
浜
田
病
院
●
季
節
誌

季
節
誌

（
財
）日
本
医
療
機
能
評
価
機
構
認
定
病
院

17
- 0
9 （財）日本医療機能評価機構認定病院

エンゼルタイムス
September

vol.２５
赤ちゃん

とお母さんのための情報誌

● 佐藤医師着任＆
 診察担当表変更のお知らせ
● 入院中のお食事がリニューアルしました！
● 地域連携の先生ご紹介
● 浜田病院からのお知らせ

今号のトピックス

ここちゃんの笑顔はママの癒し♡
優しい子に育ってね♡

（平成28年11月10日生まれ）
東出 心華ちゃん
ひがしで　ここは

うまれてきてくれてありがとう。
ももたんと一緒なら毎日が宝物☆

（平成29年3月3日生まれ）
曽根 百々花ちゃん
そね　　　ももか

たっくん♡生まれてきてくれてありがとう！
元気にすくすく育ってね(̂ o )̂

（平成28年5月9日生まれ）
重田　拓臣くん
しげた　     たくみ

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。

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。

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

連絡先 〒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

ナースエイド
〈非常勤〉

看護師
〈常勤〉

助産師
〈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。

浜田病院の
理念・基本方針

ハマダエンゼルズ

Hamada Angels



佐藤先生との出会いは１０年前で、ある方のご紹介で知り合い、以来、ファミリーレストランで、毎年、年１回七夕のよう
にお会いし続けることとなりました。１０年の間、２回ファミリーレストランの経営が変わるも、同じ場所で、サラダバー＆
ハンバーグなどをつつきながら、夜遅くまで話しました。
　佐藤先生は、ご自分の後輩（産婦人科の先生）の相談や、今現場で取り組んでいることなどなどを熱心に語られて
いました。私は、その当時より、ぜひ当院を助けていただけないかとお願いし続けていました。その頃は、興味を
示してもらえなかったのですが、七夕の念願が叶い、今年６月から当院に来ていただけることになりました。
　みなさま、これから佐藤先生をよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(浜田健二)

当院に産婦人科医師が着任いたしました。 患者さまのお食事が５月よりリニューアルいたしました☆

経歴 （株）晋陽 和食部門 料理長
 プリマベーラ カフェ 料理長
 山田産婦人科 料理部門 責任者
ご趣味 釣り、キャンプ

01
info

さとう    おさむ

佐藤 敦先生

妊娠出産がいい思い出と
なり、育児のいいスタートが
切れるように願います。

安心・安全を心掛け、
患者さまに喜んでいただける
お料理を提供して参ります。

佐藤医師着任・
診察担当表変更のお知らせ 02

info 入院中のお食事が
リニューアルしました！

ご出産後の方に、赤ちゃん誕生のお慶びとお疲れ様の気持ちを
込めてシェフが腕を振るった「お祝いディナー」です。
油や塩分を控えた体に優しいフルコースディナーです。
季節ごとにメニューが変わります。ご希望によりご家族の方も
ご一緒にお召し上がりいただけます(有料)。

お祝いディナー

クロワッサンやホットケーキなどの洋食が週４回、
和食が週３回となり、日替わりでメニューを
お楽しみいただけます。

朝食

「お肉」「お魚」の両方をお楽しみいただける様にシェフと
管理栄養士がバランスのとれたメニューを考案しております。
季節ごとの「行事食」もご用意しております。

昼食

週２回(火曜日・金曜日)はデザートビュッフェの日。
フルーツとケーキをお楽しみいただけます。
ダイニングルームでのお食事は、患者さま同士の会話も弾み
ご好評いただいております。

夕食

平成6年3月25日 三重大学医学部卒業
三重大学医学部産科婦人科学教室入局
山田赤十字病院産婦人科
大阪府立母子保健総合医療センター産科
医療法人稲祥会 稲田病院産婦人科
ベルランド総合病院産婦人科
りんくう総合医療センター産婦人科
日本産科婦人科学会専門医
母体保護法指定医
産科婦人科一般
洋画鑑賞

