
　当院では、昨年の夏から産後ケア入院をはじめました。
　どうして産後ケア入院を始めたかというと…
「出産まででなく、その後も母子のケアに取り組んでいきたい。」
という理事長の願いからでした。
　2010年頃に産後ケア施設を立ち上げましたが、医療スタッ
フの確保も難しく閉鎖となりました。
「困っている方のお手伝いをしたい。」
職員たちの思いもあり、産後ケアが復活し1周年です！（分娩を
優先させて頂くため、ご希望に添えないこともございますが出
来る限り対応させていただきます。）
　詳しくはHPのNEWSをご覧いただくか、当院へお問合せく
ださい。
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　絆の会の皆様、暑いですね。熱中症には御注意下さい。
　さて乳業会社がサービスでしてくれる患者様アンケートを行い
ました。
　今回は第2回目になります。
　その折には御協力いただいた方もおられるかもしれませんね。
ありがとうございました。
　第1回目は開業して5，6年になったころでしょうか。
　細かい点は省くとして、大まかに言えば「とにかく助産師さん
たち（そのころはまだ助産婦と言っていたかもしれませんが）の評
価が高いです。こんなことはずいぶんとあちらこちらで長いこと
調査させていただいているのですが初めてのことです。」と、調
査会社の人が言っておられました。
　それから十年以上が経過した今回の結果はどうでしたでしょうか。
　新病院に移転して、旧病院ではおこらなかった（私が忘れてい
るだけなのかもしれませんが）助産師への苦情がいくつかあり、
なかなか第1回目のような評価はいただけないものだろうと思って
いたのですが、なんと相変わらず助産師部門の評価はかなり高
いものでした。
　日々の業務の中で苦情がいくつかある時（もちろん誤解からお
こる苦情も多いのですが）、一つ一つ吟味して悪いところは正し、
自浄作用している結果だと思います。
　育良の助産師になるのは敷居が高いですね、と知り合いの助
産師長に言われたことがあります。
　来るものは拒まず去るものは追わずでは無いですが、割と入り
やすいはずなのに変なこと言うな、とその時は思ったのですが、
考えて見ますとこのような患者様たちの評価がめぐりめぐってその
師長の耳に入っていたのかもしれません。
　そのほかの部門でも比較的高い評価をいただきました。特に
入院している妊産婦の方と接する機会の多いリネン部門の高い

評価はうれしい限りです。
　受付・コンシェルジュ部門、パラメディカル・鍼灸師部門も比
較的高い評価でした。
　残念なのは医師部門です。第1回目の時は医者が私一人だけ
でしたので私への評価ですが、今回は医師部門としての評価を
いただきました。
　第1回目もそんなに高い評価はいただけなかったのですが、今
回も平均よりはまだまだ上回っているもののその他の部門と比べる
と残念な評価というべきでしょう。
　それに関連しての個別的な意見として臨床検査技師の五十嵐さ
んの超音波検査の説明が丁寧だとのお褒めの言葉を数点いただ
きました。これもうれしいことです。
　第3回目はいつになるかはわかりません。たぶん私はいません
のでそれだけでも評価は上がりそうですが、医師部門の検討を
願います。
　どの組織でも同じことですが、決してひとつの部門だけで成り
立っている組織はありません。
　花形部門もあればそれを支える部門、そして裏方に徹しなくては
いけない部門もあります。病院で言えば事務局などがそうでしょう
が、なかなか患者様アンケートでは評価の対象にもなりません。
　当院ではマネージャー部門もそれに入りそうですが、そのどれ
をとっても育良には大切な部門であ
り、評価の対象にはなりにくい部門
ですら間接的・直接的に育良としての
評価を担っていることを忘れてはなり
ません。
　育良は職員ひとりひとりが同じ方
向を向いてこれからも皆様により高く
評価していただける組織を目指します。 （理事長　浦野 晴美）

患者様からの
声 産後１人で頑張らなきゃと気を

張っていましたが、少し疲れて
いた時だった為、ベストなタイ
ミングで入院できよかったで
す。入院中は担当助産師さんと
ゆっくり話しができたり、子供
と接する時間がいつもより多
く、新しい発見もできました。
上の子連れでの宿泊は少し不
安でしたが、皆さんのおかげで
楽しく過ごせました。

