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　絆の会の会員の皆様、お元気ですか。
　皆さん、前号の書き出しを覚えていますか？何と、雪の話題から
巻頭言が始まっております。
　今回はこの猛暑。信じられません。
　そして今号は記念すべき第50号です。
　さて、先日ある総合病院から内装工事をやることになったので参
考にしたいから分娩室や病室を見せてくれということで産科部長の
先生と病診連携室の方が見えました。
　実はその病院の院長が私の友人で、彼は産婦人科医ではないの
ですが院長に昇格したころからどうしたら分娩数を増やせるかと会
うたびに聞いてきました。
　私は「よい助産師を集めることです。」とだけアドバイスしており
ましたが、ここ数年やる気のあるよい助産師が集まっているように外
から見ていても感じておりました。
　システムなども育良のホームページを参考にしたようなサービス
ができております。
　そして今度は内装の参考に当院の分娩室などを見学にこられたこ
とから、良い医療をするためには大病院にもかかわらず一介の開
業医に範を乞うという心構えではないかと察せられます。
　そこで考えました。大病院が本気になっても決してまねできないこ
とは何だろうか。
　水中出産から和室分娩、はたまた吸引・鉗子分娩、さらには帝
王切開による分娩、医学的な適応があれば無痛分娩、とありとあ
らゆる分娩法が選択できること。
　分娩場所も分娩室はもちろんのこと、LDRから和室、水中でも
産めること。
　分娩体位も仰向けにこだわらず、側臥位分娩や四つん這いでの

お産にも対応できること。
　これらのことを実践しているのは個々の産婦のニーズに合わせて
しっかり話し合い、その方に一番合った分娩方法を選択することを
可能にするためです。
　言わば、個々の産婦に寄り添った手作りのお産です。
それを行うには産婦の方 と々医療者との信頼関係がなくては成り立
ちません。そして産科医と助産師との信頼関係もとても大切になって
くるのです。
　自然分娩をうたっている当院には当然自然分娩を求めてこられる
方が大多数ですが、皆が皆そうできるとは限りません。
　たとえ結果的に帝王切開になったとしても納得して満足していただ
けるお産であるためには、産婦様とご家族そして医療者がより良い
信頼関係をもって自然分娩を遂行するという目標に向かって努力す
る、そして産科医と助産師が信頼関係をもとにその産婦様にとって
一番良い方法を常に模索していくことこそ大切ではないかと考えます。
お産に限らず、『育良を利用するすべての方々に医療者だけでなく
すべての職員が垣根なく同じ方向を向いてお世話する』ということ
が、当院の一番の特徴であり保ち続けなくてはならない信念と考えます。
その信頼関係を築くには公共性を持った
大病院や強い信念を持たない産院には
なかなか難しいことだろうなと考えます。
　小回りの利く、そして開設以来強い
理念を持った育良だからこそできると自
負しております。
　今後もこのような育良であり続けるた
めにも育良を支持してくださる方々も育
良のスタッフもよろしくお願いいたします。 （理事長　浦野 晴美）

　5月23日、当院のホームページがリニューアルされました。
育良の良さはやはり、入院中と産後のケアかと思いますの
で、その充実度が分かる様に工夫し、写真を多く取り入れ
ています。
　折々に耳にする患者様からのご意見や感想は大変ありが
たく、ホームページの作成時にも参考にさせていただきま
した。
　写真には、育良の職員やその家族がモデルに。見たこと
のある職員がいるかもしれません。
　ブログもアメブロからお引越ししました。

 育良クリニック HP リニューアル 



　病院では医療者だけではなく、い
ろいろな職種、仕事内容があります。
助産師、検査技師、パラメディカル
（医療補助）、鍼灸師、受付、コンシ
ェルジュ、リネンの各部署で「なぜ
この職業を選んだのか」「資格はど
うすれば取得できるのか」「やりが
いは何か」等々お話しをし、様々な
体験をしてもらいました。
　新生児をおそるおそる抱いて「か
わいい～」と笑顔になり、絆の会に
もお邪魔をして9か月経つとこんな
に大きくなる赤ちゃんに驚いていま
した。
　入院患者様へのお食事の配膳も体
験し、同じ入院食も食べました。
又事前に「家族に妊娠中や自分が産
まれた時の様子を聞く」という宿題
を出させてもらっています。

