ソフロロジー
佐藤クリニックで行っている分娩法はソフロロジー。でも、

ソフロロジーのスタイル

ソフロロジーに興味はあるけどよくわからないという方や、

それでは少し難しくなりますが、ソフロロジーの考え方につ

ソフロロジーって初めて聞いたけどどんな方法なの？という

いて説明しましょう。ソフロロジーの目的は、妊娠中から豊

方も多いのではないでしょうか。そんな方でも、ラマーズ法

かな母性をはぐくみ、出産 育児へとつなげていくことです。

という言葉はご存じでしょう。ラマーズ法は日本でもっとも

これは、佐藤クリニックが開院当初より目指している「楽し

よく行われている分娩スタイルといえます。いろんなマタニ

い妊娠、楽しい出産、楽しい育児」という理念にぴったり一

ティ雑誌などに載っている分娩時の呼吸法などは、「ヒー・
フー」とか「ヒッ・ヒッ・フー」という言葉に表されるよう

致します。そして、ソフロロジーでは、物事すべてをあるが
ままに、前向き（ポジティブ）にとらえます。ですから、た

に、基本的にはラマーズ法の呼吸法が

とえば、陣痛にしても前向き思考です。

採用されています。ラマーズ法もとて

陣痛は赤ちゃんを産み出すための大事

もいい分娩法で、満足のできる出産が

なエネルギーで、出産は赤ちゃんとお

可能です。ラマーズ法の基本的な考え

母さんが行う初めての共同作業と考え

方は、「分娩する人が、知識として妊

るのです。人生の中で意義深い、エキ

娠分娩についてよく学ぶこと」、「分

サイティングな経験をするために、お

娩に際しては事実をありのままに受け

母さんだけに与えられたこの大事なエ

入れること」ということで、ソフロロ

ネルギーを最大限に生かしましょう。

ジーの考えと共通するところがありま

痛みに抵抗したり押さえつけたりせず、

す。それは「いいお産をしたい」とい

あるがままに受け入れて乗り切ること

うことが共通なのですから、当たり前のことかもしれません。

で、お産の不安や恐怖は消え、痛み自体も軽く感じられるよ

では、なぜ「ラマーズ法」ではなく「ソフロロジー法」なの

うになるのです。「本当にそんなふうになれるの？」 とお

でしょうか。ラマーズ法の分娩ではお母さんが主役ですが、
ソフロロジーでは、分娩という流れの中で、主役はお母さん

考えでしょう。どうすればそのように陣痛を乗り切ることが
できるのでしょうか。そのためにはまず、妊娠中から積極的

と赤ちゃんと考えます。ここがラマーズ法とソフロロジー法

に、おなかの赤ちゃんを中心に考え暮らすことが必要です。

の考え方の大きな違いです。お母さんだけでなく赤ちゃんも

赤ちゃんとの対話をすることで、女性が本来持っている母性

主役に加えてほしい。それが、佐藤クリニックでソフロロ

がより強くはぐくまれ、ほんとうの意味での「お母さん」に

ジー法を採用している理由なのです。佐藤クリニックでの分

なっていくのです。これがソフロロジーのベース「母性の確

娩は、お母さんと赤ちゃんの共同作業なのです。

立」です。女性であれば、自分の子供は可愛いものです。お
腹の赤ちゃんをいとおしいと思う心が母性であり、それが陣

痛の痛みを赤ちゃんと会える喜びに切

クスした状態で行います。テープの言

第5回日本ソフロロジー法研究会の全

り替えるスイッチなのです。陣痛が起

葉に誘導されながら、妊娠中、出産、

国大会が、6月12・13日、大宮市にて

これば、「痛いからいやだ」と思うの

産後など、もうすぐ自分に起こること

行われました。佐藤クリニックから

ではなく、「もうすぐかわいい赤ちゃ

を思い描きます。妊娠によって起こる

は、院長ほか助産婦3名が参加しまし

んに会えるからうれしい」と考えるイ

体調や体型の変化、陣痛などを肯定的

た。ソフロロジー式分娩法をいかにう

メージトレーニングを繰り返すことに

（ポジティブ）にイメージしていきま

まく行うかということに対して、ソフ