産後ケア入院



小児科医川上先生が教える夏の育児の注意点!!
はじめての暑い夏を迎える赤ちゃんの育児の注意点を幾つか記します。

紙面の都合で項目を絞りポイントだけを記しましたが、何かお困りのことがありましたらお問合せ下さい。

【あせも】
生後3か月頃から、赤ちゃんは大
人以上に「汗っかき」になり、汗
管（汗の出口）のつまりから「あ
せも」が出やすくなります。お湯
で濡らしたタオルで拭き、シャワ
ーをしたり、こまめの着替えをし
ましょう。このようなケアをして
も、赤ちゃんが掻いたり、膿を持
つようなら受診しましょう。

【ベビーカー】
外出の際にベビーカーをお使いになる方も多いと思いますが、
アスファルトの照り返しにより、地面の近くにいる赤ちゃん
は、お母さんが感じている以上に暑い環境下に置かれますの
で、風通しなど十分な注意が必要です。

【冷房】
適度な冷房は「あせも」の予防にもなりますが、扇風機やク
ーラーの風が一方向から連続してあたるのは避けましょう。
また、冷気は部屋の下の方にたまりやすいので、床に寝てい
る赤ちゃんには注意しましょう。

【水分補給】
汗をかくと水分補給が必要になりますが、母乳育児の方は、
欲しがるだけ母乳をあげれば大丈夫です。その他の水分補給
をする際には、糖分・カフェインの入っているものはなるべ
く避けましょう。

中野助産師

　産前・産後のケアが増えていく中で、親子で参加できるも
のの一つに“ベビーマッサージ”があります。参加したい気持ち
やどこか気になりながらも「時間がない」「どのようにやって
いいのか分からない」「実際の効果が分からない」と思ってい
る方は多いと思います。
　まずは“ベビーマッサージ”を行うことにより期待できるこ
とを紹介したいと思います。

身体的効果
・免疫力・自然治癒力高まる	 ・情緒の安定
・血液・リンパの流れが良くなる	 ・新陳代謝の促進
・老廃物の排出の促進	 ・自律神経の安定
・睡眠力が高まる	 ・脳の活性化

　上記のことが期待できるとされていますが、実は子どもへ
の影響のみでなく、“ベビーマッサージ”を行うことにより、行
う側への相乗効果も期待できます。

相乗効果
・コミュニケーションがスムーズにできる
ようになり、育児に自信ができてくる

・子どもの健康状態を把握できる
・ストレスの軽減
・スキンシップを行うことにより愛情が増
し、母乳の分泌促進　など。

　では、どのように行えばよいのか？
これには正解はありません。筋肉や神経は繋がっているので、
どこを触れても効果は期待できるとされています。
　大事なことは、目を見て、優しく声をかけ、全身を優しく
撫でてあげて下さい。
　目の周りや口元に触れてあげることにより、表情筋が刺激
され表情豊かな子になります。
　だっこしながらでも、背中全体に触れてあげることにより、
大きな筋肉を温め、血液循環を良くするとともに、安心感へ
も繋がります。
　自己流で構いません。世界に一つしかない“ベビーマッサー
ジ”を提供してあげて下さい。

予防接種診療曜日変更の
お知らせ

予防接種外来の診療日に一部変
更があります。

【８月中】
　月曜日・水曜日……午後
＊8/14は産婦人科の外来は休診で
すが、予防接種外来は行います。

【９月より】
　月曜日・水曜日……午後
　金曜日………………午前
ご予約はWebよりお願い致します。

親子でHAPPYベビーマッサージ



調理場さんのここが言いたい

「薬膳」と聞くと特別な食材を買わなければと思っていませんか。
でも実は、身近な食材に夏バテ、むくみ、アンチエイジング効果が有り、意外に簡単に作れます。

材料：うなぎ串焼き（市販の蒲焼き）１串、
うなぎタレ（市販）適量、
ご飯適量、山芋すりおろし１/2、
オクラ小口切り２本、梅肉適量、
大葉１枚、茗荷１個みじん切り

作り方
①フライパンにクッキングシートを敷き、鰻を中に入れ酒を振って蒸し焼
きにする。
②うなぎを焼いている間にオクラは塩もみしてボイルする。
③丼にご飯を入れて鰻を乗せ、その上に他の材料を乗せたらできあがり！

☆ポイント☆
鰻と梅干は悪い食べ合わせの代表とされているが科学的根拠が一切なく、
それどころか疲労回復の最強タッグ！更に山芋は薬膳で（山薬）と呼ばれ、
疲労回復のトリプル効果が期待できます。（シメはお茶漬けにしても美味し
いよ♪）