略歴

指定医・認定医

専門
趣味

新しい医師着任に伴い、９月より外来の診察担当表が変更となりました。
夜診が「月曜・木曜」となり、月曜日の担当医が、佐藤医師・小西医師の交替制となりました。

㈱シェフ・カンパニー 料理長

白石 信明料理長

シェフの
ご紹介

月

奥田

吉田

浜田

小西

奥田

佐藤/小西

浜田

佐藤

高澤

吉田

吉田

高澤

奥田

佐藤

高澤

佐藤

奥田

浜田

奥田

高澤

吉田

吉田

高澤

高澤

奥田

高澤

浜田

小西

林

小西

浜田

奥田

火 水 木 金 土

婦人科

婦人科

婦人科

産科

産科

午前診
9:00～
11:30

午後診
14:00～
15:30

夜診
17:00～19:30

しらいし   のぶあき



訪問編
第13回
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地域連携の先生ご紹介
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 区にある不妊治療専門の「岡本クリニック」と、
下肢静脈瘤専門のク リニック「ハルカス川崎クリニック」に訪問させていただきました。

この地で２４年、地域で有名な男性不妊の
専門外来もある不妊治療専門のクリニックです。

岡本クリニック
セレッソ大阪の本拠地ヤンマースタジアム長居で有名な「長居公園」の南側、「長居
小学校」の裏手にある、「岡本クリニック」。（地下鉄御堂筋線の「長居駅」から徒歩１分
でアクセスも大変いい所です。）今回は、岡本先生が開院された２４年前からお世話
になっている不妊専門のクリニックに訪問させていただきました。

不妊専門クリニック（男性不妊・体外受精・顕微授精）
診療時間

住所 大阪市住吉区長居東 ３－４－２８
電話番号 ０６－６６９６－０２０１（電話受付 月水金 ９：００～１９：００、火木土 ９：００～１２：００）
HP www.ivf-baby.or.jp

※土曜日は不妊治療のみの外来となっております。一般婦人科診療は行っておりません。
※男性不妊外来（予約制）は、月に４回土曜日の午前中に承っております。
　お電話にてご予約の上、ご来院ください。

昭和53年 大阪市立大学医学部卒
昭和53年 大阪市立大学付属病院研修医　
昭和58年3月 大阪市立大学大学院卒
昭和58年4月 大阪市立住吉市民病院産婦人科医長
昭和63年11月 体外受精・胚移植開始
平成5年5月 岡本レディースクリニック開院
 顕微授精を含む生殖医療の最先端、
 最前線の医療を目指し、男性不妊に
 対しては泌尿器科と連携した医療を開始
平成8年5月 不妊症センター医療法人昴会
 岡本クリニック開院、男性外来開始

資格・専門 日本産科婦人科学会専門医 医学博士
 日本生殖医学会 生殖医療専門医

２０年前に建てられた医療施設とは
思えないコンクリート造りのクリニック。
天井が高く開放感があり、夜は
ライトアップされて、
とってもお洒落です。

開院前から、不妊は女性だけではなく男性側にも原因があると思って取り組
んでいましたので、「男性不妊外来」の必要性を感じておりました。ですので、
当院では月に４回、土曜日に「男性不妊外来」を予約制で行っており、専門の
先生に来てもらっています。
また不妊治療は診察や治療方法が、著しく進歩していますので、一日でも早く
赤ちゃんが授かる様に、高度な医療設備を整えて患者さまに寄り添ってサポ
ートさせていただいております。

女性は色 な々年代の方が来られますが、一番多いのが４０歳代の仕事をお持ち
の方ですね。最近の傾向として、ネットで色 な々情報を得てから来られる患者さ
まが多いです。また、「男性不妊」という言葉も定着してきたのか、男性自らが
「ブライダルチェック」として結婚前に、検査に来られる方もいらっしゃいます。

患者さまのお話をしっかりお聞きして、その方の生活スタイルや状態にあった
ひとつ手前までの事を提案させていただき、ご自分で治療方法を選択してい
ただく様に心がけています。

以前は、長居公園も近いのでウォーキングなどもしていましたが、今は、美味し
い物を食べるのが好きなので、色 な々お店に食べに行っています。

不妊治療は精神的・経済的にも患者さまに負担を強いることがありますので、
医療の技術だけじゃなく、医師として心が通う温かい医療を行っていきたいと
思っています。

おかもと    よしお

岡本 吉夫先生

日光が差し込み、大変明るく
開放感いっぱいの院内。
天井が高くクリーンな空気で
とっても居心地がよい
クリニックです。

患者さまのプライバシーに
配慮されたレイアウトで、

診察室と安静室は全て個室でした。

ハルカスのメディカルフロアにある
下肢静脈瘤レーザー治療の専門クリニックです。

ハルカス川崎クリニック
日本一の高層ビル「ハルカス」の２１階、メディカルプラザの中にあるクリニック。
当院からも婦人科や産後の方で専門の検査や治療が必要な患者さまを紹介さ
せていただき、お世話になっている下肢静脈瘤を専門に最新の治療をされてい
る「ハルカス川崎クリニック」に訪問させていただきました。

