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ご協力ありがとうございました！！　　　

ご献金頂いた方々
福田久美子様・高木晶子様・増渕千恵子様・林江美様・山上真吾、育子様
太田由起子様・小池大和様・渡邊秀洋様・高倉伯洋様・大村孝之、一江様
上野靖子様・小幡千晴様・菊池静香様・松鵜牧乃様・小野寺豊様、宮元結菜様
森田舞様・中家ふみ子様・青木紀子様・青木美由紀様・その他 匿名の皆様方

　平成22年6月・7月・8月の 

　きうち産婦人科医院とアルテミス宇都宮クリニックの

　　　　　　　 　合計総額は￥５０，５５５－でした。

社会福祉法人アップル　ぴっころ保育園　園長　山中　悟

医療法人アップル　ももやこどもクリニック　院長　桃谷孝之

　乳児健診で一番多い相談に湿疹があります。
ちょうど１ケ月前後に、湿疹が顔から胸にかけて
現れるお子さまが、実に多くいらっしゃいます。
生後３ヶ月ぐらいまでこの状態は続きますが、適切に
スキンケアをしてあげれば、ほとんどの方は消失して
しまいます。顔の表面だけでなく、顎の下、耳の後ろ
など石鹸でこすらずにきれいに洗うことが基本になります。
洗剤が残らないようよく洗い流してください。ひどい場合は軟膏を処方�
致します。アトピー性皮膚炎との関連性をご心配される方がよくいらっ�
しゃいますが、通常は移行していくものではありません。
� �     　アトピー性皮膚炎のお子さまは、生後６ヶ月ぐ�
� � 　　らいから徐々に明らかになっていきますが、発疹
� � 　　は全身性で、特に肘や膝の内側によく見られ、
� � 　　乾燥肌であることが特徴です。
� �       冬場は乾燥しやすいですから、保湿剤などで
� �     スキンケアするものいいでしょう。

医療法人アップル　理事長　木内　敦夫

ももクリ通信 ～小児科医からのアドバイス～
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ぴっころ通信 ～さとるっち園長からのメッセージ～

Autumn
　今夏も真青な空と、近い白雲を感じながら
行なった年長児の福島県裏磐梯桧原湖キャンプ。
　雲の隙間から差し込む光、夕陽の景色、眩し�
いほどの星の数、大自然に抱かれての2泊3日。
湖水浴、手作り竿で魚釣り、カヤックで無人島
探検、基本の火起こしと食事作り、etc。
その中でも特にカヤックは貴重な体験となった。
　目の前には無人島、その目標に向かって自力で�
パドルを漕ぐ。そこには心の葛藤と戦いながら�
セルフコントロールしていく「孤独」が存在する。�
（客観的な見方ができず、視野の狭い思考や�
誤った情報に縛られて、いつのまにか負のスパ�
イラルに陥る「孤立」とは別物）
　背後で追走する先生の存在（人的安心感）と�
6月からプールで使いこなしているライフジャケット
（物的安心感）の２つが「孤独」を無意識中に
サポートしている。

前回のあらすじ
裏磐梯サマーキャンプに来たぴっころ保育園の年長児たち
大自然の中で、日常では味わえないさまざまな体験をします。
特に「カヤックで無人島探検」では貴重な出来事がありました。
目標だった無人島に、全員無事たどりつけはしたものの、
途中で1人の女の子が漕ぐのをやめ、泣き出してしまいます。
その時、園長先生がとった行動は・・・