●うなトロ梅肉丼●
アンチエイジング、疲労回復

材料：トマト２個、玉葱１個、
セロリ１本、ジャガイモ１個、
パプリカ赤・黄各１/2個、
なす１本、鳥のささ身１本、
ニンニク１カケ、水1200㏄、
コンソメ２個、塩適量、カレー粉適量

作り方
①材料は食べやすい各１口大に切る。
②鍋にひまわり油を入れニンニクを先に炒め、その他の材料を入れて軽く
炒める。
③水、コンソメ、カレー粉、塩、を入れて野菜に火を通し、味を調え片栗
粉でとろみを付ける。

☆ポイント☆
冷めた室内に居ると水分代謝が悪くなるため「薬膳」の基本、温めて食べ
ることを意識する事、更にスパイスは気や血を巡らせる効果があります。
又、ハトムギ（生薬名、ヨクイニン）を入れるとむくみ、美肌効果が期待
できます。

●夏野菜スープ●
余分な熱を取り去る効果

調理場さんの簡単レシピ

夏の薬膳ビューティー食

Beauty 
News

絆の会の皆様初めまして。７月より育良クリニックに入社しました鍼灸師の楽間です。
毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？
今回は「あれ？少し調子が悪いかも…」と感じた時にすぐに行っていただける民間療法をご紹介
したいと思います。

用意するもの
・梅干1個
・醤油小さじ１
・生姜の絞り汁２～３滴
・三年番茶
　（三年間熟成した茶葉）

用意するもの
・レンコンの絞り汁大さじ３
・生姜の絞り汁数滴
・お湯150㏄程度

作り方
①湯呑に梅干を入れ軽くほぐす
②醤油と生姜の絞り汁を入れる
③熱い番茶をそそぐ

作り方
①レンコンをすりおろす
　（ガーゼなどで絞っても良い）
②レンコンと生姜の絞り汁を
　湯呑にいれる
③お湯を注ぐ
　（醤油を数滴たらしてもOK）

梅醤番茶
胃腸の調子を調える・疲労回復・生理痛・二日酔い

レンコン湯
喉の痛み・咳・痰

冷房による体の冷えや夏バテなど、体調を崩しやすいこの時期だからこそ早めの対策や予防をしてみてはいかがでしょうか。
もちろん症状が長引いたり酷くなってしまった時は病院へ行き医師に相談してください。

レンコンに含まれるタンニンという物
質がタンパク質を変化させ、炎症を改
善し組織・血管を収縮させると言われ
ています。
さらに豊富なビタミンCで粘膜強化、
免疫アップが望めます。

梅干に含まれるクエン酸により疲労回
復、梅と生姜の殺菌力や消化促進の効
果が期待できます。
また番茶はカフェインが少なくカテキ
ンが多く含まれています。



vol.47 SUMMER
KIZUNA
2017

サブマネージャー
山口三恵さん

助産師
村上綾乃さん
渡辺祐子さん
山富里美さん

鍼灸師
楽間優里香さん

マネージャー
和田充弥子さん

助産師
笠井ゆめ子さん

復職しました！入職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

助産師
中野聡実さん

（旧姓：米元）

結婚しました！

　6/26(火) ～ 29(木)の3日間、目
黒区立東山中学校の2学年の女子生
徒4名が毎年恒例の職場体験に来て
くれました。
　もしかしたら、目黒区内の飲食店
などで職場体験を見かけた方もいる
かもしれませんね。
　初々しくも一所懸命な姿を見てい
ると、自分が初めてアルバイトをし
た高校生の頃を思い出しました。
　今回は、ご協力いただける入院中
の患者様が多く、直接赤ちゃんと触
れ合う時間をたくさん取ることがで
きました。ご協力いただいた患者様、
ありがとうございました。
　実際に抱っこしたり(椅子に座っ
た状態で)、沐浴を見学したり、お
むつをつけたり、心拍を確認したり
と、普通の大人でもなかなか体験で
きない新生児とたくさん触れ合うこ
とができました。
　産まれて間もない小さなその姿
に、皆口をそろえて「かわいい～♡」
と笑顔がこぼれ、その笑顔に自然と

