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質の高い医療とサービスを提供し
これからも女性の皆さんが健やかに
自分らしく輝いていられるよう
さまざまなお手伝いをしてまいります

明治40年に開院し、大正、昭和、平成、令和と114年の歴史を重ねる福田病院。「大学病院の医療水準」と「助産院のあたたかさ」を基本に、
産婦人科医療を通して、女性の幸福に貢献。年間の総出産数は約3650人にのぼり、日本でもっとも多くの出産を手掛ける産婦人科として、
さらに変化する社会や女性のニーズに応える“ウーマンズ・ホスピタル”として、多岐にわたる取り組みをご紹介します。

　長引く新型コロナウイルスの影響を受け、2021年もお見舞いや立ち合
い出産の制限、母親学級やイベントの中止・形式の変更などを余儀なくさ
れ、皆様にもご不便をおかけしているかと思います。そのような中で不安を
抱える妊産婦さんに寄り添い、公認心理師や看護師、助産師などが個々の
相談をお受け対応してまいりました。
　2019年秋には「令和館」を増築。5階～9階は、すべてデッキ付きのス
イートルーム仕様の病室となっています。また、10階には患者様専用レスト
ラン「シンプソンズ」があり、熊本城の絶景とともに料理も雰囲気も素晴ら
しいとご好評いただいております。また2020年秋に完成した「寿心亭」は、
老舗料亭「新茶屋」の面影を残す“地域文化の継承と学びの場”として、お茶
会や踊りの発表、華道の展示など、地域の方々の交流の場としてもご活用い
ただいております。コロナが近い将来終息することを祈りつつ、さらに多く
の皆さまのお役にたてる施設となることを願っています。

　当院にとって一番大きなニュースは、2021年4月にこれまでの医療法人
社団から社会医療法人へと変わったことです。病院の規模が大きくなり地

域医療の一翼を担っていること、公益性の高い
医療を提供していることなどから、この認定を
受けました。
　これまでも「地域周産期母子医療センター」と
して、県内外からハイリスクな妊婦さんや赤
ちゃんを受け入れてまいりました。MFICU・
NICU・GCUでの専門的な治療と看護を行い、
熊本大学病院などとも連携しながら、母と子を
守るための最善の治療を行ってまいります。

福田病院 理事長
福田　稠さん

お話しは…

麻酔を使って陣痛の痛みを和らげながら
出産する「無痛分娩」。国内でも
“痛みの少ないお産”を望む女性が増えています

痛みが少ないことから、リラックスして
お産に臨める、産後の体力が温存できる
などのメリットがあります

　出産が近づくと、陣痛の痛みに耐えられるか不安になる妊
婦さんも多いと思います。無痛分娩とは、麻酔を使うことに
よって分娩時の痛みを緩和するお産の方法です。コロナ禍で
立ち合い分娩ができなかったこともあり、家族の励ましや支
えなしに1人で陣痛を乗り切れるか不安…というお声も多
く、無痛分娩を選ばれる方も増えています。
　“無痛”とは言いますが、まったく痛みを感じないわけでは
ありません。完全に痛みをとってしまうとお母さんのいきむ
力が入らず、分娩が成り立たなくなるため、全体の2～3割
程度の痛みに抑え、陣痛に合わせていきむことができる状態
が理想です。

　日本をはじめ多くの国で行われている無痛分娩の鎮静方
法は、脊髄を覆っている硬膜という膜の外側に麻酔薬を少し
ずつ注入する「硬膜外麻酔」が主流です。無痛分娩では、麻酔
に熟知した専門医がお産の状況をみながら麻酔を開始し、
分娩時まで妊婦さんと赤ちゃんの両方の様子を注意深くモ
ニターでチェックしながら適切な薬を投与していきます。さ

らに長時間にわたるお産の進行をすぐそばで支え続ける助
産師の役割もとても重要となります。
　福田病院では2021年2月から、365日・24時間、無痛
分娩を行うことができる体制を整えています。無痛分娩の
メリットとしては、陣痛の痛みが少ないことから、体への負
担が軽くなりリラックスしてお産に臨めること。体力の消耗
を軽減し、産後の体力が温存できることなどがあります。私
たち医師は、無痛分娩の内容やお産の流れをできるだけ詳
細に説明することを心がけています。妊婦さんご自身が主
体性をもってお産に臨めると同時に、これから先のことが
予測できるので穏やかな気持ちで出産を迎えることができ
ます。
　無痛分娩をご希望される場合は、事前に無痛分娩学級の
動画を視聴していただくことや、同意書・質問シートの提
出、麻酔科医の診察なども必要です。当院では、これからも
より安全かつ穏やかで主体性のあるお産をサポートしてま
いりますので、気になる妊婦さんは、ぜひご相談ください。

コロナ禍でも心潤うホスピタリティにひと役
新病棟「令和館」、地域文化交流館「寿心亭」

地域で特に必要な医療を提供する役割を担う
「社会医療法人」に認定

中高生妊娠相談や、社会的・
精神的・経済的に問題を抱える
妊婦さんへのサポート体制も

人生の大切な 1 ページである妊娠・出産をより安全かつ快適に
1 人でも多くの命を守るための母子支援への取り組み…
地域の周産期・新生児医療の拠点として新たなステージへ

　性被害や望まない妊娠など誰にも相談できない中高生を対象に、匿名・無
料で検査ができる相談窓口を開設しています。また「母子サポートセンター」
では、社会的・精神的・経済的にさまざまな問題を抱えている特定妊婦と呼
ばれる方の支援を実施。妊婦さんと初めて向き合う産婦人科医が早い段階
で問題を察知し、福祉サービスや行政などとも連携し、親子を社会的支援に
つなぐことが大切です。
　これからもさらに医療の質を高めるとともに、地域の皆さまの健康と幸福
のために精進してきます。　

