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赤ちゃん

とお母さんのための情報誌

● 「すくすく同窓会」報告
● 地域連携の先生ご紹介
● 平野区で働く人々&ひらの子育てフェスタ
● 知っておきたい「さい帯血」
● 人気の名前・好きなママタレントランキング

今号のトピックス

三姉妹の末っ子♡
我が家のアイドルののちゃん♬

元気に育ってね！

（平成29年9月8日生まれ）
長谷川 乃々香ちゃん
はせがわ       ののか          

おてんば菜那ちゃん♡
元気に大きくなぁれ！！

（平成29年5月15日生まれ）
岩本 菜那ちゃん
いわもと　なな　　　　

浜田病院で生まれて東京育ち。
知らない人にも愛嬌たっぷり♥

（平成28年8月17日生まれ）
山本 夏凛ちゃん
やまもと　かりん　　　   

おしゃべりと真似っこが大好きなりお♪
いつも笑顔をありがとう♡

（平成28年6月22日生まれ）
長谷川 莉緒ちゃん
はせがわ　　りお

お子さまのお名前（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、下記までお送りください。

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またちもご応募ください。

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 （お子さまの写真と、別紙に）スマホや携帯電話で撮影されたお子さまの写真を、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「お子さまの写真」を添付して送信してください。
※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。私たち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
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

募集職種 看護師〈常勤〉助産師〈常勤〉小児科医師

短時間正社員制度も
ご利用いただけます。

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

さえちゃんこれからも
沢山笑顔をみせてね♪大好きだよ!

（平成28年9月7日生まれ）
松川  紗英ちゃん
まつかわ      さえ         



浜田病院でご出産された方々を対象とした、年１回開催される同窓会。子育て中のママがリフレッシュできる場として
親子で楽しんでいただけたらという思いから、平成元年にスタートしました。今回は平成２６年、２７年、２８年にご出産され、
同窓会にお申し込みになられた方が対象となります。

１０月２８日(土)に第２７回目となる「すくすく同窓会」を開催いたしました。
当日はあいにくの雨でしたが、１０３組(３３２名）のご家族の方がご来場くださいました。
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info 「すくすく同窓会」報告！

商業施設のエリアに
待望の女性医師のレディースクリニックが開院！

りかこレディース
                 クリニック
阿倍野のターミナル周辺は「あべのハルカス」や「あべのキューズ
モール」などの商業施設が立ち並び、話題の多いエリア。そんな
エリア内に９月１日に開院された「りかこレディースクリニック」の
内田里香子先生にお話をお伺いさせていただきました。

平成9年 北海道大学医学部卒
 大阪大学医学部付属病院産婦人科勤務
平成10年 市立貝塚病院産婦人科勤務
平成１2年 大阪大学院大学産婦人科
 （臓器制御外科学）入学
 （平成16年修了）
平成20年 奥野病院勤務
平成29年 りかこレディースクリニック院長就任
専門
　日本産科婦人科学会専門医

　 取材を終えて…
とっても気さくにお話できる内田先生、女性の強い味方が現れた！という感じがしました。
小柄な内田先生ですが、子どもさんとの時間も大切にパワフルに活動されていて、女性
としても魅力的な、とても頼れる存在の方でした。
またこのエリアは若い女性が多いので、婦人科デビューするには抵抗がある女子たちも
安心してサロン感覚で通えるクリニックだと思いました。

以前は寺田町の産婦人科病院に勤務していたのですが、そのときに患者さま
から「あべの方面で開業してほしい」とのお声が時々あり、私自身も周辺に
住んでいるため、この辺りで開業できる場所を探していました。

場所柄、若い方が多いです。週１回、朝診(午前７時からの診察)を行っているの
ですが、仕事前に診察に来られる方が思ったより多いですね。午後からの診察
は、近隣で働いていらっしゃる方が休憩中に来られたり、買い物帰りの方や
学校帰りの学生さんがお母さんと来られたり、カップルで来られる若い方 な々ど、
本当に様 で々す。

同じ女性として相談してもらいやすい雰囲気を診察の際に心がけています。
診察の最後には「他に何かないですか？」と必ずお尋ねするようにもしています。

子ども(４人姉妹)と一緒に出掛けるグランピング(新しいアウトドアスタイル)
です。特に「伊勢志摩エバーグレイズ」が気に入っています。

婦人科の症状は人それぞれですので、他人に聞けないことや、ちょっとした
気になることなど不安に思っていることがありましたら、スタッフも全員女性
ですので、気軽にご相談に来てください。