平成３年 関西医科大学卒業
 関西医科大学で研修医
 シンガポール国立大学病院へ臨床留学
 (心臓血管外科医として研鑚を積む)
 近畿大学病院、岸和田市民病院
平成２４年 ハルカス川崎クリニック開業
専門
　日本外科学会認定 外科専門医
　日本心臓血管外科学会認定 心臓血管外科専門医
　日本心臓リハビリテーション指導士

　 取材を終えて・・・
ターミナルで見かけるクリニックの看板が大きく目立っていたので、大阪の少し派手なタイプの先
生？と思って訪問させていただいたのですが、川崎先生はとっても紳士的で穏やかで、下肢静脈瘤
の事が理解できていない私に、丁寧にわかりやすく説明してくださり、とても勉強になりました。下
肢静脈瘤のレーザー手術の認知度を上げて一人でも多くの方が「歩くこと」で健康に長生きしてほ
しいと市民健康セミナーを開催し、この病気について理解してもらい、社会に貢献していきたいと
切に思っていらっしゃる所に大変感銘を受けました。（看板もその一つの手段でした）

心臓血管外科医として心臓手術も多くやってきましたが、下肢静脈瘤に悩む患者
さまが非常に多い事を知り、下肢静脈瘤のレーザー手術を専門とするクリニック
を３年前の6月にハルカス内に開院しました。今までは入院が必要な手術でした
が、レーザー手術は日帰りで行え(歩いて帰宅していただけます。)２０１１年からは
保険も適用され、患者さまの経済的負担も軽減することができました。脚の悩みを
抱える患者さまのために、お一人お一人と向き合って、歩くことで健康を取り戻し
てほしいと願っています。

下肢静脈瘤は年齢や性別より職種が原因の方が多いです。調理師さんや美容師さ
んなどの長時間立って仕事をされる方、また設計士さんや事務職で座りっぱなしの
方も多いです。場所柄、飲食関係やデパートで販売員をされている方や、仕事帰り
の会社勤めの方も来られています。年齢は18歳から95歳の方が手術を受けに来ら
れました。レーザー手術件数は、今年の3月で1,500例を超えました。

一言で「患者さまファースト」です。患者さまに満足していただける診察・治療を心
がけています。

車が好きなのでドライブですかね。あと、絵を観る事も好きですね。

下肢静脈瘤は、「痛い」などの症状がほとんどない方もおられますが、放置しても
いいという考えは間違いで、治る運動や内服薬などもありません。個人差が大き
いのですが、正しく知って早く検査を受けていただければ早く発見でき、ひどくな
らずにすみます。出産後の方では、脚の血管が浮いたり、かゆい等の症状が１年
たっても続く方は、授乳期が終わったころに一度検査してみられる事をおすすめ
いたします。

かわさき ひろし

川崎 寛先生

「大阪阿部野橋」駅直結、地下１階のオフィス・ホテル
専用エレベーターで１７階へ、１７階で低層エレベータ
ーに乗り換え、２１階のクリニックフロアに。
入口から外の眺望が見えるひときわ明るい「川崎ク
リニック」。クリニックに来た事を忘れる感じです。

眺望が
見える入口

患者さまのための展望室(地上１００ｍ) 
全面ガラスで昼と夜の眺めが

楽しめます☆

待合室もゆったり

手術後の方が
約３０分横になって
休憩されるスペース

受付からも眺望が見えるクリニックは、
白を基調に広く贅沢にレイアウト
されていて、ホテルのラウンジの様な

ゆったりとしたとても心地よい空間でした。

　 取材を終えて・・・
長年、不妊を専門に行ってこられ実績がある岡本先生ですので、勝手に少し怖い感じの方だと
思っていたのですが、とっても丁寧に穏やかにお話をして下さり、印象が全く違っていてリラック
スしてインタビューさせていただきました。お話の中では、医療的な事やクリニックに対して、そ
して患者さまへの想いなど、穏やかな中に、岡本先生の情熱をとても感じました。今後も不妊で
相談に来られるお一人お一人の心強いクリニックであり続けると思いました。

日・祝診療時間 月 火 水 木 金 土

9:00～12:00
17:00～19:00

下肢静脈瘤レーザー治療専門クリニック
診療時間

住所 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１－４３ あべのハルカス21階
電話番号 06-6623-0236 （電話受付 9：00～20：00）
HP herokawasaki.com