より、お母さんは自分で自分の心と身
体をコントロールし、陣痛の痛みを切

す。そうすることで妊娠中の不安や恐

ロロジー法の第一人者である松永先生

怖をやわらげ取り除き、出産へのエネ

の講演や、全国の様々な病・医院から

り替えるスイッチを作ります。そして、

ルギーを高めます。イメージを作るこ

の発表がありました。その中から、い

赤ちゃんと二人でお産を進めるのです。

とに慣れてきたら、次はナレーション

くつかのノウハウを得ることができま

顔が真っ赤になるほど息を止めて力ん

の入っていない音楽だけのテープを

したので、マザーズクラスの時や、皆

で産むのは昔の話。フーッと息を吐き

使って、自由自在に自分だけのイメー

様の分娩の時、応用したいと思いま

ながらのいきみで、赤ちゃんに酸素を

ジをふくらませてみましょう。寝る前

す。

あげながら産みますから、ピンク色の
元気な赤ちゃんが生まれます。

の子守唄がわりや、家事のＢＧＭにし
てもかまいません。無意識のうちに大

イメージトレーニング

脳皮質に記憶されるので、実際のお産

「もうすぐかわいい赤ちゃんに会える

には、ふしぎとリラックスしてのぞめ

からうれしい」と考えるイメージト

ます。ソフロロジーのことを言葉で説

レーニング、すなわち、自己暗示によ

明すると、なかなか難しく感じるので

るイメージトレーニングはソフロロ

すが、マザーズクラスなどで、一緒に

ジー出産の大きな特徴です。マービー

勉強していただいて、理解が得られて

レッスンの時や自宅で、イメージト

いればそれで十分です。実際にやって

レーニング用のテープを聴きながら、

みるとチョー簡単。あまり深く考えず、

眠りに入る前の心と身体が十分リラッ

さあ、あなたもトライしてみましょう。

学会・研修報告

「１日目はなにをするのか全然わから

「３日間、佐藤クリニックで就労体験

なくてちょっと不安だったけど、親切

学習をして、今まで知らなかったこと

におしえてくれたので、２日目はだい
たい自分でできるようになりました。

体験したことがないこと、いろいろさ

とってもきついと思う仕事はそうじで

ました。わ

した。ずっーと立ったままでいろんな

たしはここ

ところをふいていかなくてはならない

に来る前、

からです。うれしいと思った事は、毎

ルームアテ

6月22日から3日間、長浜西中学校2年

日赤ちゃんを見られることです。よく

ンダントっ

生の就労体験学習に協力して、佐藤ク
リニックでも2名の女子中学生を受け

ないているけどねているところがいち
ばんかわいかったです。私はこの３日

ていう仕事
をあまり知りませんでした。けど、

入れました。就労体験学習とは、社会

間とてもつかれたけれど、とってもよ

やってみると大変で大変で少しバテて

人としてのルールやマナーを肌で学

いことをおしえてもらえたのでよかっ

しまいました。それを毎日つかれた様

び、将来の職業選択の参考にする機会

たと思っています。どうもありがとう

子もなく働く菅井さんたちはすごい

として実施されたもので、生徒の受け

ございました。」（Ｍ.Ｏ.さん）

なーと感心しました。あと、体験した

就労体験学習

せてもらい

入れに協力した市内の企業や公共機関

のは、赤ちゃんを抱かせてもらったこ

約80社に、長浜西中学2年生全員が分
散して体験しました。当院でも、午前

とです。赤ちゃんを抱いた時、すごく
感動しました。肌がさらさらでピンク

8時30分から午後5時15分まで、ルーム

色のきれいな色で、すごくかわいかっ

アテンダントとともに院内の様々な仕

たです。今までこんなに赤ちゃんがか

事をしてもらいました。一生懸命仕事

わいいなんて思ったことはありません

をしてくれた二人に敬意を表して、感

でした。佐藤クリニックの人たちにこ

想文を掲載します。

んないい体験をさせてもらって感謝し
ています。うれしかったです。」（Ａ.

