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日本外来小児科学会年次集会 ーマルな場所で、茶色の靴履い
ているのが川村先生” とのコメ
ントにうれしさが今も記憶に
...( 意味が分からない方は昨年
号を )。今年は昨年以上の大き
な承認事項でドキドキ。またま
た吉永先生から“ ちょっと趣向
を凝らしておきました” とひと言。承認のスライドが流
され、同じ画面にサムアップの画像が重なるように現れ、
院長の 2015 年日本外来小児科学会会長就任が異議なく
承認。このサムアップは、自分が写真を撮る時のお決ま
りのポーズ。吉永先生の応援の気持ちは、ちゃんと会場
に伝わったはず ( 笑 )

夜はホテル日航での懇親会。700
人以上が参加し大盛況、立錐の余地も
ないほど。2年後の会長就任の挨拶回
りで、気がついたら何も食べずに、ウ
ーロン茶 3杯だけで終了。でもしっ
かり下村会長とおめでとうツーショッ
トを。さて、空腹をどう埋めたかは、
ブログで。“ 河太郎、活イカ、オコゼ”
がキーワード。

 1 日は、朝 7時から歴代会長会議。2年後の会長が
承認され、初めて参加。いつもなら積極的に発言するの
が、錚々たる顔ぶれに圧倒され隅の方で小さくなってい
た ( 笑 )。午前中は自分の年次集会の下見に徹して、う
ろうろしての写真撮影。おかし
な奴と思われたのかも。 会場を
まわっていると、「小学 4年生
への性教育」の前で、一組の親
子が熱心に見てくれていた。と
ても印象的だったので、うれし
くなって写真に。
お昼にも、いいことが…。昼食のとんこつラーメン

の話題とともにブログにお任せ。13時からは仙台の年
次集会世話人とミーティング。会場視察で感じたことを
2年後に活かすための本当のミーティング。最後は展示
物を撤収して、すべての年次集会の日程終了。返送の伝
票と袋までスタッフがしっかり準備してくれました。こ
こでも、感動と感謝です。
会長の就任に当たり、多くの方々のご支援を頂きま

した。個人的には吉永先生ご夫妻に大変お世話になりま
した。ブログに載せてありますが、本当に多くの方々の
やさしく温かい気持ちにひたることができた楽しく素晴
らしい学会でした。
夏休みに続いての休診だったので、知らずに来院し

た方もいたでしょう。このように余裕を持って学会に参
加できるのも、患者さんのご理解とご協力のお陰です。
学会で得たものを、これからの診療に生かしていこうと
思います。ありがとうございました。

8月末は毎年、日本外来小児科学会年次集会に参加
しています。学会の役員をしているため前日からの参
加となり、皆さんにはご迷惑をお掛けしました。お詫
びの印として、恒例の学会の模様と、ちょっとサプラ
イズな報告を届けます。
8月 31 日 ~9 月 1 日に第 23 回日本外来小児科学会

年次集会が、福岡国際会議場で開催されました。この
学会は小児科の開業医が中心で、看護師や薬剤師、事
務スタッフも参加し、参加者が 3000 人を超える大き
な学会です。
今年はパネル展示ふたつで、ひとつは院内報「かわ

むらこどもクリニックNEWS 20 周年記念紙」、もうひ
とつは「小学 4年生への性教育～いのちの大切さを伝
えたい～」です。20周年記念紙は、ノベルティと合わ
せての展示です。「命の大切さを伝えたい」は、6年前
授業から続く PTA親子行事について紹介しました。
 30 日休診にして、車で仙台空港へ。空港ではちょ

っとお日様が顔を出していたが、福岡は活発な前線と
台風の影響で大荒れの予想。予想とはうらはらに、多
少の遅れで無事福岡空港到着。家内は親友の吉永先生
の奥様と空港から観光ドライブに直行。ひとり残され
た自分はホテルにチェックイン後ちょっと昼寝をして、
役員会へ。終了後は、展示場に向かいポスターの張付

け。スタッフのがっちりとし
た梱包のお陰で、どこから開け
たらいいのかわからない始末。
荷物の中には、設営に必要な
テープやはさみなど完璧に準
備されていて、スタッフの出
来の良さに改めて感激。ウエ

ルカムパーティの参加を断念して、仙台とは違う酷暑
で疲れた身体を癒すために早めに就寝。
 31 日は眠い目をこすりながら 8時には予防接種副

反応調査研究会。その後広い会場をうろうろし、多く
の友人達と挨拶を。途中仙台からの仲間たちと合流。
すぐに喫茶コーナーでのミーティング。当然ながらミ
ーティングの名を借りた休憩。
 午後のメインは総会。昨年は会長の意向で大臣表彰

が紹介。総務の吉永先生の“ 総理大臣官邸というフォ

９月のお知らせ
・診療時間変更のお知らせ
　9月 14 日（土）　診療　15：30 まで
　9月 18 日（水）　14：00 ～ 16：30 休　診
・栄養育児相談
　9月 11、25 日（水）　13：30 ～
　栄養士担当　　参加無料