　なかなか自分が産まれた時、お腹
にいた時の話しを聞く機会はないと
思いますし、どれだけ大切に思われ
てこの世に産まれてきたのかを知る
事はとても大切だと思います。
親の立場からしても、だんだん難し
い年頃になる子供の誕生の瞬間を思
い出すのは、良い機会だと思います。
　初めての体験も多く疲れたと思い
ますが、3日間頑張ってくれました。
又様々な方にご協力いただきまして
ありがとうございました。

6/26（火）～ 28（木）の3日間、目黒区東山中学校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。

東山中学生職場体験

おでかけスポットを紹介
　京急より発売されているお得な『みさきまぐ

ろキップ』を購入して、神奈川県三浦 ･三崎周

辺まで日帰り旅行はいかがでしょうか !?

　おいしいマグロに、海、温泉、水族館など家

族みんなが楽しめる所がたくさんあります。

　大宮にある鉄道好きでなくても楽しめるス

ポットです！

　お子様が楽しめるスペースがたくさんあるの

で一日中遊べます。

　博物館からすぐそばを走っている新幹線も見

られて興奮間違いなし !!!

詳しくはインターネットなどで検索してみてください。
熱中症対策をしっかりして、夏の思い出をたくさん作っ
てくださいね♪

　お子様だけでなく大人も楽しめる目黒寄生虫会館は、地元では大変有

名な博物館です。

寄生虫と聞くとヒョエーッッ‼気持ち悪くて無理ー‼と思う方もい

らっしゃるかと思いますが、世の中にはこんな生き物もいるんだという

素直な気持ちで見ると非常に興味深い展示が多いです。

かつてサナダ虫ダイエットが流行った時代がありましたが、いくら痩せ

たくてもサナダ虫だけはやめておこうと思ったり、そんなに大きくしな

くてもいいのにと思うような寄生虫の巨大模型があったり、結構ショッ

キングな展示があるのですが、実際に行くとなかなか面白いです‼

お子様の自由研究やご家族の変わり種お出かけ先としてはもってこいの

オススメ穴場スポットです。是非、足を運んでみて下さい☆

01目黒寄生虫会館 02三浦・三崎港

03鉄道博物館

育良スタッ
フ
おすすめ！



エアコンなどによる肌の乾燥、のどの痛み、空咳、鼻の乾燥など
トラブルを引き起こしやすい時期ですね。

乾燥した空気から潤いを与えてくれる食材が「アスパラ」「豆腐」です。
体を冷やす食材と言われていますが、生姜を加えることで

体を温めバランスを整えます。

「梨」「白きくらげ」「氷砂糖」はどれも喉の乾燥を	
潤し風邪予防に良い食材です。

特に氷砂糖はからだを潤す作用が強く、梨は喉に非常に良いとされ、
白きくらげは肺を潤し、肌を内側から保湿する作用があります。

調理場さんのここが言いたい

材料
エビ２００ｇ、アスパラ２束、絹豆腐１丁、生姜１片
片栗粉適量、胡麻油少々、水溶き片栗粉適量、黒米
＊鶏ガラスープの素小さじ２杯、酒大さじ１、砂糖小さじ１、水300㏄、コショウ少々

作り方
①アスパラは皮をむき小指ほどの長さにカットし、エビは殻をむき背中に
包丁を入れ片栗粉をまぶします。
②熱したフライパンに胡麻油、千切り生姜を炒めて香りが出たらエビを入
れてさっと炒めます。炒めたエビを一度取り出します。
③次にアスパラを炒めエビを戻して、＊を混ぜた調味料、豆腐を入れ温ま
ったら塩で味を調え、水溶き片栗粉を入れてとろみをつけます。
④盛り付ける際に、お好みで黒米を散らしたら、出来上がり！

材料
白きくらげ15g、梨1個、氷砂糖70g、水600㏄、
レモン汁少々　クコの実少々

作り方
①白きくらげは30分水で戻してから10 ～30分お好みの硬さに茹で一口大
に切ります。
②梨は皮をむき1口大にカットします。
③鍋に白きくらげと、梨を入れて氷砂糖と水を入れて一煮立ちさせます。
④クコの実（乾燥のまま）を入れて、仕上げにお好みでレモン汁を入れて
冷蔵庫で冷ましたら、出来上がり！