不妊治療期間から、妊娠・出産に
至るプロセス、その後のお子さん
の成長まで一貫してサポート

“心と体にやさしい治療”をモットーに、不妊症・
不育症の専門クリニックとして開院 15 年

女性医師や多くの専門スタッフをそろえ、
最新の技術・医療設備で不妊治療を行っています

　不妊はほとんどの方にとって考えてもみなかっ
た事態です。1人1人の状況が違うように、治療の
選択肢もさまざまです。
　福田病院の生殖内分泌科では、不妊治療の専門
医をはじめ、IVF（体外受精）コーディネーター、胚
培養士（エンブリオロジスト）、公認心理師などが
チームとなって、それぞれの専門的な知識と技術
を駆使した治療とケアを行っています。

　女性の社会進出に伴い、晩婚化・晩産化は加速傾向にあります。女性は30歳を
過ぎると卵子の数が減少し、質も低下。さらに35歳を過ぎると、妊娠する力も急激
に下降し、同時に流産率も高まり、早産などのリスクも多くなります。地域周産期
母子医療センターの認定を受けている当院では、小さく生まれた赤ちゃん・早く生
まれた赤ちゃんへの専門的な治療を行うことができます。
　1年の始めにご夫婦でライフプランを話し合い、赤ちゃんを希望するなら、早め
に専門医に相談されることをお勧めします。　　

　当院は、一般産婦人科に加えて不妊症治療専門の
クリニックとして、2007年開院いたしました。福田
病院同様、IVF（体外受精）コーディネーター、胚培
養士（エンブリオロジスト）を配置し、Webによる公
認心理師のカウンセリング体制も整えております。
　また、増加傾向にある男性不妊については、長年、
男性不妊を専門にされている泌尿器科専門医にご
協力いただき、毎月1回（第2土曜・予約制）に、「男性

不妊外来」を行っています。さらに当クリニックでは、理想的な環境を保つことがで
きる培養器（エンブリオスコープ）を使用し胚を培養するなど、先進的な取り組みを
行い、赤ちゃんが欲しいという想いにお応えすべく尽力しています。
　さまざまなお悩みや不安解消の糸口となるよう、毎月1回「不妊治療教室」を実
施。街の中心部にあるというメリットも活かすことができ、これまで15年間で約
2500名にご参加いただいております。今後は、Webでもこの教室を実施できるよ
う準備を行っています。こちらもぜひご期待ください。

検査から一般不妊治療、高度生殖医療
までを提供。最新鋭の胚培養器導入や
男性不妊など包括的にアシスト

福田病院 産婦人科医
（無痛分娩麻酔管理者）

新堀　曜子さん

福田病院 生殖内分泌科
生殖医療専門医

山本　勢津子さん

ソフィアレディース
クリニック水道町 院長

岩政　仁さん

　冬の風物詩ともいうべき、福田病院正面玄関周辺のイルミネー
ションが大規模リニューアル。森の妖精になれる羽のオブジェや
冬のホタルなど、色とりどりの光の芸術が街と心を潤してくれま
す。SNS映えも抜群と、早くも話題です。
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最新情報は
こちらをチェック！

☎0964（34）0303
宇城市松橋町松橋 689-1

http://www.matsubase.or.jp/

まつばせレディースクリニック
産婦人科〈母体保護法指定医〉

診療時間 月曜～土曜／ AM9:00 ～ 12:00  ＰＭ2:00 ～ 5:30

日曜・祝日 休診

院長　村本 順一

産婦人科〈母体保護法指定医〉

☎096（322）2995
熊本市中央区新町 2-2-6

社会医療法人愛育会

httpｓ://www.fukuda-hp.or.jp/

福 田 病 院

診療時間 月曜～土曜／ AM9:00 ～ ＰＭ5:30
　　　　　
日曜・祝日 休診

病院長　河上 祥一

〈代〉 ☎096（213）5656
菊池郡菊陽町新山 2-8-23

http://www.kikuyou-lc.com/

菊陽レディースクリニック
産婦人科〈母体保護法指定医〉

診療時間

月・火・木・金・土曜／ AM9:00 ～ 12:00　ＰＭ2:00 ～ 5:30
水曜／ AM9:00 ～ 12:00　ＰＭ3:00 ～ 5:30
日曜・祝日 休診

院長　島田 清

☎096（322）2996
熊本市中央区水道町 9-5-1

http://www.suidouchou-lc.jp/

ソフィアレディースクリニック水道町
婦人科　※不妊相談もお申し付け下さい

診療時間
月･火･木･金･土曜／ AM10:00 ～ ＰＭ2:00
　　　　　 　　　ＰＭ4:00 ～ 7:00
水曜／ AM9:00 ～ ＰＭ1:00、ＰＭ2:00 ～ 6:00
日曜･祝日／ AM8:30 ～ 12:30

院長　岩政 仁
※水曜・祝日は完全予約制

産科医・麻酔科専門医・助産師がチームとなって
「無痛分娩」に取り組んでいます

◎時間　17:00～22:00（毎日）
◎期間　2022年1月中旬まで
※自由に撮影もできます

イルミネーションが「生命の森」を
　　　　　　　　　      テーマにリニューアル！

プレママ
掲示板
2022 新春
取材協力 /福田病院
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七色の羽がはえて、
まるで天使のよう！

2022年4月から、特定不妊治
療に対して

も保険適用となる見通しに。
不妊治療を

正しく理解し、早めの受診を…


