ここちよい 処。
1994年11月、佐藤クリニックは、マタ
ニティリゾートとして生まれました。
大病院では、どうしても病気の人を治
療するという医療が中心になり、ある
種の緊張感があります。でも妊娠出産
の場合、できるだけリラックスするこ
とが大切なのです。妊娠している方や、
出産をする方のパラダイスを作りたい
という佐藤院長の数年にわたる構想を
実現するために、琵琶湖畔の地に、マ
タニティリゾートして誕生しました。
充分リラックスして出産し、赤ちゃん
との生活の第一歩を踏み出すための大
切な時期（この時期を、新婚生活のハ
ネムーンにちなんでベビームーンとも
言います）を過ごすための

ここちよい 処。

、新婚旅行で

います。プールやレストランや豪華なロビーは、佐藤クリニッ

リゾートホテルに行くように、ベビームーンのためのマタニ

クにはありません。しかし、佐藤クリニックは一流ホテルの

ティリゾートなのです。近年「ホテルのような病院」という

ようにありたいと思っています。つまり、そういう設備では

言葉をよく耳にされると思います。これは、一般には、ホテ

なく、お客様をおもてなしし、快適な生活が送れるようにサー

ルのような立派なロビーやシェフのいるレストランがあり、

ビスをするという、いわばホテルの持つハートの部分で一流

またプールもある豪華な病院というイメージでとらえられて

になりたいということなのです。佐藤クリニックは、よりよ
いお産をしていただくために、真に満
足できるお産をしていただくために、
赤ちゃんにとっても満足できるために、
そして、皆様に感動を味わっていただ
くために存在しています。

ここちよい 処。
そのこころは、こんなところにも表現されています。
佐藤クリニックでは分娩室とはいいません。
みんなが幸せになれる「ハピイルーム」と言います。

ハピイルームの中はまるで普通の入院室のようになっ
ています。家族に囲まれて、まさにアットホームな感
覚で、リラックスできます。

ベビーズルーム。昼間はあまり赤ちゃんはいません。ほとんどの赤ちゃんはお
母さんのそばにいるからです。赤ちゃんにとってお母さんのそばが一番安心で
きるところ、お母さんにとっても赤ちゃんといるときが一番幸せなときなので
す。もちろんご希望により、ベビーズルームでお預かりすることも可能です。

入院室、それはゆったりとくつろぐ空間。窓からふきこむやさしい風。
陣痛をやわらげ、産後の疲れをいやし、赤ちゃんとの暮らしを彩る自然です。
窓の外の琵琶湖のきらめきは、あなたと赤ちゃんの未来のきらめきです。