うちだ　 りかこ

内田里香子先生

西日本一の高層ビル「あべのハルカス」の南側、
ターミナルから徒歩１分、「あべのキューズモール」
前の道路向い側のエステや塾など色 な々施設が
入っている阿倍野共同ビル、そのエレベーター
で７階に上がるといくつかの白いドアが…。
その並びの奥に「りかこレディースクリニック」
の白いドアがありました。

先生だけでなくスタッフも女性
だけ、診察は婦人科以外にも美
容皮膚科（シミ取りや脱毛など）
もされているので、何でも相談
できそうです！

白とブラウン系を基調とした
清潔な診察室とオシャレな待合室

診察科目 婦人科・美容皮膚科
診療時間

住所 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目3－15　阿倍野共同ビル7階
電話番号 06-6625-7711
HP rika-cli.jp

△…7:00～12:00　☆…予約のみ受付

日・祝診療時間 月 火 水 木 金 土

7:00～9:00（朝診）

14:00～17:00（午後診）
9:00～13:00（午前診）

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こと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。

あびこ筋

あべの
キューズモール

アポロビル

TSUTAYA
あべの橋店

Hoop

あべのハルカス

JR天王寺駅

環状線
阪和線
関西本線

大阪阿部野橋駅

近鉄南大阪線

てんしば
関西本線

大阪鉄道病院

MIO

りかこレディース
クリニック
りかこレディース
クリニック

地下鉄御堂筋線 地
下
鉄
谷
町
線

玉造筋

阿倍野駅

18:00～21:00（夜診）

訪問編
第14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、新しく大阪市阿倍野区に開院された「りかこレディースクリニック」を訪問させていただきました。

最新の美容処置機。
これ１台でシミ取りや
脱毛、肌質改善なども
できるそうです。

浜田病院の
ドクターの紹介
浜田病院の
ドクターの紹介

日曜日だと夫も参加できるので、
日曜日希望です。

浜田病院のスタッフによる
『ミニミニコンサート♪』
浜田病院のスタッフによる
『ミニミニコンサート♪』

奥田
院長の

ピアノ演奏♪

歌のお姉さんとぬいぐるみさんたちが
歌と踊りでくり広げるコンサート♪
今年も会場のみんなと楽しく歌って
大変な盛り上がりでした！

スタッフが病院施設内の
色 な々ところで踊ったＰＶも
ご覧いただきました。
曲目は星野源の「恋」♪

曲目はディズニー映画
「シンデレラ」の
「これが恋かしら」♪

今回初企画！
救急隊員の方が
AEDを使った
心肺蘇生法などの
レクチャーを行って
くださいました。

今回は「りんごのバラゼリー」
の作り方の実演＆試食を
していただきました。

大人気☆
親子で楽しんで
くださっていました♪

なかよしコンサートなかよしコンサート

「スキンシップ体操＆
 絵本の読み聞かせ
 (高瀬インストラクター)」

「スキンシップ体操＆
 絵本の読み聞かせ
 (高瀬インストラクター)」

「子どもの緊急対応
 ミニ講座」（平野消防署）
「子どもの緊急対応
 ミニ講座」（平野消防署）

できあがり！

「相談コーナー
(小児科医＆乳業会社の
栄養士さん) 」

「相談コーナー
(小児科医＆乳業会社の
栄養士さん) 」

ホール内
イベント
14:00~15:30

各お部屋
での催し
15：30~14：50

「お料理講習会
(当院管理栄養士)」
「お料理講習会
(当院管理栄養士)」

参加された
方の

お声より
育児と仕事でイライラすることも
ありますが、楽しく過ごせ、

出産した時のことを思い出して、
明日から頑張ろうと思いました。

「すくすく同窓会」とは・・・

久し振りに先生や
スタッフの皆さんのお顔が
見られて、うれしかったです。

同じ誕生日のお友だちにも会えて、
楽しい時間を過ごすことができました。

子どもたちは
「なかよしコンサート」を
ノリノリで楽しんでいました♪

吉田医師奥田院長 橋本医師(小児科)佐藤医師



PART1

新コーナー！
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地域で働く人々 ご紹介
当院と同じ地域で働 く人 を々通して、意外と知らなかった地元のことをご紹介させていただけたらという思いから、
「地域で働く人」をご 紹介する企画をスタートいたしました。第1回目の今回は、当院が所在しております
平野区の区役所に 勤務されている保健婦さんと保育士さんに、お話を伺いに行きました。

