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家族の宝物が増えたよ☆
元気に生まれてきてくれて

ありがとう♪

（平成28年9月13日生まれ）
村田 琉成くん
むらた　りゅうせい

我が家のスター
こはくちゃんの笑顔は天使です♡

（平成27年7月29日生まれ）
岩下 心拍ちゃん
いわした　こはく

生まれてきてくれてありがとう。
家族みんな航基が大好きだよ！

（平成28年10月15日生まれ）
坂本 航基くん
さかもと　こうき

夏愛の笑顔は家族の癒し♡
  元気で明るい子に
すくすくと育ってね。

（平成28年8月27日生まれ）
滝川 夏愛ちゃん
たきがわ　なつな

やんちゃな大馳くんが大好きです♡
元気に健やかに育ってね。

（平成28年6月12日生まれ）
大葉 大馳くん
おおば   だいち

お子様のお名前（ふりがな）　　　ご出産日
メッセージ（30字以内、パパ、ママ、お兄ちゃん、お姉ちゃん、
おじいちゃん、おばあちゃん、どなたからでもOK!)
ご住所・お名前をご記入の上、下記までお送り下さい。
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エンゼルタイムス

赤ちゃんと
お母さんのための情報誌

お母さんお父さんの愛情をたっぷりうけて、元気にすくすく育つエ
ンゼルたち。見ているだけであったかい気持ちになりますね。ぜひ
皆さんの可愛いお子さん達もご応募ください。

メールアドレスからも「Hamada Angels」の応募ができるようになりました。

1. 2.
3.

4.

応募方法について

応募方法 （お子様の写真と、別紙に）スマホや携帯電話で撮影されたお子様の写真を、プリントさ
れなくてもダイレクトにご応募いただけます。
（応募は下記のアドレスから）

タイトルに「エンゼル募集」と入力していただき、右記の項目と
一緒に「お子様の写真」を添付して送信して下さい。
※郵送でのご応募もお待ちいたしております!! ※なお、ご送付いただいたお写真はご返却できませんので、ご了承ください。

〒547-0024大阪市平野区瓜破1-6-9
浜田病院 エンゼルタイムス編集部 宛 info@hamada.or.jp

Hamada Angels
ハマダエンゼルズ

浜田病院の理念・基本方針

一.
一.
一.

安全な医療を通じて地域の人に奉仕します
思いやりの心と快適なアメニティーを提供します
母と子の命を守り、女性の生涯を通じ、その健康と福祉に
貢献します

一.
一.
一.
一.

私たちは、安全で満足のいくお産を目指します
私たちは、高次医療機関と連携し、良質な医療を実践します
私たちは、患者様中心の医療を提供します
私たちは、自己を磨きかけがえのない人財となります

基本方針理 念

周産期を中心とした地域貢献型の産婦人科専門病院です。私達と一緒に働いていただけるスタッフを募集しています。

求人に関するお問合せ等はコチラ

募集職種

担当者までお電話にてお願いいたします。 担当  ：  事務長 西岡

スタッフ募集のお知らせ

（財）日本医療機能評価機構認定病院

〒547-0024 大阪市平野区瓜破1-6-9　浜田病院「エンゼルタイムス」編集部
TEL.06-6708-7200（代）　FAX.06-6708-7203 http://www.hamada.or.jpURL

当院の2016年分娩統計

地域連携の先生紹介

小西医師着任のお知らせ

新しい教室紹介
「ストレッチ＆リラックス」

夏休み企画「みんなで学ぶ
“いのち”の教室」のご案内

（財）日本医療機能評価機構認定病院

薬剤師
〈常勤〉

看護師
〈常勤・非常勤〉

助産師
〈常勤・非常勤〉小児科医師

短時間正社員制度も
ご利用頂けます。

院内見学も随時
受付けております。



２０１６年の分娩・新生児統計
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分娩数

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

67 79 85 89 91 88 83 85 96 92 84 77

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

32男の子

女の子

35 43 48 46 44 48 41 44 52 42 46

35 44 42 41 45 44 35 44 52 40 42 31

分娩様式

２０１６年に浜田病院で誕生された赤ちゃんは１０１６人でした。
前年の１０３７人に比べ、２１人減となりました。

1

出産回数
初産婦さん(今回が初めてのご出産)が４７９名（４７．１％）
経産婦さん(２人目以上のご出産)が５３７名（５２．９％）でした。
前年は初産婦さんが４８．５％でした。２０１６年はさらに経産婦さんの方が多くなりました。

5

新生児の転院
２０１６年に転院(※)になったお子様は１８名でした。
※ご出産後、お子様が専門的な集中治療が必要と判断した場合、その治療が可能な病院へ
　お願いすることになります。これが転院です。