1994年11月、皆様に楽しいお産を経験していただきた

があります。教室という名前が付けば何となく勉強しなくて

いと考え、佐藤クリニックを開院いたしました。そし

はならないというような気がします。勉強するって何となく

て、佐藤クリニックの理念である「楽しい妊娠、楽し

気が重いではありませんか。それよりも、放課後のクラブ活

い出産、楽しい育児」をさらに押し進めるため、開院

動や同好会に参加する方が楽しそうではありませんか。だか

１年後の１周年アニバーサリーフェスタにて、「マー

ら、母親 教室 ではなく、マービー クラブ なのです。マー

ビークラブ（MaBy CLUB）」は生まれました。マービー

ビークラブでは、マービークラブ・レッスンとして、楽しむ

です。マービーの ビー は

ためのマザースクラスやマタニティビクス、マタニティすい

の保存のHow
マ はママの to
マ
院長 あいさつ

ベビーの

です。マービーク

みんぐ、マービーキッチンなどを行ってい

ラブとは、ママとベビーのためのク

ビー

ます。そしてこのたび、マービークラブ内

ラブという意味です。佐藤クリニッ

のクラブ通信として、「ハロー マービー

クに来ていただいたプレママ、ママ

クラブ」という情報誌を発刊することにな

の皆様は、「楽しい妊娠、楽しい出産、

りました。「ハロー マービークラブ」では、

楽しい育児」を目指す同好の士と勝
手ながら考えさせていただき、マービー

マービークラブ内での行事内容や日程をお
マービークラブのマスコット

知らせすると共に、妊娠中の生活に役立つ

クラブの会員とさせていただきます。会員証は佐藤ク

情報などを掲載したいと考えています。そして何よりも、ク

リニックの診察券です。当然、入会金や会費は一切無

ラブ員（皆様と私たちスタッフ）同士が、仲良くお友達にな

料です。会則はただ一つ、「楽しい妊娠、楽しい出産、

るための交流の場、きっかけになることをめざしています。

楽しい育児をめざすこと」だけです。マービークラブ

隔月発行ですが、私をはじめ、佐藤クリニックスタッフ、編

では、皆様と私たちスタッフが同じ会員として、一緒

集部一同、より良い物が発行できるよう努力いたしますので、

になって妊娠や出産を楽しめるよう、同好会のような

皆様のご愛読をお願いいたします。

クラブをめざしています。例えば母親教室というもの

院長 佐藤重恭

1998年6月23日、佐藤クリニックサニーホールにて、接客の
プロである京都ホスピタリティー研究所所長、友澤弘氏を招
いて接客についての院内研修会が行われました。友澤氏は元
京都センチュリーホテル総支配人で、40年にわたるホテルス
タッフとしての経験から、「院内の職員同士の電話でも、友
達言葉は使わず、お客様に聞かれても恥ずかしくないような
丁寧な話し言葉を使うこと」と言うような具体的な指導を受
けました。またこの場で、院長から次

？

今度家族旅行を計画しています。そのとき温泉に入

のような佐藤クリニックの理念の発表

りたいのですがいいでしょうか。

がありました。

よく温泉には「妊婦の入浴は禁止」と書かれてあり

１. 佐藤クリニックは「楽しい妊娠、

ますが、特に根拠のない物だと思います。おそらく

楽しい出産、楽しい育児」のため

温泉に含まれる成分を心配してのことだと思いますが、

に最高の医療と、親切な、心のこ

お湯につかるだけで、何らかの影響がですことはま

もったお世話のできるプロフェシ

ずないでしょう。ただ温泉は体が温まりやすいので、

ョナル集団です。

長く入りすぎてのぼせないようにして下さい。それか

２. 私たちは、安心できる妊娠出産と、お客様への心のこ

らもう一つ、家族旅行なのできっと温泉旅館に宿泊

もったお世話を提供することを、最も大切な使命だとこ

されることでしょう。たいていの場合、豪華な夕食

ころえています。そのために、最高の医療とパーソナル

がでてくると思います。思わず食べ過ぎないように

サービスと施設を提供することをお約束します。

注意して下さい。

３. 佐藤クリニックでお客様が体験されるもの、それは、
出産に伴う心楽しく豊かな感覚、満ち足りた幸福感、お

辛い物が大好きです。でも香辛料はとらないほうが
いいのですか？

客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこ

辛いものを食べ過ぎると、主食をたくさん食べたくなっ

たえする職員の心配り、そして、感動です。

たり、水分を多くとりたくなったり、胃壁を荒らし

友澤氏の指導を参考に、この理念を日常の行動に表現できる

て栄養素の吸収が悪くなったりする心配があります。

よう、スタッフ全員で努力していくことを確認しました。

しかし適度にとる分には、食欲を増進させる働きがあっ

（編集部）

たり、香りで食べられるので、調理に塩分や油分を
たくさん使わずに済むといった利点もあります。

学会・研修報告
・陣痛で苦しんでいる時

STAFF紹介
院長

佐藤重恭

に、呼吸法やいきみの

アンケートから…

「お客さまの声」

方法などすごく親切に助け
て頂き、この病院でお産で
きて本当によかった。
・乳房マッサージをして頂いた時も、私が「あ
りがとうございます」と言わなければいけ
ないのに、「痛いのに我慢してくれてあり

