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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』
“すべての子どもたちにすべてのワクチンを。ヒブ・肺炎球菌ワクチンは2ヶ月から”
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院　長Blog「こどもクリニック四方山話」 ては“ 手のひらのにお
い”、“ お風呂場で突然
倒れました” “ 1 歳半で
体重 14.3 キロは太りす
ぎですか” 等。趣味と
して“ PhotoFunia でコ
ラージュ” ( 写真を加工
した面白いもの ) 等。グ
ルメでは駅弁紀行とし
て“ 女将のおもてなし
弁当”、“ 叙々苑特製焼肉
弁当” 等、“ イタリアン 
BAROLO” 等。旅行ネ
タとして“ 東京スカイツ
リーとうんこ”( スタッフと行った講演会後の見物 )、“ 爆
弾テロ未遂事件” ( セブ島に行った時実際あった物々し
い出来事 ) など、仕事以外のプライベートなこともし
っかり記事になっています。ブログは文字の制限は無
く、写真も動画も自由に載せられることが、大きな魅
力です。文字よりは写真、写真よりも動画という流れ
がわかりやすい情報提供となっていると思います。上
に実際のブログの画面を示しました。これは写真を加
工して面白い効果を狙ったもので、本に載っている院
長のイラストを虫眼鏡で読んでいるような写真です。
約 1ヶ月半の間に、48 もの記事を書いてきました。

記事の数が増えるに従って、どれだけ読まれているの
かがちょっと気になります。もちろん読んでもらうた
めに書いているのではなく、と言っても読んでもらい
たいのですが ( 笑 )。ブログも「お母さんの不安・心配
の解消」の理念に基づく情報提供ですが、少しは自己
顕示欲も関係しているかもしれません。
話が横にそれましたが、どれだけ読まれているかの

評価には、ブログランキングがあります。ブログはア
メーバ ( ブログのサイト ) で作っていて、ひとつの目安
にはアメーバ内部ランキングがあります。子育てブロ
グのランキングでは 1764 位 /98034 人でした。しか
しブログが多すぎて、1764 位がどれだけのものか判
断がつきません。他に外部ランキングとして、“ 人気ブ
ログランキング” と“ ブログ村” に登録してあります。
どちらも“ 赤ちゃん子どもの病気” というカテゴリー
ですが、“ 人気ブログランキング” では 2位 /15、“ ブ
ログ村” では 10位 /180 と、まずまず健闘しています。
このランキングはブログを訪れた時に、バナーをクリ
ックするとランクが上がる仕組みになっています。も
し訪れた時には、クリックをお願いしますね。
百聞は一見にしかずのことわざを示しましたが、ま

ずは見て頂くしかありません。PCからだけではなくて、
携帯からも見ることができます。普段見れない院長の
姿やスタッフの秘密の写真も見られるかもしれません
（笑）。是非ご覧になってください。（アクセスは裏面を）

Mail News を購読されている方はご存知と思います
が、1月 16日からブログ「こどもクリニック四方山話」
を始めました。“ また新しもの好きな先生だから” と思
っている方も多いかもしれません。
2月 13 日に日本医師会医療情報システム協議会の

シンポジウム「インターネットによる医療情報交換は
どこまで可能か ?」にパネリストとして呼ばれ、開業
以来行なってきた患者さんとの情報提供 ( 情報交換 )
を「患者さんへの情報提供 IT から ICT へ - より暖か
いCommunication を目指して -」という演題で自慢
げに発表してきました。内容は、当院の開業以来の理
念に基づく取組みを、2004 年 NPO法人日本HIS 研
究センターの第 1回病院広報企画賞を受賞したことも
含め、縦断的情報提供の繋がりとして紹介しました。
2010 年 4 月から発行した患者さんへMail News か
ら、少しでも多くの人に迅速に伝える方法として 6月
から Twitter を取り入れました。また情報の中には動
画でしか伝えられないものもあり、YouTube での提
供を 7月から始めました。伝達の手段 ( メディア ) に
は、それぞれ利点もあり欠点もあります。Twitter は
140 字の制限があり、30分経ったら過去のものになる。
YouTube は見たい人がアクセスしなければならない。
そのような利点欠点を補うために産まれたのがブログ
で、シンポジウムでは情報提供の横断的有機的な繋が
りの見本として紹介しました。
さて、ブログは知っていますよね。ウエブ・ログの

略で、日記みたいなものです。「こどもクリニック四方
山話」では、どんな話題を取上げているのでしょうか。
「四方山話」とは、種々雑多な話・色々な話のことで
す。百聞は一見にしかずのことわざ通り、是非見てく
ださい。と言っても新聞では見ることができませんの
で、ちょっと紹介しましょう。医療情報だけの真面目
なブログでは、読者の気を引くことはできません。い
くら立派な医学情報を載せても、見てもらえなければ
情報としての価値は無くなってしまいます。そんな理
由から、医学的なもの以外に、趣味、旅行、自慢話な
ども載せています。医療情報としては、“ ヒブワクチン”、
“ 子宮頚がん予防ワクチン”、“ 同時接種” 等のワクチン
もの、“ 溶連菌感染症” 等の子どもの病気。Q&Aとし

