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た。参加者は 500 人を超えたと聞いておりますが、会
場の雰囲気も和やかに、そして、子供のためにそれぞ
テーマを見て、多くの読者は「いったい何なの？」 れの立場で頑張ろうという活力が生まれた大会となっ
と思ったことでしょう。まずは 10 月 25 〜 27 日は、 たことは、ひとえに先生のご発表のお陰と感謝いたし
」と身に余る評価をいただきました。また終了後
お休みをいただきありがとうございました。今月もま ます。
た旅行記かと思っているかもしれません。相変わらず には 5 箇所の自治体から講演のオファーを受けたこと
のお詫びの印ですが、全国を股にかけた自慢話にお付 も含めて、パーフェクトでした。終了後は鹿児島県小
児科医会南会長が慰労会、美味しい薩摩名物と楽しい
き合いください。
25 日は朝一で仙台空港に出向き、伊丹空港を経由 時間を堪能することができました。南先生は鹿児島県
して鹿児島に。昼は黒豚とんかつを食べ、わずかな時 医師会報に院長のことを投稿してくれたことも付け加
間を利用し「維新ふるさと館」に。子どもたちが多く えておきます。
27 日は仙台で開催の十四大医師会連絡協議会があ
て驚いたのですが、平日ということをすっかり忘れて
ました。薩摩の歴史をショートムービーで学び、最後 り、永井医師会長の厳命で会場直行。会場のホテルメ
は西郷どんとツーショット。ホテルにチェックイン後 トロポリタン担当者が着替え場所だけでなく、お茶と
は文科省主催「全国学校保健・安全研究大会」の会場 おしぼりまで準備。重要な役割は夜の懇親会。ホスト
で前日打ち合わせ。この大会は教職員の学校保健関係 役の一端を担うことができ、参加の皆さんの満足の笑
では最も大きい大会で、全国持ち回りで毎年開催され 顔が見れました。
28 日は協議会を中座し、厚労省が主催する「子ど
ています。ホテルからの桜島がとても綺麗でした。
もの虐待防止推進全国フォーラム
in みやぎ」のため仙
少し経緯を話しましょう。10 年継続の小学 4 年生
台国際センターへ。こちらも少しばかり経緯を話すと、
への性教育活動が「内外教育」
（時事通信社）に掲載
され、それを見た文科省担当者から連絡が来ました。 市役所を訪れた帰り道、路上で突然「川村先生！」と。
「10
「鹿児島の研究大会「現代的健康課題」では性の問題 振り返ると見覚えのある仙台市児童相談所所長が、
を取り扱う予定。小学校の部が文科省担当が担当する 月に虐待全国フォーラムがあるので、引き受けてもら
ので、文科省推薦として受けて欲しい」と。そう言わ えないか」と。路上で一本釣りされてパネリストなっ
れながら大会誌発表原稿を提出すると、性教育という てしまいました。メインテーマは「未来ある子どもた
。第一分
言葉は使わない、表現を変えてくれ、図表は載せられ ちのために〜私たち一人一人ができること〜」
科会「医学的見地から見た児童虐待」を担当。開業以
ないなどダメ出しばかり。推薦されたから仕方なく受
けたのだと精一杯抵抗したが、文科省は流石にビクと 来の「お母さんの不安・心配の解消」に基づく子育て
もしなかった。夜は市教委有志主催「川村先生全国デ 支援、さらに命の大切さを伝える子ども支援、加えて
ビュー記念激励会」で、滅多にないことの嬉しさで最 行政や NPO との連携による活動を紹介。重要なことは
窓口であることよりはけ口になって欲しいと。さらに
高に盛り上がりました。
26 日は「「親子で学ぼう生命のつながり」による性 小学 4 年生保護者講和「悲しい出来事」から、親子の
に関する健康教育」のテーマでの研究発表。性の問題 コミュニケーションの重要性、加えて虐待予防のため
は教職員の関心が高く、10 課題でもっと多く 500 人 には「パイプより糸で十分」という言葉で締めくくり
「パイプより糸」の意味は、行政も含め虐待防
を超える聴衆がありました。トップバッターでの発表 ました。
止というとハイリスク家庭とパイプをつなぐことが重
だったので、まずは聴衆の耳と心をつかむ言葉から。
「今日は大勢の先生方の前で完全アウェーの状況で、 要と考えている。しかし繋がれる側にとっては、身動
全米オープンの大坂なおみ選手の気持ちがよくわかり きができないパイプは邪魔なもになりかねない。拒絶
ました…」で、案の定どっと笑い声が湧き上がりまし されるパイプより糸の方が受け入れやすい。糸さえ繋
た。ディスカッションでは院長への質問が多く、コメ がっていれば、手繰り寄せられることの重要性を知っ
ンテーター（小学校校長）から「川村先生にしかでき てもらうための表現でした。ここでもコーディネータ
ない発表」との評価を得ました。後日「発表者が今ま ー（大学准教授）のまとめで「パイプより糸」が強調され、
で教員だった中、初の学校医の先生としてご発表いた 院長の提言がまとめにつながった、またまたパーフェ
だき、まさにパイオニアです。また、大会に参加され クトの発表でした。
3 日間の休診を知らずに来院した患者さんもいたは
た多くの方々が、川村先生のお話に感銘されていまし
ずです。皆さんには大変ご迷惑をおかけしました。言
11 月のお知らせ
い訳をするようですが、診療するだけが小児科医の役
・インフルエンザ予防接種
割ではありません。未来を担う子どもたちのために、
13 歳未満 2 回、以上 1 回
小児科医としての力を発揮するのも仕事の一つです。3
料金 3,500 円（消費税込）
日間の間に文科省と厚労省の推薦で講演をすることは
予約受付中
滅多になく、大きな評価と満足しています。皆さんに
・栄養育児相談
迷惑をかけた分、これからも子ども・子育て支援の活
14、28 日（ 水 ）13：30 〜
動を続けるつもりです。このように休診して出かけら
栄養士担当 参加無料
れるのも、皆さんのご理解とご協力のお陰です。あり
がとうございました。応援もよろしくお願いします。

