうことではありませんが、スペースに余裕があるので感謝の気持ちを込めて紹介することにしました。「おは
ようございます。先週の金曜日に学生実習でお世話になった岡田将平です。先日はありがとうございました。実
習では、先生、看護師さん、薬剤師さん、事務さん、皆さんとても優しくてなんでも教えてくれて、とても気持
ちよく実習を行うことができました。一番印象に残ったことは、子供の治療をするだけでなくてコミュニケーシ
ョンをしっかりとり、年齢相応の挨拶をしっかり子供にさせることで、教育的な面があったということでした。
母親との会話も、男性にとってはシビアな会話 ( 笑 ) があり、こういうコミュニケーションが取れる先生なら親
も子供も信頼できるに違いないと思いました。クリニックにいって、ここまで多様なことを学ぶ機会は今までな
かったように思います。空き時間に川村先生がおっしゃっていた話もとても興味深く、理念を持って実行すると
いうことが、それを継続して行っている本人から直接お聞きしたため、とても勉強になりました。新しいことを
どんどんしていくというのは、自分自身学年があがるにつれて億劫になってきている節があったのに、川村先生
は 60 歳を超えてもバリバリにやっていたので、その姿勢を本当に見習わないといけないなと思いました。その
継続が外部評価に繋がっていくのだなと思いました。お
忙しい中、学生実習の機会を与えて下さりありがとうご クリスマス・イルミネーション
ざいました。」
。学生実習することは、自分だけでなくス 今年も 11 月末から、恒例のクリ
タッフにも好影響を与えます。この実習で何が得られる スマス・イルミネーションを飾り付
かでは無く、医師になって何か問題に直面したとき、そ けました。毎年同じように見えます
ういえば学生のころ小児科の先生から、聞いたことがあ が、今年も少しですが新しくなって
います。是非、見に来てくださいね。
ったなと思い出してもらえればいいのです。

読者の広場

『お母さんクラブ』クリスマス会
12 月 10 日（木）14：30
福沢市民センター

年末年始休暇のお知らせ

12 月 29 日（火）〜 1 月 3 日（日） は休診になります。

例年より 1 日長い休みとなりますが、休日当番の代休です。
尚、1 月 2 日（土）は在宅当番ですので、有効にご利用ください。
クリニック・薬局の出し物。ゆうき君のお母さんのワンマン
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
ショー。ビンゴゲーム、そして本物のサンタさんとトナカイ君
からのプレゼントもあります。お母さんも童心に帰って、一年 在宅休日当番
の垢を流すつもりで楽しんでください。奮ってご参加ください。
1 月２日（土） 9：00 〜 16：00

Mail News,Facebook の紹介

Mail News は、550 人を越えるお母さんが登録。下の 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。
そ の 他 の 情 報 発 信 と し て
Facebook ページ、YouTube にも
取り組んでいます。最新情報は FB
を 見 て く だ さ い。Mail News が、
かなり戻ってきます。届かない場合
MailNews
Facebook
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。

編集後記
水痘はワクチンの効果で全国的にも減少が続い
ています。溶連菌感染症はまた増加傾向ですが、
他医療機関ではかなり怪しい例があるようです。
全国的には RS ウイルスが増加して、当院でも検
出例が多くなりました。しかしながら RS ウイル
ス感染症は治療法がないため軽症例は特別診断の
必要がありません。乳児では喘息に似た呼吸困難
になることがあるので注意が必要です。

今月はまずお詫びです。CLINIC NEWS
の発行が 15 日になってしまいました。
『ク
リスマス会』の案内が事後になってしまい
ました。言い訳するようですが、11 月 24
日から週末も含めて診療以外の仕事が、21
日間ぶっ続けでした。さすがにこれでは、
新聞作りまで手が回りません。また終わっ
た行事も記載してありますが、記録という
ことで勘弁してください。

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。！！

