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　絆の会、会員の皆様お元気でしょうか？　いやはや暑い日々が続い
ております。
　外の暑さを感ずるにつけ、室内の冷房の効いているところでの仕事が
出来ることに感謝です。もっとも、お産の時には赤ちゃんに合わせて冷
房を切ってしまうことが多いのですが少なからず緊張した場面ですのであ
まり蒸し暑さは感じません。
　前号でもお伝えいたしましたが、電カル全面導入となり皆はともかく私
は四苦八苦しております。私は余り触らないようにしておりますがそれでも、
画面を見るだけでも疲れます。紙媒体よりも絶対に疲れるはずですのに
若い人たちは気にならないのでしょうか？
　さて、前回帝王切開の方が次のお産で経膣分娩をめざすことを
TOLAC（Trial of labor after C-section）と言いますが、来年
の4月以降の予定日の方からは原則中止といたすことになりました。原則
といいますのは当院で前回帝王切開の方や強い意志を持ってTOLACを
希望されるご夫婦に限らせていただこうと思います。
　前回当院の方は情報も蓄積されており、何より信頼関係がはぐくまれ
ていると思いますのでご希望があればトライアルしようかと思います。そ
れ以外の方は当分の間はご夫婦で面談の上、その覚悟と気持ちを十分
お聞きしたうえで決めさせていただこうと思います。
　日赤時代以来当然のようにしてきました分娩方法でしたが、世間的に
はもうだいぶ前から少数派となり今では私の知る限りはっきりと「やって
おります。」と、言えるのはこのあたりでは日赤ぐらいだろうと思います。
ですからこそ何とか続けてきましたが、だんだんと希望される方の意識が
変わり「どちらでもよいのだけれども、やれるならやってみようかしら。」
的な方が増えてきました。もちろんご主人が同伴でTOLACを希望する
事も減っています。一言で言ってしまえば比較的軽い気持ちでTOLAC
を選択しているように感じてしまうのです。
　受け入れる側としても、途中から入ってきた助産師はよそではあまりや
っていないTOLACを当院ではどっちかというと普通にやっているのでハ
イリスクであるという意識が薄れてきているのではないかと感じます。決
してそんなことはないのでしょうが、何となく感じるのです。何となく感じ
ると言うぐらいで止めるのか、と言われてしまいそうですが、私の人生、
その何となくで正解だった事が多いものですからご容赦ください。
　そんなことはさておいてもとりあえずTOLACは原則やらないという方
向といたします。その様な方向にいったとしても以前と変わらぬ、いやそ
れ以上の魅力を提供していく必要があります。これだけは全職員が心して

いかねばならないことだとおもっております。
　意識が変わったと言えば当院をご利用される方々の意識も変わりまし
た。同じような事をしても以前（旧産院時代）は善意からそうしてくれて
いる（実際そのとおりなのですが）と好意的に思って下さる方が多かっ
たのですが、近年では以前とまったく同じことをしても悪い方に捻じ曲げ
て解釈されてしまう事が少なからず出てきました。
　物事の価値観が変わったと言ってしまえばそれまでですが、そうでは
なく私は育良に対して皆様が持っている信頼度が落ちてきたせいだろうと
考えます。昔はネットなどで育良に対して苦情などが流れても別の投稿
者からそうではなくて実はこうだったのではないのというような、育良を
肯定的に見てくれている方の応援が良くあったそうです。今ではさしずめ
そういう苦情を見た方の多くが、「へえそうなんだ。」と信じてしまうよう
な気がいたします。
　先日も「待ち時間が長すぎる。大学病院なら待つのもわかるが、ここ
は毎回こうなんですか？仕事休んできているのに、こんなに待たされると
予約した意味がない。ここの病院もう少し考えた方がいいわよ。」という
ようなお申し出があり、ドクター対応で謝罪しました。という報告があり
ました。
　調べてみますと、予約時間より遅く来られた方で受付から問診までが
52分、それから内診・超音波検査が終了し会計終了までが54分ですの
でそれほどの事はないはずなのですが、予約枠時間の工夫や丁寧に対
応するなかでも待ち時間を気にかける心構えがみえてこないとその様なご
指摘が出るのかもしれません。
　信頼度を得るのは何も大きな変革が必要ということではなく、こうした
細やかな心配りをすると同時にある程度はそれが見えるようなアピールが
大事なことだと思います。入院したほとんどの方から満足した入院生活で
あったとおほめいただくことが多いのですから信頼度というのはやはりち
ょっとした心配りや気付きで増すものではないでしょうか。
　暑い夏が終わり秋が来れば今年は新病院に
移転して5周年です。旧病院時代を思い出し昔の
ように多くの方々から温かい目で見て頂ける育良
に戻したいと思います。
　過去の評判に甘えることなく、現状の一つ一
つを良く見直してより良い医療を提供することが
信頼度を勝ち取る近道と信じます。