1950年代の前半、京都府福知山市に生まれる。1979年

がとう」と言われた時は、この病院でお産

鳥取大学卒業後京都大学医学部産婦人科に入局。京大

できた事を心から幸せに思った。

病院など関連病院で研鑽を積み、1994年京都大学医学
博士。学生時代はヨット部主将として活躍。医学部の
全国大会で2回優勝。部員からは「鬼の佐藤」として恐
れられるも、現在は「鬼の角」は全くなくなっている。
勤務医時代はテニスに凝っていたが、現在の趣味は散歩。
ただし、散歩中、お産などで呼ばれたとき、走って帰
ると心臓が止まりそうになるので、あまり遠くに行け
ないのが悩み。子煩悩で愛妻家だと自分では思っている。

・小さい事でも詳しく丁寧に説明して下さり
不安が取り除かれました。

伝言板

マービーキッチンの参加者募集について

マタニティすいみんぐ参加者募集について

マービーキッチン大好評につき、来る9月5日から、マービー

マタニティすいみんぐも、大

クラブ員以外の方の参加も受け付けることに致しました。つ

好評につき、来る９月１日か

まり、現在、佐藤クリニック以外で診察を受けている妊婦様

ら、マービークラブ員以外の

の参加も可能になりました。（ご主人様同伴の参加も大歓迎）

方の参加も受け付けることに

お友達をお誘いの上、是非楽しいキッチンにご参加下さい。

致しました。泳ぐの大好きと

友達の友達はみんな友達です。みんなでワイワイガヤガヤ、

いう方はもちろん、水が苦手

料理を作って、食べて、おしゃべりし

な方も思いきって参加してみませんか。

ましょう。ただし、マービークラブ員

マービークラブ員以外の方は、主治医

以外の方は、参加料500円と材料費

の診断書と、参加料一回につき1500円

（実費：500円〜1000円位）が必要で

が必要となります。お問い合わせ、お

す。お問い合わせ、お申し込みは、佐

申し込みは佐藤クリニックまで。

藤クリニックまで。

STAFF紹介

STAFF紹介

事務長

キャプテン（婦長・助産婦）

小西雄一郎

橋爪民子

1952年2月20日（魚座）生まれ。両親

趣味は山登り、盆栽、花作り。「継

同居で、女の子二人のPaPa。特技は、

続は力なり」を信条に、毎日を感謝

長く続いているスキー、初段の腕前の剣道、ビギナー

で送らせていただいております。ご縁があり佐藤クリニッ

のゴルフ、書道（師範で、入賞歴は全日展、毎日・読

クにお世話になって3年近く、すばらしい職場と仲間に

売展等々の凄腕です)。臨床検査の仕事を経て佐藤クリ

恵まれ、最高の喜びとしてお一人お一人のお客様との

ニックのスタッフとなり、「お誕生の喜びとお客様の

出逢いを大切に、楽しい日々を過ごさせていただいて

笑顔」を仕事の励みに、毎日１時間かけての通勤も苦

おります。私の仕事を何時も見守ってくれる夫と、仕事

にならないガッツのある、優しい兄の様な人です。

を生きがいに？頑張っている娘と3人家族です。
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［企画制作］㈲マービーアイランド

マタニティビクス

フルート︵午前︶

マービーアドバイス

二週間検診

敬老の日

PMコース

一ヶ月検診

マタニティビクス

フルート︵午前︶

おっぱいスタディ

マービーアドバイス

二週間検診

マービーミーティング

マタニティすいみんぐ

アドバンスコース

マービーキッチン

一ヶ月検診

マタニティビクス

プライマリーコース

マービーアドバイス
フルート︵午前︶

二週間検診

マタニティすいみんぐ
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