すいみんぐ同窓会
みなさんは同窓会に出席したことがありますか。同窓会って
何となく心ときめくものがあります。当時あこがれていた彼
が、ちょっと期待はずれだったり、あまり目立たなかった女
の子がとってもあか抜けて美人になっていたり・・・。久し
ぶりのはずなのに、とても楽しくおしゃべりができ、日頃の
ストレスを発散し、また新たな思い出の１ページが加わる。
そんな同窓会が11月14日と16日に佐藤クリニック・サニーホー
ルにて行われました。佐藤クリニックでは平成７年９月から、
「マタニティすいみんぐ」を行っていますが、そこに参加し
ていた人で、もう出産した人、いわばスイミングの卒業生の
同窓会です。現在第１期から第３期までの同窓会があります
が、14日は第３期、16日は第２期の同窓会で、それぞれ23
名と９名の参加がありました。近況報告や育児に関する悩み
相談、また妊娠中と違ってお菓子も食べ放題、とってもにぎ
やかな同窓会でした。参加していた人たちの声をお届けしま
しょう。「スイミングで一緒だったみなさんの大きかったお
なかに、こんな子が入っていたのかーとしみじみ思ってしま
いました。」「京都から昨日これを理由に帰ってきました。
こういう機会があればとんできます。」「スイミング以来会っ
ていなかったお友達に会えてうれしかったです。これからも

第３期同窓会

んでいるのだなと思って、少しほっとしました。斉藤助産婦
さんのアドバイスが聞けてよかったです。子育てがんばりま
す。」最後に第２期の幹事さんのお手紙です。「私はスイミ
ングの同窓会をいつも楽しみにしています。大きなおなかで
泳いだ仲間もすっかりママになって、子どもも大きくなって
いてびっくり。懐かしく楽しい時間を過ごせました。佐藤ク
リニックは病院という関わりだけでなく、スタッフや友達と
の出会いの場であり、私と子供が一緒に卒業した学校のよう
な気がします。これからもスイミングを通じて知り合った人

長いおつきあいが
できそうな気がし

たちを大切にしたいと思っています。」

ます。」「いろん

ともに子どもの成長を喜び、見守っていける産婦人科を目指

なことで悩んでい

しています。「ここであなたは生まれたのよ」「こんなに大

ましたが、今日お

きくなりました」そんなふうにいつでも立ち寄っていただけ

話をしてみんな同

れば、本当に幸せです。

じようなことで悩
第２期同窓会

佐藤クリニックでは、ただ単に出産する場だけにとどまらず、

！

クリニックへ連絡し、指示をうけてください。

切迫早産とは
切迫早産とは

切迫早産だと言われたら「安静」が一番
まずは安静が第一。症状によっても安静の基準は違ってきま
すが、おなかが張っているだけなら、張り止めの薬を処方し
てもらい、自宅安静になります。出血して子宮口が開いたり、
頻繁におなかが張っていたら、入院しての安静となります。
破水した場合は、動いてはいけないので入院に。また、症状
が比較的軽くても、お子さんのいる妊婦さんは、育児の負担