（理事長　浦野 晴美）

　みなさんこんにちは。
　鍼灸マッサージ師の櫻田です。
　夏本番！！ 暑い日が続いておりますね。お体お変
わりないでしょうか？
　暑さによる睡眠の質低下や冷房による冷え、足のだ
るさ、夏バテで食欲がなくなるなど体の疲れが気にな
りますね。
　暑いのが苦手な私ですが、大好きな花火や海が楽
しめるように日々ケアを忘れず過ごしたいと思います。
　みなさまも今年の夏はお子さんとパワフルに楽しめ
るよう、お体ケアのツボをご紹介致します♪

Beauty News 脾兪
大推から背骨を
11 コ下がり、そ
こから左右外側へ
指幅 2本ずれたと
ころです。消化機
能を整え抵抗力を
つけます。
胃兪
大推から背骨を
12 コ下がり、左
右外側へ指幅 2本
ずれたところで
す。消化器疾患に
効果があり、腹部
の中脘と併用しま
す。

解渓
足首の前面ほぼ中
央にあります。足
の痛みや、重だる
く感じるときに。

身柱
頭を前に倒し首の付け根
に突き出る骨から背骨を
3コ下がった所です。邪
気を散らすツボとしてよ
く使われます。冷房によ
る肩の冷えや自律神経の
不調にもGood!

足三里
膝蓋骨（しつがいこ
つ）のすぐ外側にあ
るくぼみから指幅4
本下がったところ
です。足を強くし、
胃腸の働きを整え
ます。日頃からのケ
アが予防となりま
す。胃腸の働きも高
めます！便秘など
にもGood！

冷房による
足のだるさに

承山
かかとからアキレス腱
に沿ってふくらはぎの
方へ指で押していきま
す。アキレス腱とふく
らはぎの筋肉の境目で
指が止まるところです。

胃腸の働きを
高めましょう



会員の皆様へメッセージ…
9月よりお世話になります。
産婦人科医は女性の一生を
診ていく科です。様々な事
をいつでも相談して下さい。
また、声がよく通るのでク
リニック内ですぐに居場所
がわかるとおもいます。声
をかけて下さい。

会員の皆様へメッセージ…
10才と１才の男の子の母で
す。育児はその時々に大変
なこともありますが、子供
の成長は楽しみでもあり、
又、存在が癒しでもありま
すので、是非楽しんで下さ
い。

