それから・・・
規則的な陣痛か起こったり、破水をしたりすると入院するこ
とになります。そして陣痛は次第に強くなり、陣痛と陣痛の
間隔も短くなってきます。ソフロロジー式イメージトレーニ
ングで練習してきたように、しっかり呼吸をしながらこの陣
痛の時期を乗り越えていきます。やがて出産。「おぎゃー」
という赤ちゃんの産声を聞いてひと安心。と、ここまではマ
ザーズクラスで勉強したので、ばっちりOK。でも、それからっ
てどうなるのかな？ そこで今回のハローマービークラブで
は出産から退院までの５日間に焦点を合わせてみました。
←赤ちゃんと初対面。
感激の瞬間です。
↑赤ちゃんは、家族に見守られながら、
沐浴し、きれいになります。
←体重や身長、胸囲などの計測を受け
ます。そして、医師の診察のあとお
母さんの元に返ります。

↓赤ちゃんと添い寝して、母親になっ
たことを実感するひとときです。

→出産後2時間ほどして落ち着けば、自
分の部屋へ戻ります。その前に、家族
で記念撮影。

←出産の翌日からはいよいよ授乳が
始まります。赤ちゃんもお母さんも
最初は練習。上手になるまでナース
のお手伝いがあります。
→出産の翌日には、体調が良ければ
シャンプーサービスがあります。

。

↑慣れないうちは赤ちゃんのおし
め換えや服を着せるのも一仕事。
スタッフの説明を聞くママの表情
は真剣です。

↑母乳がよく出るよ
うに、ベテランスタ
ッフによる乳房マッ
サージを受けている
ところです。
↑おっぱいタイム。赤ちゃんにとっ
てもママにとっても、もっとも幸せ
なひとときです。