こちらも笑顔になります。

　育良クリニックではたくさんの職
種のスタッフが働いています。医師
や助産師・看護師の他に、パラメデ
ィカル（医療補助）や検査技師、鍼
灸師、受付・コンシェルジュ、リネ
ンスタッフなどです。いろいろな職
種のスタッフの話を聞き、貴重な体
験を通して多くのことを学べたと感
想を寄せてくれました。また、それ
ぞれ誇りを持ち、違う職種のスタッ
フ間でもお互いを尊敬し信頼し合う
ことで、全体がいいチームになって
いるんだと感じてくれた生徒さんも
いました。
　「命の現場だから真面目に取り組
みたい」と心がけてきてくれた皆さ
ん。緊張続きだったと思いますが、
3日間よく頑張ってくれたと思いま
す。今後の人生で、少しでも思い出
してくれる時があったらうれしいで
す。お疲れ様でした！

中学生職場体験



1歳
お誕生会

９ヵ月
ひよこの会

5月

6月
4月

7月

5月

２ヵ月
めだかの会

教えていただいた
手遊びを実践して、
スキンシップをとって
いきたいと思います。
ママ友ができて
嬉しかったです！

5月

子供が楽しそうに遊んでいて
良かったです。
皆がすくすく成長していて
感動しました！！

6月
4月

4月
7月

6月

悩みながらの育児なので、
アドバイスをもらえて
安心しました。
次の集まりも楽しみです♪

7月



　今年も大変暑い夏になりそうですが、いかがお過ごしでし
ょうか？
　さて巻頭言で理事長は患者様アンケートのふり返りを大変
嬉しく満足している旨を書いております。
　私もこの結果を嬉しく受け止めますと共に評価の高さは1
人1人の職員の努力が結集して頂けたものと思っております。
　現在私は土曜日の退院会計に患者様のお部屋にお邪魔させ
ていただいております。
　その際、育良を出産場所に選んだ理由と担当した助産師の
名前をお聞きしております。
　前記の質問には「家や職場が育良に近い」という理由の他
に「ネットで調べたら評判が良いから」「友人、知人のお勧め」
という理由が圧倒的に多かったように感じます。
　そして、出産時担当してくれた助産師さんのことはほとん
どの方が一様に「とってもお世話になりました。〇〇さんで
良かった」という嬉しい感想ばかりです。

　これも理事長が開院当初からの理念である助産師さん主体の
自然分娩を提唱していることが根づいているものと感じました。
　しかし乍らごく少ない方であっても患者様のご要望に気づ
かず不足の思いでご退院された方がいらっしゃるとしたら、
本当に申し訳なく原因次第では職員総てが心して正していか
ねばと思います。
　開院当初より職員の人数も数倍に増え各部署も充実してま
いりましたが、その反面伝達ミスやすみずみまで伝達できて
いないことも増えていると思われます。
　現在、職員が一丸となってより良い職場づくりをととり組
んでおりますので、近い将来もっと
良い医療を提供できると確信し、こ
の夏も元気に頑張ってまいりたいと
思います。
　どうぞご自愛くださって楽しい夏
休みをお過ごしください。

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
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絆の会のみなさん　こんにちは。
　毎日暑い日が続きますね。今年は猛暑と言われていますが、毎年猛暑だ
と感じるのは私だけでしょうか。
　暑い日はカキ氷やアイスがおいしいですよね！　元々カキ氷が得意では
なかったのですが、御茶ノ水にある「かんな」、渋谷の「セバスチャン」
のカキ氷を食べてから、カキ氷に心を奪われました！　氷がふわふわで軽
い！　色んな味があって何回行っても楽しめます。
　御茶ノ水のお店はお子様連れのお客さんがけっこういました。隣には世
田谷公園もあるのでお散歩やスポーツもできます。お近くに行った際は是
非寄ってみてください☆でもこの時期は並ぶかも･･･。

　他にも気になるお店があるので、休みの日に行
きたいと思います♪
　熱中症や夏風邪に気をつけて、お過ごしくださ
いね。次回の冬号は12月発行予定です！　みなさ
んが楽しみにしていただけるような会報をお届け
したいと思います。� スタッフE

編集後記

診療時間（完全予約制）
受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前9:00～11:30 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 診察 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科

●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：菊池、関、中村美、江田）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

9月： ２ヵ月 14日 10：00～ 11：30
９ヶ月 28日 10：00～ 11：30
１才 14日 12：00～ 13：30

10月：２ヵ月 12日 10：00～ 11：30
９ヶ月 26日 10：00～ 11：30
１才 12日 12：00～ 13：30

11月：２ヵ月 9日 10：00～ 11：30
９ヶ月 23日 10：00～ 11：30
１才 9日 12：00～ 13：30

12月：２ヵ月 14日 10：00～ 11：30
９ヶ月 28日 10：00～ 11：30
１才 14日 12：00～ 13：30

あ と が き