会員の皆様へメッセージ…
沢山のかわいい赤ちゃんを
取ることが、私の医師とし
てのやりがいです。よろし
くお願いします。

好きな事…
長距離ドライブ、料理、
アウトドア、山登り、
音楽（サックス、ギタ
ー etc)、映画観賞

好きな事…
スポーツ（ダンス、ヨガ、
バレエ、ストレッチ他）、
読書、旅行、家事一般

好きな事…
体を動かすこと（テニス、
ジム、マラソン←これから
始める予定）、カラオケ、
お酒を飲むこと

苦手なもの…
暑さ

苦手なもの…
思いつきません…
ジェットコースター（？）

苦手なもの…
じっとして
いること

休日の過ごし方…
映画を観に行ったり、
ドライブしたりしています

休日の過ごし方…
子供と公園に行く
（遊ぶ）、家事

休日の過ごし方…
おいしい物を食べに出
かけたり、運動したり
しています。家でまっ
たりは苦手です。

寺田先生
の紹介

牧田先生
の紹介斎藤先生

の紹介

お誕生日…
８月
出身地…
東京
お住まい
港区
血液型…
Ａ型

お誕生日…
5月8日
出身地…
長崎県
お住まい
病院の近くに
引っ越します
血液型…
Ａ型

お誕生日…
4月2日
出身地…
東京
お住まい
目黒区
東山
血液型…
Ａ型

先生たちの
紹介

　皆様、暑い日が続きますが、体調は大丈
夫でしょうか。
　さて、わたしは小旅行が大好きで、暑い
中でもついつい出かけてしまいます。今回、
話題の北陸へ行ってまいりましたので、ち
ょっとご紹介いたします。
　北陸新幹線のおかげでかなり近くなった
ので、学生時代の友人と久しぶりに会おう
ということで計画しましたが、なかなか予
定が合わず日帰り旅行になりました。今回
は観光ではなく、のんびり、おいしいもの
を食べようという旅の予定でした。行き先
は、富山です。金沢に人気が集まっていま
すが、富山もいいところです。お昼過ぎに
到着して、富山で友人が合流して、鮎料理
を食べて、日帰り温泉、最後にコーヒーで
も飲んで、という余裕たっぷりの計画でし
た。富山の鮎は有名で、今の季節は若鮎で
す。骨まで柔らかくて、食べるのがかわい

そうなくらいかわいらしい鮎です。（秋に
は大きな子持ち鮎になるようです。）その
後、日帰り温泉に行く予定でしたが、友人
が新幹線に忘れ物をしたことが発覚し、金
沢駅で見つかったので取りにいこう！と
いうことになり、ドライブがてら金沢に向
かうことにしました。（富山−金沢は、新
幹線で30分弱ですが、車でも１時間くら
いです。）温泉はキャンセルになりました
が、無事忘れ物を受け取って、最後に富山
駅近くのスターバックスコーヒーに行きま
した。富
山環水公
園のお店
は、「世界
一美しい
ス タ バ 」
と言われ
て い て、
景色をみ
ながらの

んびりできるのです。（今回は昼間でした
が、夜はライトアップされるようで、イン
ターネットで検索するとすてきな写真が載
っています。ぜひ、見てみてください。）
　北陸は、東京に比べると少しだけ涼しか
ったです。山が多くて、建物も低く、のど
かです。地下鉄がないので、車があるとよ
り便利です。富山までは、「かがやき」で
２時間ちょっと、とても快適です。気分転
換にもオススメです！　が、思った以上に
早く着いてしまうので、忘れ物には要注意
です。
　では、皆様、脱水に気をつけて、夏を乗
り切りましょう！

篠倉先生の旅日記
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助産師
高橋　春佳さん
笠井　ゆめ子さん

受　付
大森　麻未さん

医　師
齋藤　悠先生
寺田　光二郎先生（9月から）

パラメディカル
五十嵐　加奈さん

鍼灸師
小坂　麻理子さん

医　師
出澤　美央子先生（10月から）

助産師
谷内　法子さん

受　付
権藤　里奈さん

産休に入ります

5月23日、家族に見守られ楽
しく幸せな出産ができました。
これで最後の出産と思うと、と
ても寂しくなります。９月から
乳児健診のお仕事を再開する
予定です。子ども達から元気
と癒しをもらいパワーアップし
て頑張りますので、今後もよろ
しくお願いします。

助産師の廣野優子さんと早川友香さんが出産しました！
5月７日に３人目を出産しました。
今回はいろいろタイミングの良
い時期に生まれてくれ、上の二
人の子も立ち会え大満足の出産
となりました。支えてくれた方々
に感謝しています。３人の育児は
想像を越える大変さですが、手
のかかるのもあと数年と思いな
がら、今を大切に過ごしていき
たいと思います。

まず一つ目は
お家でTVなど座って
見る時、私はソファー
の前に座る事が多い
のですが、そんな時
の座り方、ペリネに負
担を掛けずに自分も
ラクな姿勢でした。

背中を真っ直ぐにして足は90度以内に曲げるそうです。クッシ
ョンなどを下に挟むと安定して凄く良かったです。この姿勢で
呼吸方を実践するとエクササイズになるそうです。『ペリネをキ
ュッとしめて、息を下から吐いて「ハァー」、胸まで吐いたらお
腹の力を抜くー』を3回しました！