↑沐浴も練習あるのみ。洗い方の
コツをスタッフがアドバイスしま
す。
↑入院中の楽しみの一つは、お食
事タイム。ルームアテンダント

メニューは、和洋中、バラエティに

（サービス専門スタッフ）がお部

富んでます。

屋まで運んでくれます。

↑退院後の生活などについて、ス

←母乳育児が原則ですが、いざとい

タッフから注意することなどの説

う時のために、ミルクの足し方、ミ

明を受けます。様々な疑問にも丁

ルクの作り方について、栄養士さん

寧に答えてもらえます。

からの説明もあります。
↓退院の時には記念写真を撮ります。

←いよいよ退院。入院中の居心地が
いいので、帰りたくない気持ちが半
分。スタッフに見送られながら、赤
ちゃんとともに「ママ」の出発です。

ドクターメッセージ

院長から一言

？

体中がかゆくて眠れません。
どうしてでしょうか？

花粉症だからといって、花粉症
になるとはいえないのです。ア
トピー性皮膚炎も喘息にしても
同じことです。もし生後何らか
の症状が出たとしたら、軽い程

「ベン・ハー」という映画をご存じで

妊娠４ヶ月頃になると、胸やお

度で治るように治療に専念して

すか。この映画が封切られたのは私が

なか、背中、太ももなどがかゆ

ください。

子供の頃でした。私の育った小さな地

くなったり、湿疹ができてカサ

方都市でも上映され、その宣伝文句は、

カサになることがあります。こ

牛乳や卵を食べるとアトピーの

「制作費○億円、制作日数○○日、映
画史上初の超大作」と言うような言葉

れは「妊娠性痒疹」と呼ばれる
もので、妊婦さんの２〜３％が

赤ちゃんが生まれると聞きましたが
本当ですか

でした。子供ながらすごいなあと言う

経験すると言われています。原

おなかの赤ちゃんがアレルギー

印象が強烈にインプットされました。

因として妊娠中のホルモンや妊

体質を受け継ぐ心配がなければ

その当時子供が映画館に行くことは、

婦特有の軽度の肝障害が考えら

妊娠中に牛乳、卵などを食べる

学校の規則で禁じられていましたから、

れます。いずれにしても妊娠性

ことで、赤ちゃんがアトピーな

映画館の前でスチール写真を見ながら

痒疹はお産がすめば治るもので

どのアレルギーの病気になるこ

ため息をついていました。そして10年

すが、かゆみが気になって仕方

とはまずありません。また心配

近く経ち大阪で予備校通いを始めた頃

がないという場合には、医師に

があるときでも、妊娠中の食生

です。OS劇場という映画館でリバイ

相談して薬を処方してもらいま

活を改善したからアレルギーの

バル上映をしていましたので、浪人生

しょう。たいていは抗ヒスタミ

病気にならないとは言い切れま

でありながら思わず入場してしまいま

ン剤や少量の副腎皮質ホルモン

せん。ただ同じ食品ばかりを続

した。地方都市から大都会に出てきた

剤などのかゆみ止めの軟膏でお

けて大量にとると、消化しきれ

田舎の少年は、スクリーンの大きさと、

さまります。薬による赤ちゃん

ず、胎盤を通して赤ちゃんの体

映画のスケールの大きさに圧倒され、
すっかり映画の虜となりました。それ

への影響はありません。体を清
潔にしてゆったりとした下着を

内にアレルゲンとして入ってし
まうこともあるので注意しましょ

からは、週に1〜2回映画を見て、受験

身につけ、油っこいものを食べ

う。アトピー性疾患を防ぐ食事

勉強というストレスを発散していました。

過ぎないことで、かなり症状は

で大切なのは栄養のバランスを

ストレスが無くなるとともに映画熱も

軽減するはずです。

とること。そして同じ栄養素で
もいろいろな食品からとるよう

さめてしまいましたが、映画好きの芽
は残りました。佐藤クリニックを開院
してからは、映画館に行くなんて無理

夫も私も花粉症で困っています。

に心がけましょう。そしてもし
心配なら、卵は２〜３日に一個

だと考えていましたが、昨年「タイタ

赤ちゃんにもアレルギー体質は遺伝
するのでしょうか。心配です。

くらいで、なるべく加熱するよ

ニック」が評判になりましたので、久

アレルギーの病気として、アト

うにし、牛乳は多くても１日

しぶりに映画を見たくなり、何事もな

ピー性皮膚炎、気管支喘息、花

400ml 程度にすればいいでしょ

さそうな日に彦根まで出かけました。

粉症、アレルギー性鼻炎、蕁麻

う。

映画が始まって5分も経たないうちに、

疹などが知られています。これ

胸ポケットの携帯電話が振動し、「お

らは、アレルギー反応を起こす

産になりそう」ということで、そのま

体質を持った人がかかる病気です。

まクリニックに帰りました。ビデオ化

親がこれらの体質を持っていると、

されて、ようやく「タイタニック」を

赤ちゃんにも遺伝してしまう可

見ることができました。話題の映画も、

能性が非常に高いのですが、ただ、

少し待てばビデオでみられますので、

遺伝するのは「病気」ではなく

いい世の中になったものだとは思います。

「体質」なのです。遺伝子を持っ

でもやはり、映画は映画館で見たいと

ていたとしても必ず発病すると

隠れ映画ファンは思うのです。

は限りません。だから両親とも

ドバイザーとして助産婦が１人という

テーマですし、５月22日は「妊婦も野

Classインフォーメーション

豪華な講師陣で、和気あいあい、にぎ

外へ出よう─ヘルシーなBBQ」をテー

マービーキッチン

やかにやってます。栄養士さんのお話

マに、初めて野外で行う予定です。料

を聞いたり、調理師さんに料理のこつ

理下手を自負しているみなさんの参加

を習ったり、助産婦さんに妊娠中の悩

をお待ちしています。

みを相談したり、そしてなんといって
も皆で作った料理に舌鼓を打って、お
しゃべりをして、とっても満足のいく
妊娠中の食事って、カロリーを控えめ

３時間です。毎回何名かのご主人も参

にしたり、食物繊維や鉄分を多くとっ

加されます。包丁を握ったいつもと違

たり、いろんなことに注意しないとい

うご主人の姿に、あらためて惚れなお

けないので、結構面倒ですね。料理の

したという感想もありました。ちなみ

苦手な方や、勤めていて料理に時間を

に３月20日のマービーキッチンでは「

かけられない方にはとっても大変でし

カルシウムをたくさんとろう」を合い

ょう。そこで佐藤クリニックでは、妊

言葉に、写真のような食事を作りまし

婦さん向きで、簡単で見栄えのいい料

た。参加費600円で、カルシウムが500

理を実習する楽しいお料理教室、マー

mg摂ることができるというメニュー

ビーキッチンをひらいています。毎月

でした。マービーキッチンでは毎回違

１回土曜日の午前10時から午後１時頃

ったテーマで、違ったメニューをつく

まで。場所は「六角館」。栄養士さん

っています。ちなみに４月24日は「便

３〜５人と調理師さん２人、そしてア

秘すっきり─食物繊維の多い食事」が

メニュー（810kcal）
ワカメのスープ
小松菜チャーハン
いわしのパン粉焼き
ビーンズサラダ
いちごのムース

STAFF紹介

STAFF紹介

ナース

助産婦

河越 悦子

斉藤 智孝

私の家族は４人ですが、それに犬のコ

助産婦になって13年。マタニティすい

ロと猫のミョウの２匹が加わりとても

みんぐとマービーキッチンを主に担当

にぎやかです。佐藤クリニックへは平成８年よりお世話に

しています。家族は、ラッシャ板前そっくりな41才の大

なっています。しばらく仕事から離れていた私ですが、こ

黒柱と9才のサッカー少年、しっかり者と言われる5才の

ちらのスタッフの皆さんに何かと助けていただき今日まで

娘の4人です。15m先に主人の両親、200m先に私の両親が

きました。まだまだ勉強不足、自分の未熟さを痛感する毎

住んでいて町内の名物（？）になっています。自分自身

日ですが、私の好きな言葉「初心忘るべからず」の気持ち

の気持ちを常にプラスに切り替えることに努力し、子育

を大切にこれからも頑張っていきたいです。

ても仕事も 楽しく元気に 頑張ってまーす。
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マタニティビクス

みどりの日

フルート︵午後︶

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

フルート︵午前︶

チャイルドシート講習会

マービーキッチン

一ヶ月検診

マタニティビクス

直前おっぱいスタディ

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

一ヶ月検診

マタニティビクス

アドバンスコース

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

フルート︵午前︶

アドバンスコース

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

マタニティすいみんぐ

二週間検診

ＰＭコース
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
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金
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月

火

水

木

金

土

日

月
フルート︵午前︶

チャイルドシート講習会

一ヶ月検診

マタニティビクス

直前おっぱいスタディ

マービーアドバイス

フルート︵午後︶

マービーミーティング

マタニティすいみんぐ

マービーキッチン

一ヶ月検診

マタニティビクス

アドバンスコース

［発行人］佐藤重恭

二週間検診

［企画制作］㈲マービーアイランド

マービーアドバイス

マタニティすいみんぐ

フルート︵午前︶

一ヶ月検診

おっぱいスタディ

マタニティビクス

マービーアドバイス
フルート︵午前︶

二週間検診

マービーミーティング

アドバンスコース

一ヶ月検診

マタニティビクス

フルート︵午前︶

プライマリーコース

マービーアドバイス

こどもの日

国民の休日

憲法記念日

PMコース

一ヶ月検診

※都合により変更する場合が
あります

木