３月のお知らせ

・栄養育児相談
　3月 2、16 日 ( 水 )　13：30 ～　
　栄養士担当　参加無料



読者の広場

麻疹風疹ゼロ作戦キャンペーン　『小学校入学前にも麻しん風しん混合ワクチンを』
Ⅲ期（中学1年生相当）、Ⅳ期（高校3年生相当）も忘れずに！

先月は 21 通のメールを頂きました。医療相談が多く、プライバシー
に関わるものが多くありました。鹿島台から 1.5 時間もかけて通ってく

る佐藤さんから嬉しいメールを頂いたので紹介します。ブログに“ 凛ちゃんママからのメー
ル” として紹介してあります。「鹿島台の佐藤 凜の母です。『クリニック NEWS』の 211 号
を読ませて頂きました ! 川村先生の現在に至るまでのご活躍や、今回の学術奨励賞を受賞さ
れた記事を拝見し、改めて何と素晴らしい先生なんだろう ... と見直してしまいました ! 今
回、高額なワクチン接種費用の助成がこんなにも早く実現された事、正直驚いています。川
村先生が一生懸命に取り組んで下さった結果です。子どもをもつお母さん方にはぜひ感謝してほしいなぁと思い
ます !! 実は私、1 月の末から切迫早産のためずっと入院しています。そのため、凜の喘息の薬は私の母にお願い
していました。先日川村先生へ行く途中お腹が痛くなったようで、薬のついでに診て頂いたとの事でした。結局
何でもなかったようで安心したのですが、その夜凜に電話したところ『お腹の痛みは大丈夫 ?』と聞くと『川村
先生にギューッとされたら治ったよ !』と言う返事でした。『川村先生の手はすごいね〜』と話しながら凜の元気
な声を聞いてホッとしました ! その翌々日は熱と咳の症状でまたお世話になったようですが、今日から幼稚園へ
行ったようです。私の入院もいつまで長引くのかわかりません。まだ退院の目処はつかないのですが、また新し
い命が授かり、出産し子育てが始まる ... と考えると、嬉しいような不安なような正直複雑な思いで毎日過ごし
ています。でもたったひとつ、心強いのは川村先生の存在です ! 何かあったら川村先生に相談しよう ! と産んで
もいないのに決めています。予定日は 4 月初めですが、早まると思います。今後ますますお世話になる回数が増
えると思いますが、川村先生、スタッフの皆様どうぞよろしくお願い致します !」。学術奨励賞の受賞だけでなく、
ワクチンの助成活動を高く評価してくれて、本当に嬉しい限りです。新聞には掲載していますが、果たしてどの
程度読まれているのか気になります。そしてスタッフ含めた当院への信頼の深さが伝わってきます。「今大事な
ことは、余計な心配をしないで安静を保つことですよ。お腹の赤ちゃんのために。凛ちゃんのことはおばあちゃん、
そして病気のことは「かわむらこどもクリニック」が付いているから大丈夫ですよ。予定日が早まるなんて思わ
ないで、のんびりゆったり過ごしてください。心配事があれば、何なりと」と返事をしておきました。お大事に。
続いては利府町のTさんからです。プライバシーに関わるところもあるので匿名にしました。「いつもお世話に
なっております。今日、無事 !? こども病院を受診してきました。やはり坂井先生にも心配ないものだと言われ
ましたが、徐々に大きくはなるだろうという話だったので今回手術で取る事にしました。混んでるという事で春
休み中は諦めていたのですが、丁度 4 月 5 日に空きがあると言われたのでその日に決めてきました。本人も『早

くポチっとしたやつ取りたい』と言っております〓○
○も学校が始まる前なので、実家に預けて安心して付
き添いもできそうです。最近では子供達も元気でなか
なか病院に行く機会も少なくなりましたが、親のほう
が手術前に川村先生に安心を貰いに行きたいなぁとい
う感じです。今日は報告という事で、また何かあった
らメールで相談させて下さい。それでは失礼します」。
紹介先を受診して報告を頂けるのは、ありがたいこと
です。「親のほうが手術前に川村先生に安心を貰いに行
きたいなぁ」という表現は、まさにクリニックが求め
ている姿です。本当に嬉しいメールでした。偶然二人
とも 20km以上の遠方組でした。

水痘は減少して連菌感染症は横ばいです。特別に流行し
ている感染症はありません。グラフには示していませんが
相変わらず感染性胃腸炎が多くみられました。インフルエ
ンザは 2月に入り減少が続いて流行は小さくなっているよ
うでが、今後の流行に関しては気が抜けません。インフル
エンザ等の流行状況をTwitter でお知らせしています。

編集後記
　1～ 2月と比べると、仕事量は
やや減ってきた感じです。やはり
講演会等があると事前の準備だけ
でなく、精神的にもきつくなって
しまいます。勉強会や役員会など、
ただ参加すればいい会（？）は余
裕はあるのですが（笑）雑用は多
いのですが、合間合間の楽しみ見
つけていると、そんなに大きな負
担に感じないことも？！

　Mail News 発行のお知らせ
　Mail Newsを発行し
ています。230 人を越え
るお母さん方に登録をい
ただいています。携帯で
も PCでも可能です。右上
のバーコードでメールが立
ち上がります。「登録希望」

と登録者、お子さんの名前を書いて送信して
ください。携帯用HP(左のバーコード )で
Mail Newsも読めますよ。Twitter も。で携
帯サイトをブックマークに登録してください。
Blog(右下バーコード )も始めました。

お母さんクラブ「お別れ会」のご案内
　３月31日（木）　福沢市民センター　14：00～
　お母さんクラブの 1年間の締めくくりの会です。子ども
たちと一緒にいろいろなものを作ったり、ゲームや遊びを
通して楽しい時間を過しましょう。

　お母さんクラブ新規会員募集中
ニュージーランド大地震義援金募集
　皆さんもご承知のように 2月 22 日に、ニュージーラン
ドのクライストチャーチでM6.3 の地震が発生し 163 人
が犠牲となりました。日本人も被害に巻き込まれ、未だ
28 人の安否が不明のままとなっています。少しでもご家
族の希望の灯を消さないように、励ましのために義援金を
集めます。ご協力、よろしくお願いいたします。