　私はあの時、湖畔じゅうに響き渡るぐらいの大声で叫んだ。
「泣くな～」「泣いてごまかすな～」「自分の力で漕ぐしかないんだ～」
非情な園長かもしれないが、しばらくの静寂が過ぎ、止まったパドルがまた動き出した。
翌日その女の子は私に対していつになくスッキリとした笑顔と人懐っこい「（いい）あまえ」をみせてきた。
目標へ向かう頑張り方を全身で感じ、一つの壁を乗り越えたのだろう。
一つの生きた経験が、また一つの自信に繋がった。
私も多くの子供達とかかわり成長をみてきたが、前向きで意欲的な子供達の多くは、
やり遂げた時の快感をたくさん味わっていて、克服するイメージ作りがとても上手である。
イチロー曰く、「嫌いな事をやれと言われてやれる能力は、後で必ず活きてきます」インスパイアされる。
目の前の苦手な事や壁から逃げないで立ち向かい乗り越える子を育てたい。
「成功体験」や「プラスエネルギーのいい言葉」で自己高揚力も高めてあげたい。
社会には必ず何かアクションを起こしたり、ミスをするとすぐクレームをつけてつぶそうとする悪しき習慣が存在する。
自己達成感が得にくくなっている。マスメディアの影響もあるが、
富士登山やジョギングが流行っている理由もこの辺に潜んでいるかもしれない。
「自信」は「経験」から生まれる産物。困難から逃げない心身になるための種を蒔き、
発芽させるのも幼児期で、人生において重要な時期。
保護者のご機嫌とりの「（お）しつけ」「まやかしの幼児教育」より、
心に響く「魂の保育」の方が血潮のかよういい大人に成長させる。
２日目の星空がきれいな夜はキャンプファイヤー。
３世代親族関係のグループキャンパーが、私たちのスタンツにごくごく自然に数名参加してきて、
歌い、踊っていた。ナチュラル・自然（体）は素晴らしい。いろんなものを与えてくれる。
心も大いにナチュラルにしたい。
『運命に負けないで　たった一度だけの人生を　何度でも起き上がって　
 立ち向かえる　力を送ろう　A ray of hope for life ・・・ For everyone』
                                                        映画「てぃだかんかん」主題歌抜粋

「ナチュラルは素晴らしい」年長児 裏磐梯サマーキャンプより【前編】

　全員目標は達成され無人島に辿り着いたが、�
ある一人の女の子が、5ｍ進んだところで漕ぐのを�
やめ、泣きじゃくり、無気力になってしまった。
　ここで大人は一つ冷静な見極めが必要となる。
実は子供には大人、特に親の顔色を伺いながら、�
親を動かす事が上手な才能が備わっている。�
又、親自身の都合のいい方へ仕向けたい気持ちを
察知し、合わせて従えるのも子供の特性。
　このシチュエーションにおいて、子供の気持ち
に対して上から手を差し伸べて少しひきあげれば、
あるいは背中をちょんと押しさえすれば、再び動
き、立ち向かえるはずなのに、子供の巧みな雰囲
気作り（泣き）に負け流されてしまい、せっかく
の「伸びる若芽」が成長するチャンスを、知らず
知らずのうちに摘んでしまう。（他方、今問題視
されている風潮は、子供の気持ちや成長を考える
前に、親の都合・不都合、損・得、が最優先され
物事が決断され動いてしまう現実。そして親の
直情性。）
　よく「チャレンジ」と口にすることがある。
ただこれは何も積極的な言葉ではなく、もし、�
失敗しても慰めてくれたり、認めたり、励まして
くれる大人や親がいてこそ（心の基地の存在）�
挑戦することができる。その存在は悪いタイプの

民間療法「ホメオパシー」にご用心

次号【後編】へ続く!!

　猛暑に悩まされた今年の夏も彼岸を過ぎて急に涼しくなりました。
風邪をひいて外来を受診される妊婦さんもちらほら見受けられます。
この時期健康管理にはくれぐれもご用心ください。昨年の今頃は新型イ
ンフルエンザのワクチン不足で大変な騒動になっていましたが、今年は
季節性と新型を合わせたワクチンが、十分に供給されるということです。
医療法人アップルの各施設でも10月下旬にはインフルエンザワクチンを
実施できるようになると思いますので、妊婦さんはできるだけ早めに接
種を受けてください。ワクチンは、副作用が強調されすぎて日本では敬�
遠される傾向にあるようですが、その効果については世界的に認められ�
ているので、自分や家族の健康を守るために是非接種を受けてください。
　既にご存じの方も多いと思いますが、今年の夏、マスコミで新生児の
ビタミンK投与が大きく取り上げられました。
　きっかけになったのは、山口県の助産院で生まれた赤ちゃんが、ビタミ
ンK２シロップの投与を受ける代わりに、ホメオパシー療法で使うレメ
ディーという砂糖玉を与えられ、生後２カ月で死亡したという事件です。
9月7日の朝日新聞によると、日本助産師会の加盟助産所414施設の１割弱
にあたる36施設で民間療法のホメオパシーが行われ、新生児に必要なビタ
ミンＫ２を与えていなかったということです。
　「ホメオパシー」については、私は全く知識がなかったのですが、ビタ�
ミンKの投与のほかにも、ワクチンは不要だと公言している過激な団体も�
あるようです。通常の医療とは異なる「ホメオパシー」については日本
学術会議も8月24日ホメオパシーを受けている人の中で、通常の医療を拒
否して死亡したり、症状が悪化したりした疑いの濃い例が相次いで表面
化したために、「レメディは『ただの水』で『副作用はない』のはもち
ろんだが、科学的な効果も明確に否定され、荒唐無稽」という声明を発
表しています。
　最近発表された小児科学会の調査によると、1980年前後には母乳栄養児
1700人に1人が罹患していた乳児ビタミンK欠乏性出血症は、出生時、産科
退院時、1か月健診時の3回、経口的にビタミンKを投与することにより
1990年には10分の1まで減少していますが、今でも少なからぬ乳児がビタ
ミンKの欠乏による出血をおこしているということです。
　小児科学会では産科退院後、原則として3か月間毎週1回家庭でビタミ
ンKを投与することを薦めています。残念ながら我が国では現在、家庭に
持ち帰ることのできるビタミンK個別包装製剤が発売されておりませんが、
来年早々には認可されるということです。
　それまでの間は母乳だけで赤ちゃんを育てているお母さんはビタミンK
が多く含まれる食事を摂るようにしてください。（人工栄養の場合はビタ
ミンKは心配ありません）