※木曜日の手術枠はなく、診察枠です。

日・祝診療時間 月 火 水 木 金 土

8:00～11:00（午前診）

18:00～20:00（午後診）
11:00～18:00（手術）

待合ロビーから見える吹き抜けのお庭。
岡本先生が開院当初から草花の
お世話をされているそうです。

四季折々のお花が楽しめる癒しの空間です！

Q. 貴院の特徴をお聞かせください。

Q. 患者さまは、どの様な方が来られているのですか？

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。

Q. 最近のご趣味は？

Q. 患者さまに向けて一言。

Q. 貴院を開院されたきっかけをお聞かせください。

Q. 患者さまは、どの様な方が来られているのですか？

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。

Q. 最近のご趣味は？

Q. 患者さまに向けて一言。
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夏休み企画「みんなで学ぶ“いのち”の教室 高学年対象」を開催いたしました！

マタニティー・カーニバル201７04
info

浜田病院からのお知らせ

企業人権推進協議会にて助産師が講演をいたしました。

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。

今年は、２日間で２２，００７名の方が
ご来場くださいました！

災害が起きたときに子どもを守りたい。日頃から暮らしの中で何を伝え、どんな備えをしておけばいいの
か？ヒントは「楽しみながら」と言われています。親子で防災について話すきっかけにしてほしいと制作さ
れた幼児向けのおすすめの絵本をご紹介させていただきます。

「災害時の備え おすすめ絵本の紹介」

情報提供

（朝日新聞大阪版　１月９日号　掲載記事より抜粋）

『リオン』
（NPO法人「防災士会みやぎ」 ￥１,５００）

『こんなときどうする！？』
（風詠社 ￥１,０８０）

『キティちゃんの
じしんがきたらどうするの？』
（ポプラ社 １,０２６円）

１時間目
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

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。『いのちや性』に関する事を助産師ならではの
視点でお話しさせていただきました。

2時間目
保護者の方 ：々思春期のかかわりと家庭での
   性教育について
子どもたち：思春期に入るということ・大人になる準備

※保護者の方 と々子ども達は、別々のお部屋で
　お話しさせていただきました。

マタニティー・カーニバルとは・・・

７月２７日(木)クレオ大阪南(大阪市平野区)で行われ
ました「大阪市企業人権推進協議会 平野支部主催」
の講演会にて、当院の助産師がお話をさせていただ
きました。

いのちの誕生までの奇跡的な過程や、今あるいのち
の価値、ＬＧＢＴセクシャルマイノリティーのお話、み
んな違っていい、自分にしかないものに気づいても
らいたい…。日々、生命の誕生に立ち会っている助産
師からの熱い想いをお話しさせていただきました。

北垣助産師

企業で働く管理職の
方々や、広告を見た
１６名の方がお越し
くださいました。

ママ・パパ・ベビー、みんなのための体験型情報発信イベント。最新のマタニティー用品や育児グッズの展
示ブース、４Ｄ超音波・骨密度検査などの体験コーナー、ベビーマッサージ、ドクター相談など数々のイベン
トを無料で楽しめるイベントです。

当院の
ヨガチ

ーム

　4日(日)ドクター講演 セミナーステージ　
当院で胎児精密超音波の診察を担当してくださって
います「ゆたかマタニティ超音波クリニック(大阪市
平野区)」の久川豊先生によるセミナー「最新の超音
波でどこまで分かるの？～出生前診断のお話～」。
最新の超音波画像診断で新しい命の奇跡の映像を
ご覧いただき、出生前診断について一緒に考えてい
ただきました。

　3日(土)マタニティ・ヨーガ 赤ちゃんパーク
当院の看護師・助産師のヨーガチームによる「マタニ
ティ・ヨーガ体験」。お腹の赤ちゃんと一緒にヨーガ
でリラックスしていただきました♡

６月３日(土)、４日(日)、大阪南港インテックス大阪にて「マタニティー・カーニバル2017」が開催されました。2006
年から毎年１回開催され、今年で１２回目となる「マタニティー・カーニバル」ですが、ここ数年では、毎年２万人以
上の方がご来場くださっています。
今回も妊婦さんだけでなく、出産後のママやパパ、そしてお子さまもご一緒に会場に足を運んでくださいました。
当院は１回目から実行委員のメンバーとして参加・協力させていただいております。

久川先生

開会のテープカット
各企業のブースに多くの方が集まっていました

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

７月２２日(土)に初めて開催いたしました。