妊娠22週から37週未満に赤ちゃんが生まれてしまうことを「早

があり、自宅にいても安静にできそうもない場合、大事を

産」といい、切迫早産とは、早産しかかっているけれども、安

とって入院するケースもあります。

静や治療によって妊娠を続けることが可能な状態をいいます。

自宅で安静と言われたら

切迫早産の治療目的は、胎児をなるべく長く胎内で育て、しか

次のようなことを基準に生活を見直しましょう。

も元気なまま出してあげること。早く生まれるとそれだけ機能

料理―キッチンに立って30分以内にできる手抜きメニューに

が発達しておらず、仮に無事生まれたとしても、肺の機能が未

しましょう。
掃除・洗濯―簡単な拭き掃除程度にして、できるだけ家族や

発達だったり、なんらかのトラブルを抱えて生まれてくること

周囲の人に協力してもらうことです。

も考えられます。医療の発達で、未熟なまま生まれてしまった
赤ちゃんが助かる確率も大きくアップしてきましたが、それで

入浴―長ぶろが好きという人も安静のときだけは短時間です
ませ、疲労しないようにします。

もやはり、できるだけ赤ちゃんがおなかの中にいられるよう早

外出―外出は基本的に禁止。よくなるまでのしんぼうと思っ

産の兆候を見逃さないようにしましょう。

てがまんすること。

おなかの張り、出血、破水に気をつけて
妊娠後期には、おなかは張りやすくなりますが、いつもの張り

その他―どうしてもしなければならない最低限の家事以外は、

より強いとか、頻繁に張るとか、しばらく横になってもおさま

なるべく横になっていましょう。

らない周期的なおなかの張りは危険なサインです。さらに、量

さらに、自宅で絶対安静と言われたら、原則としてトイレ、

の多少や色などに関係なく出血があれば、早産の兆候と思って

洗面以外は横になって過ごし、家事などはほぼ全面的に禁止

いいでしょう。また、破水してしまうと、通常２〜３日、長く

です。おなかの赤ちゃんのために夫にがんばってもらうか、

ても２〜３週間ほどしか赤ちゃんをとどめておけず、しかも感

お母さんや姉妹、お友だちなどにお手伝いを頼むなどして、

染症を起こすおそれもあるので、破水かなと思ったらすぐ佐藤

寝たきりの生活を徹底しましょう。

∽フルーツきんとんの作り方∽

(4人分)

1)さつまいも300gの皮をむき水にさらす。
2)鍋にさつまいもと水を入れ、火にか
けて柔らかくなるまでゆでる。

LET'S TRYおせち

3)ゆで汁を捨ててつぶす。砂糖60g、
パイナップルの缶汁と水をあわせ、

最近では、おせち料理をつくる

カップ1/2にしたものを加え、火に

∽柚釜の作り方∽

手間が大変だったり、デパート

かけて練り、皿などに広げて冷ます。

1)かずのこ120gを薄い塩水につけて

などが正月でも営業するように

4)パイナップル2枚、キウイ、リンゴ（皮

なったため、おせち離れがみら

付）を適当な大きさに切り、(3)とあ

れます。新しい発想でNewおせ

わせる。

塩出しし、白い膜をとる。洗って
細かく切り、酒小さじ1を振る。
2)きゅうり120gをせん切りにし、塩

ちに挑戦してみませんか。いつ

黄、赤、緑のとってもカラフルなフルー

もと違ったお正月気分を味わえ
て楽しいかもしれませんよ。

ツきんとんの出来上がり。

12月12日のマービーキッチンでは、

(4人分)

１人分169kcal

もみして絞っておく。
3)柚子4コの中身をくりぬいて器を
作る。
4)(1)と(2)を合わせ、ヨーグルト大さ

手軽に作れる今風のおせちを実

じ2とマヨネーズ大さじを加え(3)

習します。例えば、フルーツき

の器に盛りつけ、上にイクラをか

んとん、柚釜 etc・・・・。あな

ざる。

たの参加をお待ちしています。

１人分71kcal
（佐藤クリニック厨房担当者）

11月17日火災に対する避難訓練が行われました。午後3時、
215号室から出火したことを想定し、消防署への自動火災通報
システムを実際に作動させ、その後ベビーズルーム内の赤ちゃ
ん８名（人形など）を新生児搬送かごなどで運び出し、また入
院中のお母様役の者10名を避難階段など２カ所の階段へ誘導
し、建物の外へ避難しました。
火災発生から約４分で全員避
難完了しました。実際に行動
することにより、緊急時にお

？

時々おなかが張りますが切迫早産ですか。
おなかの張りや痛みは、切迫流・早産などのトラブ

ける避難の手順を、参加者全

ルを知らせる危険信号である場合も多いのですが、

員が再確認いたしました。

心配のないものもあります。妊娠中期になると、お

研修報告

産の準備段階として軽い子宮の収縮が始まるので、
１日に数回程度おなかが張ることがあります。これ
は生理的なもので、心配ありません。８ヶ月以降は、
１時間に４〜５回くらいなら大丈夫。正常な張りは、
静かにしていればすぐ消えるものです。横になると

ドクターメッセージ

痛みが治まるようなら心配いりません。張りに痛み
を伴ったり、張る回数が頻繁になってどんどん強く、
規則的になってくるようなら、早めに診察を受けて
下さい。
おなかが張っている時、おなかを押さえていいですか。