●豆腐とエビの餡かけ● ●梨と白きくらげのコンポート●

調理場さんの簡単レシピ

Beauty 
News

鍼灸師の楽間です。暑い日が続きますが、皆さま夏バテ・夏風邪は大丈夫でしょうか。
つい冷房を強めたり、アイスや冷たいものが欲しくなりますよね…。
実はこの暑い時期、私たちの内臓はとても冷えやすいのです。
今回は肝臓・腎臓の働きを助ける‘こんにゃく湿布’を紹介したいと思います。

こんにゃくは毒素や老廃物を吸収してくれ
る酵素が含まれているので、体に当てるこ
とによりデトックス効果が期待でき、肝臓・
腎臓付近を温めることにより、体の芯が温
まり血液循環の改善、生理痛にも効果的と
言われています。

●手順●
①水を入れた鍋でこんにゃくを15分間煮ます。
②タオルでこんにゃくを巻きます。
③仰向けに寝て、こんにゃく湿布を下腹（丹田）
	 と右脇腹（肝臓）に当て、30分程置きます。
④30分経過したらこんにゃく湿布を取り、
	 うつ伏せの姿勢で腰の左右（腎臓）に当て、
	 30分程置きます。

上記では、肝臓・腎臓の手当メインですが、
首や肩に置けば肩こりの改善、胃（みぞお
ちの下位）に置けば胃腸症状の改善、ふく
らはぎや脚にのせれば浮腫みの軽減にも効
果が期待されます。

こんにゃく湿布

使い終わったこんにゃくは水をはったタッ
パーなどに入れ冷蔵庫で保管しましょう。
こんにゃくの弾力性が無くなったり小さく
なったら捨てて下さい。
食べてはいけません!!

●準備するもの●
鍋、こんにゃく２丁、タオル２枚

体が潤うレシピ

妊娠中の方が行う場合は、お腹の下（丹田）は避け、
短い時間から様子を見ながら行って下さい。

お子様や年配の方に行う場合は、茹で時間、湿布を行う時間も短くしてください。
熱すぎる場合は、タオルの巻く数を増やしたりして調節してください。

また、こんにゃく湿布中は冷えないように上からバスタオルをかけて行ってくださいね。
今年は猛暑と言われています。水分補給を忘れずに、暑い夏を乗り切りましょう!!