「あまえ」を断ち切り、自立を促し壁を乗り越えさせる大いなる力となる。

次号【後編】へ続く!!

『うまれる　～かけがえのない、あなたへ～』
　　　　　　　　　　豪田トモ　ＰＨＰ発行　2010/9/1
映画【うまれる】2010年秋　全国ロードショー

ビタミンVITAMIN Ｋ
チーズ、糸引き納豆、パセリ、ほうれん草、
春菊、コマツナ、抹茶など緑葉野菜、
植物油、豆類、海藻類、魚介類など

Kが多く含まれる食事
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いのちのリレー　～お産の現場から～

次回のニュースレター発行予定日は2011年1月1日です。お楽しみに！！

こんにちは。Book＆Cafeの大塚です。

　お産介助傍らで、身近な家族に向けられる「ありがとう」の言葉に
心温まる。いよいよクライマックスという陣痛の間に、お水を飲ませても
らったり、額からの玉の汗を拭ってもらったりするたびごとに、家族へ、
そして、おぎゃーと元気な産声にも「ありがとう」を実に、さりげなくか
けられる産婦さんに出会うと、きっと、これからもこの愛の連鎖が自然に
続いていくんだろうなあ、と幸せな想いを戴く。
　日常生活で、｢ありがとう｣の言葉をあまり使っていない、私にとって�
なんとも羨ましく、心地よい瞬間でもある。
　こんな素敵なお産に立ち会えた事に、心から「ありがとう。」
　高齢で衰弱した親が消えても、「知らない」人が、大勢いる。
　いのちの神秘に無頓着で、所有物との勘違いから、育児放棄や虐待に�
よって、幼いわが子の命を奪う親が、後を絶たない。

　助産師　池田　好江

　この世に産まれてきたことも、今生きていることも、出会いも偶然では
なく、ある意味奇跡！有り難し(めったにない)から、変化した「有り難う
＝ありがとう」の感謝の言葉。誰かにに伝えたい、そしてみんなで味わい
たい言葉ですね。

� ぼくらは、心に「獣」を飼っている。
　 　　�戦争だけじゃない。
　　� いじめや虐待だって同じだ。
　　� その手なずける力が家族の絆だったり、
　　� 音楽や芸術だったり、
　　� 「ありがとう」のたった一言だったりする。
　　� ぼくの中の「獣」は、たまたま暴れなかった。
　　　　�� � 〈鎌田實　8/18 読売新聞より抜粋〉

スタッフ紹介リレーみなさん、こんにちは。

　みなさん、こんにちは。看護師の槻(けやき)です。
　私ごとですが、今年の３月に結婚しました。
珍しい名字のため、なかなか覚えられないようで、
「いつき」「ひのき」と呼ばれることもしばしば
です。活字検索も「つき」で槻が出てきます。
スタッフの間でも、なかなか浸透しませんでしたが
やっと呼んでもらえるようになりました。�
このネームを見かけた時は“けやき”さんと呼んで
いただけると嬉しいです。
　好きなことは、ショッピング、美容です。
ショッピングはウィンドーショッピングも好きですが、小さいブティック
や、通りから少し離れた路地裏のひっそりしたお店に入り、買い物するの
� � � 　　も好きです。お店に入る前は、ちょっと
� � � 　  ドキドキしますが、けっこういい物が
� � � 　　あったりします。そういうお店って、自
� � � 　分だけの隠れ家って感じがいいですよね。
� � � 　最近も、いいお店を見つけることができま
� � � 　した。（内緒！）
　　　　　　　　　　　　　　　美容も、最近は身体のことを考えて、�
� � � 　漢方にはまってます。
　身体のことといえば、アルテミスのスタッフ
３人でマラソン大会にも出場してます。
５月の鹿沼さつきマラソンにも出場していい汗
流してきました。秋には、真岡マラソンに出場
予定です。だからといって、決して足が速いわ
けではありません。
　こんな私ですが、みなさんにアルテミスにきて
よかったと思っていただけるように頑張って仕事していますので
よろしくお願いします。 看護師　槻（けやき）恵