ー現在のお仕事の内容をお聞かせください。

保健師として１１年目、平野区に所属されて６年目になりますが、仕事の内容を一言

でいうと、平野区民の方々の健康のサポートをさせていただいています。具体的

には、家庭訪問や健診や窓口での相談を行っています。地域をブロックに分け、

それぞれの地域を担当している保健師が13名です。他の業務を担当したり、

統括している保健師を含めると、区役所には約20名近い保健師が勤務しています。

母子保健や高齢者(介護)の家庭訪問、精神疾患をお持ちの方の療養生活の

支援など、年齢を問わず幅広くサポートさせていただいています。

ーお仕事をされていて嬉しかったことは？

例えば、母子手帳をもらいに来られた方がとても不安そうな様子だったのが、

妊婦教室に来られたり家庭訪問で相談を受けさせていただくうちに少しずつ

お母さんになっていく姿をみれたり、子どもさんの成長していく姿を長いスパンで

みていけることが、嬉しいことでもあり、やりがいを感じます。

ー仕事で心がけていらっしゃることは何ですか？

第一印象ですね。不安や心配を抱えて来られる方に対して寄り添って丁寧に

対応することで、次また何かあった時に相談してみようかなとか、今日来てよかったな

とか思ってもらえるように、最初の出会いを大切にしようと思っています。

ー最近のご趣味は？

走ったり踊ったり、とにかく体を動かすのが大好きなんです。フラダンスは７年前

から習っていて、高齢者の施設でボランティアとして踊ったりしています♪

ー妊産婦さんや子育て中の方にアピールされることなどありましたら、お知らせ

ください。

平野区の保健センターの中でも、マタニティクラスや産後赤ちゃんの集いなどを

開催していますので、同じ区内でのお友だち作りに役立てていただけたらと思って

います。

笑顔がとってもステキな保健師の向山さん、
人間愛にあふれた保育士の庄司さん、区民
の方にとって親しみやすく心強い存在の方
々がいらっしゃることを、改めて知りました。
実際にお話を伺うとお仕事がハードで「肉
体的にも精神的にも大変な時もありますが
仕事が大好き」とお二人共おっしゃっていて、
前向きに楽しんで仕事をされているところに
大変感銘を受けました。

保育士の庄司さんが配属されている平野区の
「子育て支援室」が中心となって年１回開催されて
います、『ひらの子育てフェスタ』。１１月１８日(土)
小雨が降る中、コミュニティプラザ平野で行わ
れました。当院も「キッズひらちゃん応援団」の
登録企業として参加させていただきました。