6

2

男女別3

出生時体重4

経腟分娩が８８２例（８６．８％）、帝王切開が１３４例(１３．２％)でした。
経腟分娩の中で器械分娩（吸引分娩）は９２例でした。

男女別では男の子が５２１人、女の子が４９５人でした。
２０１５年は男の子が７名多かったのですが、２０１６年も男の子が２６名多くなりました。

２０１６年の当院での出生時体重の平均は「３０６４ｇ」でした。

北野病院……………………………… 11名

大阪赤十字病院………………………… 2名

住吉市民病院…………………………… 1名 

大阪市立総合医療センター…………… 1名

愛染橋病院……………………………… 1名 

大阪市立大学附属病院………………… 1名

大阪府立急性期総合医療センター …… 1名

感染症………………………… 6名

新生児仮死…………………… 4名

呼吸障害……………………… 4名

頻脈…………………………… 1名

無呼吸発作…………………… 1名

早産児・低出生体重児 ……… 1名

母の転院……………………… 1名

転院先 転院理由

2015年の平均は３０７３．５gで、ほぼ同じでした。 今後も、患者様に安全な医療を提供し、ご家族に安心していただける
ようなサポート体制を取れる様に、努めていきたいと思っております。

47.1%

35.7%

14%
2.8%

0.3%

初産婦さん …… 479名（47.1%）
２人目さん …… 363名（35.7%）
3人目さん …… 143名（14%）
4人目さん …… 28名（2.8%）
5人目さん ……  3名（0.3%）

まとめ



たつたレディースクリニック
アクセスがとってもいいクリニックです。

地域連携の先生 ご紹介第12回

日・祝

当院は地域の他科の先生方や、同じ産婦人科の医療機関との連携に取り組んでおります。
今回は、大阪市住吉区にある「たつたレディースクリニック」を訪問させていただきました。

婦人科・妊婦健診・更年期外来・婦人科がん検診・不妊に関する相談・
ピル処方・ブライダルチェック・性感染症チェック・中絶手術

木曜・日曜・祝日、土曜午後 
大阪市住吉区苅田5-19-19 あびこ駅前クリニックモール3F
06-6696-6080
https://www.tatsuta-lc.com/

休診日
住所
電話番号
HP

診療科目

診療時間 診療時間 月 火 水 木 金 土

9:00～12:00

16:00～19:00
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訪問編

Q. こちらに開院された理由をお聞かせください。
以前、阪和住吉総合病院(住吉区)に勤務していたこともあり、開業する際
は、近い所で人通りが多い場所がいいな･･･と思っていた時に、駅前で、以
前、家電量販店だったビルが、クリニックのビルに建て替わったのを見つけ
て、３階が空いていたので、こちらで開業することに決めました。
平成１８年の１０月に開業して、今年で１１年目になります。

専門用語を使わない様にしています。患者さまお一人お一人の理解力に合
わせた説明をする事を心がけています。

Q. 診察などで特に心がけておられる事をお聞かせください。

駅からも近く、アクセスのいい場所にありますので、何か気になることがありま
したら、お気軽にご相談にお越しください。

Q. 患者さまに向けて一言。

山歩き。街歩き。いろんな所を歩いています。
Q. 最近のご趣味は？

午前と午後とで、患者さまの層が違いますね。午前中は比較的、年齢層が
高めの方で、更年期や子宮膀胱脱の方も来られます。午後診は午後７時ま
でですので、会社帰りの方が中心で、月経に関する事やピルの相談など、
子宮がんの検診は、午前・午後に関係なく来られています。

Q. 患者さまは、どの様な方が来られているのですか？

                       ホームページでしかお顔を拝見したことがなかった辰田先生で
すが、実際にお会いしてみると、ホームページの写真よりスリムになられていて、
笑顔がステキで話しやすい先生でした。
取材途中にたまたま入った患者さまからの電話にも丁寧に対応されていて、あら
ゆる年代の方から頼られる存在の先生だと思いました。

取材を終えて…

辰田 一郎 先生
たつた　いちろう

昭和61年 大阪市立大学医学部大学院卒業
平成8年 阪和住吉総合病院産婦人科 部長
平成17年 阪和住吉総合病院 副院長
平成18年10月 たつたレディースクリニック開業
専門医・指定医 日本産科婦人科学会専門医
 母体保護法指定医

外の賑わいとは別
世界の

落ち着いた待合室
。

開業されて１１年目
とは思えないほど

、

とってもキレイで清
潔な

クリニックでした。

あびこ駅の①番出口をエスカレータで地
上に出て、目の前にあるローソンの隣に
「クリニックモール」を発見。そのビルの３
階にエレベーターで上がると入口があり
ました。外は人通りが多いの
ですが、一歩ビルの中に入る
ととても落ち着いていて、女
性にとっても安心できる雰囲
気でした。