　帝王切開での出産となる私は、手術日の前日に�
入院。ボコボコ動くお腹を感じながら、池川先生の
本「覚えているよ！生まれる前のこと」を読み翌日
の手術に備えていた。
　今回の手術は3回目。実は、4年前、最初の妊娠の
時に妊娠38週での死産(他院での)を経験している。
当時は、「元気に生まれてくるのが当たり前」と
しか思っていなかった。そして、長いこと、辛い
苦しい日々を送っていたのである。
 今、私は思う。当時の「死産」という経験があっ�
たからこそ、今の私がいる。�
　あの子の存在のおかげで「今、生きていること」に、感謝できるように�
なった。あの子がいたから、その後2人の子供を授かる事ができた。
　池川先生の本にも書いてあった。赤ちゃんは、お父さん、お母さんを自
分で選んでやってくると。「授かること」も「生れてくること」も、奇跡
的なことなんだと実感している。
　今回、帝王切開をするにあたり、立ち会いが可能か先生に聞いたところ
快くOKしてくださり、本当に感謝している。手術中、生れてくる赤ちゃん�
� � � を想い、嬉しくて仕方なかった。
� � � 「お腹押しますよ」の声を聞き、少しして
� � � 赤ちゃんが生まれた。生きているだけで嬉し
� � � かった。�とても幸せなお産だった。

おぎゃー体験談 上野靖子様・瑛斗くん

　ようこそ、我が家へ。　　　　　　　 
生まれてきてくれて本当にありがとう。
これからは、2人の育児を楽しみたいと思って
いる。

『うまれる　～かけがえのない、あなたへ～』
　　　　　　　　　　豪田トモ　ＰＨＰ発行　2010/9/1
映画【うまれる】2010年秋　全国ロードショー

胎内記憶と親子の絆　誕生死などを考える本の紹介Book＆Movie

2010．9．3

アルテミス宇都宮クリニックの１０・１１・１２月の予定

  ・不妊外来につきましては、10月より、木内院長が担当させて頂きます。
　・腫瘍外来につきましては、先生の都合により変更になることもあります。�
　・わかばコースは、9月より第2水曜日のみとなりました。�
　・その他日程など、詳しくは医院窓口までお問い合わせ下さいませ。

１０月

１１月

１２月

２・２３(土)大和田先生腫瘍外来

腫瘍外来 ６・２７(土)大和田先生

４・２５(土)腫瘍外来 大和田先生

ア
ル
テ

ミ
スよりお知

ら
せ

アクア＆フィットネススタジオからのお知らせ

　10月1日から、アフター(産後)プログラムのご利用につきまして、
「 1プログラムにつき月1回 」とさせていただきます。
　出来るだけたくさんの方にご利用頂けますよう、皆様のご理解
ご協力の程、宜しくお願い致します。
その他、詳しくはスタッフまで、お気軽にお尋ねください。
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わかばコース

つぼみコース

青りんごコース

赤りんごコース

わかばコース

つぼみコース

ベビーマッサージ

青りんごコース

赤りんごコース

わかばコース

つぼみコース

青りんごコース

赤りんごコース

桃りんご

桃りんご

桃りんご

１３：３０～

１０：００～

１０：００～１３（水）

６・２０（水）

１・１５（金）

１０・２４（日）１０：００～

４・１８・２５（月）１３：３０～

１０（水）

１７（水）

５・１９（金）

１４・２８（日）

１３：３０～

１０：００～

１０：００～

１０：００～

８（水）

１・１５（水）

３・１７（金）

１２・２６（日）

１３：３０～

１０：００～

１０：００～

１０：００～

１３：３０～６・１３・２０・２７（月）

１・８・１５・２２・２９（月）１３：３０～ベビーマッサージ

ベビーマッサージ

１６（土）１５：００～

２０（土）１５：００～

１８（土）１５：００～