院長から一言

おなかが張ってくると、つい押さえたり、なでてし
まう人が多いようです。中期以降は、外からの刺激

11月18日未明のしし座流星群、みなさんはご覧になりまし

でよけいおなかが張ります。そーっとなでるくらい

たか。しし座流星群って何？と言う方も多いことでしょう。

ならいいですが、なるべく触らないで安静に横になっ

逆に、一度にたくさんの願い事をしようと待ちかまえていた

ているのが一番です。

方もあるかもしれません。ところで、みなさんは流星をみた
ことがありますか。私が初めて流星をみたのは、小学校の高

アンケートから…

学年の時です。父親がYMCAでボランティアをしていました

・切迫早産で入院してい

ので、毎年夏、父親につれられてキャンプに参加していまし

たため、１ヶ月程食事

た。京都府の丹後半島の奥の方に間人（たいざ）という海と

をしましたが、和・洋・中

砂浜のきれいなところがあり、そこでテントを張ったときの

と色々なメニューがあって

夜でした。キャンプファイヤーも終わりいよいよ寝るぞとい

楽しかったです。

「お客さまの声」

うとき、ふと夜空を見上げると、まさに「満天の星」、夜空

・夕食の時子供が泣いていたのを見た配膳の

いっぱいにグラニュー糖をばらまいたようでした。「天の川」

人が、ゆっくり食事できるようにお子様を

が確かに川のように見え、何分かすると、流星がサーッと流

お預かりしましょうかといって下さったこ

れいくのが見えました。空のあちこちで何度も流れていくの
に感激したことを今でも覚えています。この経験から、子ど

とがとても嬉しかった。
・以前（2年半前 ）より薄味で低カロリーに

もに感動を味わうチャンスを作るのも親の役目かなと思い、

なったように思う。うれしくて、少し悲し

今回のしし座流星群の観測で少しでも親の役目を果たそうと

くて・・・。

目論みました。流星がたくさん見えたら子どもたちを起こし
て見せてやるつもりで、18日の午前5時前頃から屋上に出て、
冷たい北風の吹きすさぶ中で夜空を見上げていました。残念
ながら雲が多く、また流星群のピークも過ぎていたようで、１、
２個見えたような気がしましたが、はっきりしないまま心底
凍えてしまい、危うく風邪を引くところで、父親の役目を果
たせないまま再び布団の中に潜り込んでしまいました。

STAFF紹介

STAFF紹介

ナース

ナース

上田 美保

大依 直美

小学１年生と３年生の子供がいます。

３年前より佐藤クリニックにお世話に

７年間育児に専念し、昨年から本格的

なっています。夫と息子２人の４人家

に働くようになりました。子供の頃、母に連れられて叔

族。健康維持とストレス解消のために始めたエアロビク

母の出産に立ち会った時の感動をずっと引きずって、こ

スは、仲間と楽しく語らう大切な場となっています。佐

の道に入りました。毎日幸せを感じながら、仕事をさせ

藤クリニックでもマタニティビクスやスイミングを開い

ていただいています。週に１回のママさんバレー、子供

ています。皆さんも参加されると楽しいですよ。これか

と一緒に走るマラソン、心と体をリフレッシュして毎日

らも、多くの言葉かけをしながら、皆さんと共に感動を

頑張っています。

味わっていきたいと思っています。

伝言板

クリスマスミニコンサートのお知らせ
12月17日（木）午前10時〜12時と12月21日（月）午後５時〜７時の２日間にわたり、佐藤クリニック２階ラウンジにてフルー
トとケルティックハープによるクリスマス・ミニコンサートを行います。赤ちゃんのためにも是非楽しいひとときをお過ごし
下さい。演奏は次のお２人です。なお入場は無料です。

梅本 伸子さん

西村 ひかるさん

（浅井町在住）

（京都市在住）

大阪芸術大学卒業後、これまでに４回のコンサートを開き

大阪芸術大学卒業後、コンサート等の演奏活動、大津でのピ

ました。現在、フルートオーケストラ「湖笛の会」とアン

アノ教室、下田春美バレエ教室でのレッスンピアニストなど

サンブル「セレーノ」に所属。西村さんとは以前からの友

をしています。ハープは独学で学びました。今回演奏するケ

人で、お互いに励まし合い、時にはけなしながらも頑張っ

ルティックハープはケルト民族の民族楽器で他のハープより

ています。今回、ケルティックハープとのアンサンブルが

かなり小型。オルゴールのような音色が特徴です。クリスマ

実現することになり、とても楽しみです。

スコンサート、楽しみにしています。
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