ー現在のお仕事の内容をお聞かせください。

「子育て支援室」の成り立ちは児童虐待の防止だったのですが、現在は児童虐待の対応

を中心となって行っています。保健師さんや地域の施設から得た情報で、家庭訪問や

相談などの支援を行っています。特に平野区は若い世帯が多く住みやすく、母子世帯

や若年の出産の方も多いので、ご相談の件数も多くなってきています。窓口や電話では

子育てで困っておられる方に情報提供やサポートを行っていますが、その他、子育て

プラザなどと連携して広場の運営や講座の内容を一緒に考えたり、年１回開催される

「ひらの子育てフェスタ」のイベントも「子育て支援室」が中心となって行いました。

ーお仕事をされていて嬉しかったことは？

「相談して気持ちが楽になったわ」とか「ホッとしたわ、また明日から頑張れる気がした

わ」と言われた時でしょうかね。お母さんたちの役に立てたのかなと思える瞬間です。

ー仕事で心がけていらっしゃることは何ですか？

保育所にいる頃から心がけていたことなのですが、職場の雰囲気づくりをとっても

大切に思っているんです。一日の大半を職場で過ごしているので、共感できる仲間と

して、職員同士が声を掛けあっていいムードになるように心がけています。それは、

窓口に来られる区民の方にも伝わると思っています。

ー最近のご趣味は？

ウォーキングの会などによく参加しています。またスポーツ観戦も大好きで、息子が

小学校の時から「ハンドボール」をやっていましたので、息子の試合に限らずずっと

観戦に行っています。頑張っている人の姿をみるのが好きなんです。

ー妊産婦さんや子育て中の方にアピールされることなどありましたら、お知らせ

ください。

子育てのことでちょっとでも困ったら、色々な職種の人がいますし、情報の提供や

サポートもさせていただきますので、お気軽に区役所にご相談ください。

平成１９年 看護系大学卒業
保健師として大阪市へ入職。
大正区、城東区の
保健福祉センターを経て、
平成２４年より平野区保健福祉
センターへ所属。

保健師

向山 育子さん

学校を卒業後
、

保育士として
大阪市へ入職

。

市内の保育所
(保育士)を

数か所経て、昨
年から

平野区役所「
子育て支援室

」に

所属。

保育士

庄司 裕子さん

平野区マスコット
キャラクター
「ひらちゃん」
「幸村ひらちゃん」と。

「ひらの子育て
フェスタ」に参加させて
いただきました！

No.1 No.2

平野区役所
〒547-8580　
大阪市平野区背戸口3-8-19

阪神高速14号松原線
地下鉄谷町線

479

平
野
駅

平野区役所

摂陽
中学校

取材を終えて…

むこやま  やすこ
しょうじ    ひろ

こ

午前と午後の２回、
１階の「ほっこりスペース」で
各１５分「赤ちゃんのタッチ
セラピー」を当院のスキン
シップ体操担当の
高瀬インストラクターが
担当いたしました。

午前・午後共
多くのママたちが
お集りくださいました。

その他、もじゃ博士による
「サイエンスショー」など
色 な々内容で、子どもたちの
笑顔がいっぱいのイベントでした。



民間のクリニックが法的処分を受けたことで新聞やテレビのニュースで
話題になった「さい帯血」。白血病などの重い血液疾患と診断される
人は、国内で約1万人(年間)といわれています。この治療に大きな
力を発揮しているもののひとつが「さい帯血」です。当院は、全国約
９０ヶ所の採取対象の施設となっており、国に認められた「公的バンク
（日本赤十字社 近畿さい帯バンク）」を通じて、ご協力させていただ
いております。

  知っておきた
い！

「さい帯血」 2017年生
まれ 人気の

名前  &

好きな“マ
マタレント

”ベスト3！

情報提供

（朝日新聞大阪版 ９月２日号 掲載記事より抜粋）

悠 真
（前年３位）

ゆうま、はるま
ゆうしん

よみかた漢　字

悠 人
（前年1３位）

ゆうと、はると
はるひと

陽 翔
（前年4位）

はると、ひなと
あきと

●  何事も頑張っていて応援したくなる （熊本／20代・女性）
●  シングルマザーとして頑張っている （兵庫／20代・男性）
●  子供への愛が伝わるから （新潟／20代・男性）

●  フジモンとの夫婦関係が素晴らしい （三重／10代・女性）
●  子供に対する愛情がひしひしと伝わってくる （大阪／20代・男性）
●  夫婦仲も良く明るく楽しみながら子育てしてる （大分／30代・男性）

●  忍耐力があり、何事にも一生懸命取り組んでいる （福島／10代・女性）
●  怖さの中に優しさや思いやりがある （北海道／10代・女性）
●  温かい夫婦愛と家族愛が伝わってくる （埼玉／40代・男性）

小倉優子さん1位

1位

木下優樹菜さん2位

北斗晶さん3位

3位

　　　　   当院で出産される

　　　　   妊婦さんのうち、

　　　　   同意が得られ、
健康上に問題がない
など、一定の条件を満た
された方が提供者（ドナー）
となります。

「さい帯血」とは？

男の子の名前 女の子の名前母親と赤ちゃんを結ぶ
さい帯(へその緒)と胎
盤の中に含まれている
血液のこと。
正常に血液をつくり出す
ことが難しくなった白血病
の患者さんに移植する
ことで、正常な血液を
つくる力を回復してもら
おうというのが「さい帯
血移植」です。

人気の名前  ベスト3

好きなママタレント ベスト3

結 菜
（前年5位）

ゆいな
ゆな、ゆうな

順　位 よみかた漢　字順　位

咲 良
（前年5位）

さくら
さら

陽 葵
（前年29位）

ひまり
ひなた、ひな

1位

point

（「明治安田生命保険」調査より）

（「オリコンモニターリサーチ」より）

当院で採取されたさい帯が
３２５人の患者さんに
移植されました。
(平成２９年３月末現在)
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