背中と太ももの
角度は90度以内に
しましょう

初めまして！　育良クリニックスタッフのＩです。
前々からガスケアプローチに興味があり今回理事長先生に
お願いして教室への参加＆体験をさせて頂きましたー‼　
絆の会員の皆様はもう体験されましたか?!
では、ここよりIの体験コーナーです（o^^o）
今回は産前クラスに参加しましたので妊婦さ
ん5人と育良スタッフ2人で始まりです。
まずはガスケアプローチとは、ペリネとは、
とお話をお伺いします。（この辺りは以前絆
の会報でも取り上げているので今回は省略

させて頂きます。）そして、呼吸方法を教え
て頂きます。
『ペリネをキュッとしめて、息を下から吐いて

「ハァー」、胸まで吐いたらお腹の力を抜くー』
 リズムを覚えてしまえば自然に出来る様に

なりました。
１時間の中で、色々なエクササイズを教えて
頂きましたが、今回私が気持ちよくてラクだ
なー、このエクササイズなら出来そうだなー
と思った2パターンをお伝えします！

二つ目は寝転びながら出来るエクササイズでした。
ハッピーピローを挟んで寝転
んでるだけでペリネを休める
ことも大事みたいです。休み
ながら少しエクササイズして
みようかなーと思った時にこ

のままエクササイズにはいれます！
顎をひいて、足は90度以内に曲げる。姿勢が
整ったら呼吸方です。『ペリネをキュッとしめて、

このほかにも沢山のエクササイズを教えて頂
きましたし、産後のママには授乳スタイルの
アドバイスがあったり、あっとゆう間の１時
間でした。

毎日何処かのタイミングで取り入れる事をお
勧めされていたので私も実践していきたいと
思います！とっても参考になったし、楽しか
ったです！！

絆の会員のママさん達も参加してみて頂くと
お家での生活の中で出来る事沢山あるのでと
っても参考になると思いますよ〜。
是非ご参加お待ちしていますねー！！

息を下から吐いて「ハァー」、胸まで吐いたらお腹の力を抜くー』を3回しました。
このままの姿勢で「ペリネをキュッとしめて鼻を摘まんで息を吸う（実際は鼻
を摘まんでいるので息は吸えませんが息を吸おうとします）3秒したら手をパ
ッとはなします。」このエクササイズは子宮やその他の内臓など下がってきて
いるものを引き上げてくれるそうです。

廣野さん 早川さん

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥



９ヵ月ひよこの会

２ヵ月めだかの会

1歳お誕生会

4月

4月

5月 6月 7月

4月
5月

5月

7月
7月

6月6月

5月 6月

7月

1年前を思い出しながら改め
て、産まれてきてくれて幸せ
だなぁと思いました！

家で一人だと、ちょっとし
た事でも心配になっていま
したが、みんな同じ感じだ
なと安心できました！

マンネリ化しやすい離乳食に
ついて、ヒントやアドバイスが
あり参考になりました！

参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方



あとがき
　絆の会の会員の皆様、まだ7月というのに毎日大変な猛暑が続
いていますがお変わりございませんか？
　育良は7月8月とご出産予定の方も多く、職員も妊婦さんも汗を
一杯かきながら共に良い出産を目指し頑張っております。
　さて先月ある芸能人の方が当院にてご出産くださいました。
　ご夫婦のご希望でテレビカメラも入り、何度か院内撮影もあり
ました。
　放映された中で「ヘルメットを被って出産したい。」との妊婦
さんのご要望に担当医の理事長が「当院では安全性が損なわれな
い事と法律に違反しない事、この2つが守られればフリースタイ
ルで出産可能です。」とわかり易く端的な言葉で答え、そのあと「但
し、出産は苦しいので獣みたいになった顔が法律違反になるかど
うかはわかりません。」とリップサービスで笑いをとりました。
　もし同じ質問を私が受けたとしたら「出産はある程度は苦しい
ので思わず自分でヘルメットをはずしてしまうかもしれません
ね。」とありきたりの面白くもおかしくもない返答になったこと
と思います。
　更に7月25日は育良の納涼会で、私のすぐ隣に席を取られた方

（現在の育良クリニックを設計してくださった設計士の先生）が
何気なくおっしゃった言葉に訓されたような気がしました。
　設計士の先生は予告でチラッと聞きかじった時に「『ヘルメッ