＜注意＞
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助産師
岡谷真未さん
（８月末）

受　付

尾村佳奈子さん助産師

趙美華さん
小宮葵さん

栗原香里さん

受　付

小那木聖子さん

入職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

受　付

石坂佑香さん

産休に入ります！

山田美貴先生の紹介

出身 福岡県 家族構成
夫、娘 2 人（４才と１才）

好きな食べ物
イチゴ

苦手なもの
満員電車

休日の過ごし方
子供とプール

会員の皆様に一言
子育てを通して広がる出会い
やご縁もまた楽しみですね！

趣味 旅行

4 月から新しく入った山田先生です。
ほわっとした優しい先生です。



1歳
お誕生会

5月

6月
4月

7月

5月

２ヵ月
めだかの会

赤ちゃん・お母さん
大集合で楽しかったで
す！たくさん情報交換が
できて良かったです。

5月

4月

7月

4月
7月

6月

めだかの会ぶりにみなさんに
会えて、赤ちゃんの成長が見
られて嬉しかったです♪
同じ月齢の赤ちゃんの話を聞
けて参考になりました。

３回とも出席させていただきまし
た。とてもよい経験ができました。
思い出のある産院で誕生日をお
祝いできて嬉しかったです☆

９ヵ月
ひよこの会
９ヵ月
ひよこの会

6月



　今年の猛暑は前例がない厳しさですが、絆の会の会員の皆様お
変りはございませんか？
　先日、２年前の４月20周年記念で作製した育良の小冊子をなが
めていますと在職した沢山の職員は勿論のこと、業者の方、友人
知人、そして育良をご利用くださった患者様のお陰でここまで成
長でき節をつけてくださったことを感謝の気持ちでおもい起こし
ました。
　代官山のとあるビルの２階で『安全な環境のもとでの自然分娩』
を理念にかかげ、立ちあげたのが２２年前でした。その時10名足
らずの職員の前で理事長は「『育良を選んで良かった。大満足のお
産でした。』と患者様から言って頂ける産院にしたい。その為に少
ない人数でもみんなで協力しあい垣根のない産院でありたい。」と
挨拶しました。
　20数年間の歳月を振り返りますと順風満帆という日ばかりでは
ありませんでしたが、患者様のお声を思い出すたびに恵まれた20
年だったと思っております。
　開業して1、2年経った頃、時折り患者様から「育良はどの部門
の人も感じが良くて親切ですね。それにどの人にたずねても同じ
答えが返ってくるので安心です。」とほめて頂くことがたびたびあ
りました。
　その当時と比べると職員数も出産される患者様の人数もはるか
に多くなり、各部門が専門化せざるを得ないところはありますが、
それでもまだ『実家に帰ったような』とおっしゃってくださった
ご主人の記事を先回記したような家庭的な雰囲気が残っている産

院だと思っています。
　そして技量ばかりでなく精神面でも立派な助産師さんに来て頂
くことが育良の特長と思っている理事長です。
　私は週末の土曜日は退院会計で患者様のお部屋にうかがいます
が、その時必ず担当の助産師さんの名前をお聞きします。
 「○○さんです。とてもよくサポートして頂きました。」と例外な
くお返事がかえってきます。
　その時私は「育良の助産師さん達は大きい病院で危険なお産も
沢山経験し、その後自然分娩志向のこの産院にきてくれています。
帝王切開と自然分娩の違いは大きいので医師と相談しながら、経
膣分娩に導けるようサポートできる助産師さん達ですよ。」と答え
ますと、「何となく感じていた育良の素
晴らしさはそこにあったんですね。」と言
われます。このような励ましの言葉は育
良の理念につながり誇りになると思いま
すと益々育良の一職員として非力ですが
頑張っていきたいと思っております。
　今後共育良を変らずご支援頂くことを
お願いし、この夏もお元気でのりこえて
頂きたいと願っております。

ご住所を変更された会員様へ 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

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、柿沼、品川、畠山）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp
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参加資格　絆の会会員で集会月にその月齢にあたる方
※予定ですので変更の可能性があります。
集会の 2週間ほど前に対象の方には
お知らせさせて頂きます。

　今号より、会報に携らせて頂いている受付スタッフです‼
　私は本が大好きで、書籍代だけはケチらないように生きています☆
　たくさんの本を読んでいますが、その中で皆さんに紹介させて頂き
たい本があります。
　それは谷川俊太郎さんの『星空の質問箱』という本です。
　日本を代表する詩人である谷川俊太郎さんがみんなの質問に答える
この本はとっても優しい気持ちになります。
　6歳の男の子の質問で『ぼくは、おっぱいが大好きで、おっぱいの
中には幸せがつまっていると思います。谷川さんは何がつまっている
と思いますか？』というものがあります。
　谷川さんの回答は『幸せといっしょに生きる力が入っている』でした。
幸せだけじゃなくて生きる力も入っ
ていたとは!!!!
　おっぱいの偉大さに、改めて気づ
かされました（笑）
他にも、『いいなって思うお医者さん
は？』や、『10億円あったら？』、『お
父さんがゴロゴロする』といった質
問に回答しています。
　何度も読み返したい本で、皆さん
にも是非、手にとって頂きたいと思
う大好きな一冊です☆
　時間がある時に、お手にとって頂
けたら嬉しいです。� 受付H

編集後記

 9月：2ヶ月 13日 10：00～ 11：30
9ヶ月 27日 10：00～ 11：30
１才 13日 12：00～ 13：30

10月：2ヶ月 11日 10：00～ 11：30
9ヶ月 25日 10：00～ 11：30
1才 11日 12：00～ 13：30

11月：2ヶ月 8日 10：00～ 11：30
9ヶ月 22日 10：00～ 11：30
1才 8日 12：00～ 13：30

12月：2ヶ月 13日 10：00～ 11：30
9ヶ月 27日 10：00～ 11：30
1才 13日 12：00～ 13：30