大阪市の大動脈「地下鉄御堂筋線」の「あびこ駅」からすぐ
という大変アクセスのいい「たつたレディースクリニック」。
当院に多くの妊婦さんをご紹介下さっている事もあり、
今回は辰田先生にそのお礼をお伝えすると共にインタビューに伺いました。

あびこ病院

あびこ観音寺

りそな銀行
我孫子支店

ひまわり
幼稚園

あ
び
こ
駅

地
下
鉄
御
堂
筋
線

たつたレディースクリニックたつたレディースクリニック

新しい男性医師が着任しました。

新しい教室「ストレッチ＆リラックス」
が始まりました！

小西 恒 医師
こにし ひさし

皆様が健康でより幸せな毎日を過ごせるように、
思いやりのある医療を提供したいと思っております。
よろしくお願いいたします。

プロフィール（略歴）
平成20年 自治医科大学医学部卒
平成20～25年 大阪府立急性期・総合医療センター
平成26年 重症心身障害児(者)施設　すくよか
平成27～28年 大阪府　健康医療部　保健医療室

指定医 日本産科婦人科学会専門医

専門・研究 産婦人科全般

趣味 サイクリング、園芸、料理、熱帯魚飼育

簡単なストレッチや、リラックス法、
妊婦さん同士のおしゃべりなどが

中心の内容です。

「マタニティ・ヨーガ」を受講するのは、少し勇気がいるなぁ・・・体がかたいからついていけるかなぁ・・・という妊婦さん
達のお声から、もっと気軽に参加していただける教室がスタートしました！

開講日　第３金曜日の午後１時３０分～２時３０分(約１時間)
参加費　５００円(税別) ※無料体験参加可能(当院受診中の方１回)
定　員　２０名

参加ご希望の方は、
インターネットまたはお電話で
ご予約をお願いいたします。

この日に着ておられた
赤のギンガムチェックの
シャツがとっても
お似合いでした。



浜田病院では、“いのちの誕生の神秘と奇跡を感じ、いのちの大切さを
子ども達に知ってもらいたい。”“今後のお子さまとのかかわり（家庭です
る性教育）のきっかけにして欲しい。”という思いで、“いのち”について大
人と子どもが一緒に学ぶ“いのち”の教室を定期的に当院の助産師が院
内で開催しております。

大人への成長の過程の中で、親も子どもも最も戸惑う思春期。
『いのちの誕生』から『第二次性徴を迎える意味』『思春期について』『自分にしかないもの』
など『いのちや性』に関する事を助産師ならではの視点でお伝えします！！

低学年のお子さまを対象とした定期の教室は、
8月に開催いたします。夏休み企画

「みんなで学ぶ“いのち”の教室」
のご案内

夏休みの思い出に、ご家族でのご参加はいかがですか？
info
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①いのちのはじまりと胎児の成長
②出産（誕生）について
③いのちの大切さ

④保護者：思春期のかかわりと家庭での性教育について
⑤お子さま：思春期に入るということ・大人になる準備

2時間目

1時間目

月曜日から金曜日の９時から17時の間にお電話ください
０６－６７０８－７２２９ （浜田病院 総務課） お申し込み方法

内容は高学年と異なります。

内容

平成２9年７月２２日（土曜日）
１４：００～１６：３０
１時間目/５階（ラマーズホール）
２時間目/４階（ダイニング）と５階（ラマーズホール）
小学校４～６年生のお子さまとその保護者の方
※低学年のご兄弟姉妹のご参加は内容が異なるため、第二部では保護者の方と一緒に
　いていただく事になります。
10組 ※お申し込みが3組以下の場合、開催を見送らせていただく場合がございます。
1,080円（1組あたり）

日 時
時 　 間
場 　 所

参加対象

定 　 員
参 加 料

平成２9年８月26日（土曜日）※次回は12月27日に開催いたします。
１４：００～１６：３０
１時間目/５階（ラマーズホール）
２時間目/４階（ダイニング）と５階（ラマーズホール）
小学校１～３年生のお子さまとその保護者の方
10組 ※お申し込みが3組以下の場合、開催を見送らせていただく場合がございます。
1,080円（1組あたり）

日 時
時 　 間
場 　 所

参加対象
定 　 員
参 加 料

また、今年の夏休みは、特別企画として
「小学校高学年（4・5・6年生）」を対象とした教室を、

ご希望にお応えして初めて開催いたします！

①いのちについて
　いのちのはじまり  
　お母さんのお腹の中の赤ちゃんの成長
②出産（誕生）について
③自分や周りの人を大切にすることについて
※内容は高学年と異なります。

④保護者：最近の性事情と家庭での性教育について
⑤お子さま：妊婦体験と赤ちゃん人形の抱っこ体験など

2時間目

1時間目

内容

以前に
開催した時の
様子