文部科学省と厚生労働省

院

長

『子ども・子育て支援の都市仙台！

ネウボラを仙台に！！』

読者の広場

先月はメールがありませんでしたが、FB（メッセンジャー）には来ています。
まずは宮城野区の菅井さんからのなんとも表現がしにくメッセージです。
「かわむら先生、こんばんは。先生に会いに行くチャンス到来。珍しくしのんが、今日帰宅後に頭痛と熱。
何気に母も頭痛が。かわむらせんせーい思ったら、今日は木曜日じゃないですかストックの解熱剤を飲ま
せて、明日朝イチ受診致しまーす。よろしくお願い致します」。
翌日受診して当然のことながら「お母さんの不安・心配の解消」の文字通り満足して帰っていきました。
「かわむら先生。今日は、ありがとうございました。はい、そうです一番会いたくて喜んでるのは、母でした。
師長さんには、バレバレでしたね 義父が療養中で、色々な科の先生にお会いしますが、かわむら先生をこえる先生には、未だ
出会っておりません。しのんも、お陰様で既に元気です。やっぱ、かわむら先生すごいわー、行っただけで元気になんのね、あ
の何か丸いやつ ( 聴診器のこと ) に、何かあるのかな笑と言っておりました。先生のパワーじゃないの？と 2 人で笑っていました。
安心感ハンパなく、変わらずのスタッフさんの優しさ、ホント居心地の良いクリニックです。今日も、ちゃっかり私の薬まで頂いて、
ツルハより安いです、やっぱりいつもありがとうございます。これからも、よろしくお願い致します」。
はてさて聴診器の中には、どんな魔法が隠されているのでしょうか。でも医療機関で最も大切なこと。医療従事者というもの
が何をなすべきかを、しっかり物語っているメッセージでした。病は気から、ですから気を直すことも役割の一つです。

新しい事務スタッフです
よろしくお願いします

はじめまして。10 月から仲間入りさせていただきました板屋越愛美（いたやごしめぐみ）と
申します。慣れないとこばかりで毎日頭がパンクしそうですが、少しずつがんばっています。
不慣れなことばかりでご迷惑おかけすることもあるとおもいますが、どうぞよろしくお願いし

文科省と厚労省写真集

一面記事に写真を入れることができませんでした。改めてここに掲載します。
なんか意味不明ですが、忙しさ自慢の状況を感じてもらえれば幸いです。

医家芸術祭のご案内

期間：11 月 9 日（金）〜 14 日（水）
時間：10：00 〜 18：00
場所：メディアテーク 5F ギャラリー
院長は写真を出品して、今年で 3 年目です。昨年は講
評で傑作と評価されました。今年も 4 作品を出品します。
さてどんな作品なのでしょう？
院長の仕事と忙しさだけでなく、芸術のセンスにも目
を向けてください（笑）
Mail News,Facebook の紹介
ぜひ足を運んでください。
Mail News は 600 人を越えるお母さんが登録し利用しています。
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。下の QR コードから是非登録をお願いします。
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 ど う ぞ。Mail News が、 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
MailNews
Facebook
問い合せ下さい。

伝染性紅斑が宮城県で大流行で、仙台市でも警報が出て
います。7 日にミヤギテレビと東日本放送で伝染性紅斑の
インタビューが放映されました。この病気自体は怖い病気
ではありませんが、妊婦さんがかかるとお腹の赤ちゃんに
影響が出ることもあります。家族にいた場合には健診で伝
えてください。やはり夏カゼの名残があります。グラフに
は示していませんが、気管支炎も多くみられています。

編集後記
10 月は本当に忙しく、4 日間で鹿児島仙
台往復、3 つのイベントをこなし、パネリ
スト 2 回。誰かが、まるでタレントみたい
と言っていました（笑）1 週間後には 2 つ
のテレビ局取材、放映。まるでタレントに
なったかな錯覚を覚えました。しかし患者
さんに迷惑かけるし、これだけで食べてい
けません。医師の忙しさは、大部分はボラ
ンティアです。と言っても素晴らしい評価
をもらえることに満足しています。

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。！！