ドクターメッセージ

院長から一言
これを書いている今は8月1日です。

？

妊娠中ですが、乳首から母乳の

妊娠中乳房が大きくならないの

ような分泌液が出てきたのですが、

ですが、ちゃんと母乳が出るかどう

異常ではないですか。

か心配です。

「1999年7の月、天から恐怖の大王が

乳頭が刺激を受けたことで出て

乳房の大きさと母乳の出る量は

到来する」はずでしたが、ノストラダ

きたのですが、よくあることで

全く関係ありません。そもそも

ムスの予言の本を読んで、私が子供の

異常ではありません。乾燥する

大きくなる過程も人それぞれで

頃から内心ひそかに恐れていた月も、
何事もなく平穏に過ぎてしまいました。

と白いカスのようになります。
放置すると不潔なので、拭き

す。妊娠中から大きくなったり、
産後急に大きくなったり、授乳

過ぎてしまえばなんてこともないので

取ったり、入浴したときなどに

のペースがつかめてからと言う

すが、それまでは、あと何年、あと

洗い流したりして、清潔にして

場合もあります。

何ヶ月と思いながら、何となく気に

おきましょう。また妊娠中に分

なっていました。天変地異はいつ起こ

泌物が出るか出ないかが、産後

るかわかりません。阪神大震災のこと

の母乳の出具合に影響を与える

もあり、以来、我が家では1999年7月

ことはありません。

アンケートから…

「お客さまの声」
・私自身は二度
目の出産でし

に備えて、非常用の食料や水などを少
しずつそろえるようにしていました。

妊娠中に早くから乳房マッサー

しかし長期間保存可能な非常食なども、

ジをすると、産後の母乳の出がよく

やはり賞味期限があり、古いものは更

なりますか。

たが、一度目の出産が
陣痛が長くてつらかったた
め、

不安で心配でした。で

新する必要があります。9月1日は防災

出方に大きな差はありません。

もこ

ちらのソフロロジー式

の日ですから、新聞やニュースなどで

産後に向けての気持ちの準備と

出産

で無事にリラックス

防災訓練の様子が報道されます。それ
をきっかけに、非常食の見直しをする

いう意味で、妊娠5ヶ月頃から
乳輪と乳頭をやわらかくしてお

し て （ちょっと難しいとき
もあ りましたが）出産でき、

ことにしており、古くなったものは、

くのもいいでしょう。ただし、

こ

の産院を選んでよかった

我が家の防災の日に、電気を消して、

乳頭をマッサージすると、その

な

あと思いました。そして、

電池式ランタンのもと、家族みんなで

刺激で子宮が収縮しますから、

ビデオと一緒のピンク色の

食べることにしています。それが9月8

お腹の張りを感じたらすぐマッ

赤ちゃんを見られたことも、

日、私の誕生日です。ここ3，4年私の

サージをやめましょう。流早産

私にとっては、本当に感動

誕生日のディナーは、缶詰の牛肉の大

の出来事でした。

和煮や、乾燥おこわを水で戻したもの、

の傾向のある人やお腹が張りや
すい人は、医師と相談の上、妊

デザートは缶詰のみつ豆、ミカンなど

娠36週以降にして下さい。それ

です。1999年7月は無事過ぎましたが、

でも十分母乳は出ます。

・しんどくて怖いけど・・、
痛いけど・・、大変だけ
ど・・。「妊娠、出産」っ

「まあそれ以外にも災害に備えること
は必要かな」とも思いますので、これ

肩と胸の間に乳首のようなもの

て楽しいな、いいなーと思

からも私の誕生日には、非常食のごち

が出来てしまいましたが、乳ガンで

うことができました。3人目

そうになりそうです。
ところで、佐藤クリニックで生まれた

はないでしょうか。
これは副乳と言って、人間の進

はまだわかりませんが、「3
人もまたいいかなー」と思

赤ちゃんは、7月31日現在で2930人と

化の過程の名残りですが、ここ

えるようになりました。

なりました。3000人目の赤ちゃんをご

に乳腺があるとは限りません。

出産されたお母様に佐藤クリニックか

特に痛みがなければそのまま

ら素敵なプレゼントをご用意していま

放って置いて構いません。ただ

す。近々「3000人目おめでとう」カウ

し、痛みや腫れがひどいときは

ントダウンを始める予定です。

医師に相談しましょう。

伝言板

第４回すいみんぐ同窓会

フルート奏者が変わります

さる6月3日、第２期生による4回目のすいみんぐ同窓会を、

「フルートの聞こえる日」に優しい音色を聞かせていただい

サンサンランドで開きました。近況報告をかねた育児相談で

ていた、フルート奏者の梅本伸子さんが、転居されることに

は、思いやりと責任感を育てること、子供をしかるとき、親

なり、7月28日の演奏が最終となりました。代わって8月か

の都合を優先していないかを反省してみることなどを教えて

ら市川明子さんが演奏をして下さいます。

いただきました。そして、ベビーマッサージを教えていただ

市川明子さん

いた後、庭でお弁
当やおやつを食べ

今春、京都市立芸術大学大学院音楽研究科

ながら、育児情報

を終了しました。現在、ソロ、室内楽、

を交換しました。

オーケストラなどで関西を中心に演奏活動

次の同窓会は冬に

をしています。この様にすばらしい環境で

行う予定です。

演奏させていただくことに、とても喜びを

（幹事 Ｈ.Ｎ）

感じています。皆様に、心から楽しみ、なごんでもらえるよ
うな雰囲気がつくれたらなあ、と思っています。

STAFF紹介

STAFF紹介

ナース

ナース

藤田 佳子

細川 博美

佐藤クリニック開院満１才の頃、末っ

大阪出身で現在山東町に在住。主人と

子を当院で出産致しました。お産大好

主人の両親、もうすぐ３歳になる娘の

き、四人の子供のママさんナースです。あの出産時の幸せ

５人家族。家の２階からは伊吹山、クリニックからは一

いっぱいの気持ちは、何度経験しても感動します。その感

面の琵琶湖。素晴らしい自然の中で仕事が出来本当に幸

動をよりいっそうすばらしくお客様に味わって頂けますよ

せです。おしゃべりと体を動かす事が好きな私ですが、

う、日々努力していきたいと思っています。皆様どうぞよ

子供のパワーにはかないません。そして今は一人でも多

ろしくお願い致します。

くのお客様と共に喜びや感動を味わえるように、これか
らも頑張っていきたいと思います。
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