院　長



読者の広場 先月は 9通のメールを頂きました。まずは楽天イーグルスの夏スタ 2013
協賛で手に入れたチケットで、親子そろって観戦できた青葉区龍田さんから

のお礼のメール。「いつもお世話になっております。龍田です。昨日は、先生からチケットを頂き、
行って来ましたぁ。楽天 vs オリックス。娘の部活の終了を待って、バタバタと行って来ました。
途中からになりましたが、親子で楽しんで来ました。夏休みに入ってからは、連日、練習の日々の
娘は、楽天の勝利もありとってもリフレッシュ出来た様です。ありがとうございましたまた、ヨロ
シクお願いします」。協賛をしたので、外野席のチケットが 16 枚あり、8組の方に 2枚ずつ差し
上げることにしました。無駄になるの心配していたのですが、14枚もらって頂きました。練習の
日々、楽天の勝利と相まってリフレッシュ。こちらとしてもうれしい気持ちです。できれば、又こんな機会を作りたい
と思います。ありがとうございました。
皆さんは、先月号の「小児科は心療内科？」読みました？　記事の泉区の橋野さんから感謝のメール。プライバシー

にかかわるので匿名と思ったのですが、お役にたつのであれば是非ということで実名で紹介します。「先生には心療内科
を勧めて頂き本当に感謝しております。結局、午後一番で○○胃腸科へ行き、「先生が良いと思う心療内科を紹介してく
ださい」と言って台原にある○○病院を紹介して頂きました。幸いに空いていて、院長先生の診察にすぐに呼ばれ、と
にかく 7月 10 日からの症状を詳しく聞いて頂きました。ウォーターベッドによるマッサージは全身の凝り固まった筋
肉の他、私の固くなった心もほぐされるようでした。かわむら先生と話してると脈動が収まって 2~3日は楽になる ! と
いう説明では何度も笑ってました。処方された薬も私には良く合うようで、脈動も感じず、暑い日の仕事もなんとかこ
なせるようになりました !」。そして不安だった夏休みの旅行先からもう 1通のメールまでいただきました。「今は念願の
北海道にいます。主人の実家でこんなにゆっくりできる私は幸せ者です。でも仙台空港でトラブルのため 2時間足止と
なり不安は時に飲むワイパックスを一錠飲んだら到着した千歳空港で歩行困難になりちょっとイケメンなお兄さんに駐
車場まで車椅子を押してもらっちゃいました !!! かわむら先生のおかけで一歩踏み出し心療内科へ行き本当に良かったで
す。先ずはお礼まで (*^_^*) かわむら先生メールありがとうございました主人の実家への帰省でゆっくりリフレッシ
ュなんて、本当に幸せな嫁です。さらに『かわむら先生』『○○先生』『薬』の三銃士に守られたお姫様気分ですおかげ
さまで今日は小樽の水族館にある遊園地を満喫しています。もちろん私は日陰で御手振り係りですが (*^_^*) 脈動が
ないので不安な気持ちにもなりません夜も良い睡眠がとれています。北海道行きが目の前にせまり心療内科へ一歩踏み
出せたのは、かわむら先生のおかけです。今までも優樹の時がそうだったように、今回もかわむら先生のおっしゃる通
りです。本当に感謝 ! 楽しい北海道帰省です。」。当
院の理念は「お母さんの不安・心配の解消」で、ま
さに、それを地でいったようなエピソードです。お
母さんの安定は、子どもにとってとても重要な要素
です。お母さんが心から安心して出掛けた北海道旅
行。優樹ちゃんも心から楽しめて、いい思い出とな
った夏休みでしょう。うれしいメールと実名の申し
出、ありがとうございました。本当に良かった！！

手足口病の全国的な流行を受け、前月の 2倍弱に
なりましたが、2011 年の大流行ほどではありません。
ヘルパンギーナも、2倍に増加していますが、大流行
の気配はありません。特別な感染症の流行もなく、全
体的に患者さんも少なく落ち着いている状況です。

編集後記
　学会参加のためお休みをいただきありが
とうございました。台風のさなか福岡に向
かって、心配でしたが無事帰ってくること
ができました。今年は例年にない猛暑かと
思えば、豪雨、さらには竜巻など、本当に
異常気象です。一面記事でも報告しました
が、2年後に大きな学会を任されることに
なりました。健康だけには充分注意して、
責任を果たさなければと思っています。

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。！！

7月から水痘・おたふくワクチン公費助成開始
　仙台市では、仙台小児科医会、仙台市医師会の要
望により、上記ワクチンの公費助成が始まりました。
　対 象 :1歳 ~3歳未満（誕生日前々日）
　開始時期 : 平成 25年 7月
　助成回数：各々 1回分（追加として
の接種も可能）
　負担額：
　　　水痘　4000円　　おたふく　2500円
　支払い：窓口で負担額分をお支払いください。
　予防接種委託料分 5230 円が助成されています
　詳細は、右上QRコードで仙台市HPへ

Mail News,Twitter,Blog,Facebook の紹介
　Mail Newsは、420 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。
　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。不明な点は受付まで問い合せ下さい。

Blog FacebookTwitterMailNews

成人に対する風疹予防接種費用の全額助成開始
仙台市で、風疹ワクチンの全額助成が始まりました。
対　象：接種時に仙台市在住で、(1)、(2) に該当
　(1) 妊娠を希望、予定する19歳 ~49歳の女性
　(2) 妊婦の夫 (婚姻関係は問いません ) 
助成額：接種費用の全額 ( 但し、上限 10,000 円 )
　MR( 麻しん、風しん混合 ) ワクチン又は風しん単

独ワクチン
助成対象期間：H25年 4月 1日～H26年 3月 31日
支払い：9月から窓口無料（9,000 円）になります。
ワクチンの不足が懸念されているため、当面はかかりつけ患者さんを

優先します。詳細は、右上QRコードで仙台市HPへ