トを被って出産される有名人を引き受ける事ができる産院は育良
クリニックではないだろうか。又それができるのは理事長じゃな
いかな』っと思っていたところ本当にその通りだった。」と納得
したようにおっしゃいました。
　そして理事長の今回の巻頭言で改めて20年前、育良えお発足し
た当初からからの理念に対する思いの深さを知りました。
《安全な環境のもとでの自然分娩》
　根本は変わりませんが時代に即したというより患者様のご要望
を優先すれば又職員の負担を考えますと理事長が大事にしてきた
方針、助産師さん達のやり甲斐と誇りになっていた育良ならでは
の出産方式に多少の変化があるかことは否めません。
　今々のこと目先のことしか気が配れない私ですが自分の立場で
もっと理事長のお手伝いができたらいいなと考えています。
　7月から始まった電子カルテに職員が総
出でとりくんでおります。
　今はまだご迷惑をかけていますが慣れ
ればゆとりが出るそうですので患者様に
還元できるよう頑張ります。
　皆様もどうぞお元気でこの夏を乗り越
えてください。

ご住所を変更された会員様へ 最近『絆の会』会員様宛の郵便物が戻ってしまうケースが増えています。ご住所が変更になりましたら、絆の会へもご一報ください。
メール：kizuna@ikuryo.or.jp（登録はできませんが携帯からもどうぞ）或いは FAX：03-3791-4123でお願い致します。

GM　浦野 良江

集会情報 参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方

　絆の会員の皆様！　毎日暑いですね！　こ
の暑さの中ご体調崩されていないですか?!
　連続猛暑日新記録‼　ですって。。。こうも
毎日暑いと外に出るのも躊躇いますよね。
　そんな暑い中、アウトドア生活よりインド
ア生活となり。。。
　今回、育良スタッフの数名で編み物教室を
計画中です。とっても編み物が上手な友人を
先生に迎えてカバンを作りたいと思います。
　まずは糸選びから。。。今の時期なら夏仕様
の糸(麻や和紙)をメインに選んでいきます。

ただ私達今から始めてもき
っ と 出 来 上 が る の は 冬 頃

（笑）と想定して私は冬仕
様の糸(少しモコモコして
る毛糸)を選んでみました。
　まだ糸選びに出掛けたぐ
らいですが、今から出来上
がりを想像してワクワクで
す！
　ベビーちゃんがいたりす
ると荷物が増えますよね。

カバンの中に入れるポーチぐらいならスグに
出来ますので是非育児の合間に作ってみると
楽しいかもです♡
　この夏無理して外に出なくてもお家の中で
の楽しい事探すのも良いですね。
　次回の会報は冬頃の予定です。冬はイベン
ト盛り沢山で楽しみですね！
　それまで会員の皆様、体調崩されないよう
にお過ごし下さいませ。

　育良クリニック スタッフM

　
編
集
後
記

めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会

9月：	2ヶ月	 9月10日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 9月24日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 9月10日（木）12：00〜 13：30
10月：	2ヶ月	 10月 8日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 10月22日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 10月 8日（木）12：00〜 13：30

11月：	2ヶ月	 11月12日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 11月26日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 11月12日（木）12：00〜 13：30
12月：	2ヶ月	 12月10日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 12月24日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 12月10日（木）12：00〜 13：30
1月：	2ヶ月	 1月14日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 1月28日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 1月14日（木）12：00〜 13：30

診療時間（完全予約制）
受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前9:15～11:30 診察 診察 診察 診察 診察 診察 診察

午後14:00～16:30 診察 診察 診察 婦人科 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

●祝祭日は休診です。　　
●外来担当医の情報は、ホームページでご確認いただけます。

※当院受診中の方の産科急患は常時受付致します。

医療法人社団 晴晃会 育良クリニック
〒153-0051		目黒区上目黒1-26-1	

中目黒アトラスタワー4・5階
TEL	03-3792-4103（ミナココニ　ヨイオサン）
FAX	03-3791-4122（ミナコイ　ヨイフウフ）
URL	http://www.ikuryo.or.jp/

■発行
育良「絆の会」事務局（編集委員：関、金子、石田）
TEL 03-3792-4103（晴晃会事務局代表）
FAX 03-3791-4122（絆の会専用）
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp


