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　絆の会の会員の皆様、お元気ですか。
　前号では、育良のお産の大きな特徴として「個々の産婦に寄り添っ
た手作りのお産」があるということを取り上げました。
　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。
　と、訴えましたが最近それを示すようなお産がありましたのでお伝えし
たいと思います。
　その方は分娩そのものにリスクがある方ではありませんが、ご夫婦と
も聴力に御不自由がある方でした。
　このような方は以前にもおられたのですが、その時には臨機応変に
その場その場で問題を解決していきました。
　ところが今回はある助産師の提案でマニュアルのようなものを作って
望むことになりました。
　まず3人の助産師のチームを作り、その人たちが中心になってマニュ
アルを作成しました。

　自宅におられたときに陣発したり破水した場合はどう連絡する、一人
のときはどうする。移動手段はどうする。
　読唇ができる方だがお産でパニックになったらそれどころではない。
その時はどうする。等 、々実に微に入り細に入りマニュアル化しておりま
した。
　幸いお産は何事もなく無事終了いたしまたが、このマニュアルの準備
と説明でこのご夫婦はどれだけ安心してお産に臨めたか計り知れませ
ん。
　私はこのような準備をしてくれた助産師のみんなを誇りに思います。
　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。
　そしてもう一つ、育良は他院であればその多くが帝王切開になってい
たであろう方も比較的経腟分娩することも多いのです。
　今まではあまり大騒ぎすることなくスルーしており産婦さんにはわから
なかったのですが、今は皆でそのことを共有し喜び合うので患者さんた
ちにも「実は私大変だったのですね。」と、言われることが多くなりました。
　これも先にご紹介したマニュアルを作成した助産師の一人が素直に

「下から産めたのはすごい、すごい。」と、
言ってくれたのがきっかけでした。
　育良の永遠のテーマであるコミニュケ
ーションが築けてきたのだろうと思っており
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 も々育良のス
タッフもよろしくお願いいたします。

（理事長　浦野 晴美）

10月より院内で有機穀物飲料の販売を始めました。
有機穀物飲料と聞くとピンときませんが、『たんぽぽコ
ーヒー』なら耳にしたことがあると思います。
ノンカフェインコーヒー風味で、マイルドな酸味と甘み
が特徴です。妊娠中の方・授乳中の方・お子様まで幅広
い方にお召し上がりいただけます。
有機スペルト小麦・有機チコリ・有機たんぽぽが配合さ
れており、特に女性に嬉しい効果が沢山あります。

『Bottega Baci』という会社が製造しており、熱と水、
圧力を加えるだけというシンプルな製造工程で添加物や
薬品は一切使用していないため、安心してお召し上がり

いただけます。
飲んだ翌日はむくみが解消される！便通が良くなる！な
どの効果を実感して、日頃から飲んでいるスタッフもい
ます。気になった方はスタッフにお声かけください。
【1瓶50ｇ 669円】

新商品★有機穀物飲料

たんぽぽコーヒー 販売開始！

NEW

●母乳促進・乳質改善●
●利尿作用によるむくみ改善●

●冷え性・便秘改善●
●発毛・育毛作用●

●食後の血糖値上昇を抑制●



今流行している風疹（１１月１１日まで２０３８人）について説明をします。

風疹は以前「三日はしか」と言われていた風疹ウイルスからなる病気です。妊娠している時に感染してしまうと、赤ちゃんに影響を

もたらす可能性がありますので注意が必要です。症状は発熱、全身に発疹（ピンク〜赤い小さなもの）、あご周囲の痛みもしくは違

和感（リンパ節が腫れてしまうことによっておこります。）が主症状です。しかし症状が出ない場合もあります。この場合赤ちゃん

に感染の影響は極めて低いとされています。妊娠の週数が早いほど影響が出る可能性が高くなり、妊娠４週〜５週では50％以上赤

ちゃんに感染の危険があります。また妊娠２０週以降に感染した場合問題はほとんどないとされています。

症状は早期に感染すると心臓の形の異常、目のレンズが白く濁り、目がよく見えない白内障、難聴の３症状が知られています。妊娠

１２週以降では難聴が主におこります。これらの障害が出た場合先天性風疹症候群と診断されます。

流行している理由は今３０歳〜５０歳の女性の方では風疹ワクチンの定期接種が十分に行われなかった事。男性では３０歳〜５７歳

までワクチンの接種が行われていない方が多く、男性の流行が顕著です。感染経路は飛沫感染（咳

をした時の飛び散る唾液など）なので人ごみの多い首都圏が感染者のほとんどです。つり革にも

ウイルスが飛沫している事があるので、妊娠されている方は、人ごみを避ける事、よく手洗いを

することです。

ワクチン接種によって感染予防できますので、今後妊娠を考えられている方はパートナーと共に

抗体値の検査をして、抗体がない場合・低い場合ワクチンを受けることをお勧めします。ワクチ

ンは弱毒ワクチンなので接種後２ヶ月は避妊するようにしてください（もしこの間に妊娠してし

まった場合、必ず相談してください）。

妊娠中の方はもしこのような症状がでた場合、受診前に必ず電話で連絡してください。

（目黒区在住の方は、無料で抗体検査、ワクチン接種ができます）

風疹ワクチン接種のすすめ !!

武蔵小杉レディースクリニック
飯田先生が院長に就任しました !!

休日の過ごし方
歴史物のテレビ番組をみること、
特に大河ドラマは欠かしません。

あとは横浜DeNAベイスターズを
こよなく応援することです。
録画している番組を見ること、

近場で買い物すること、料理も時々します。

会員の皆様に一言
 絆の会の皆様はじめまして、平成30年 11月から
武蔵小杉レディースクリニックの院長となりました

飯田  信です。よろしくお願いします。
女性は世代ごとにさまざまな身体の不調を伴います。
わかりやすい説明、納得していただいてからの

治療を心がけていきます。
困ったことや不安なことがあったら気軽にいらして下さい。

何でも相談できる身近な産婦人科かかりつけ医で
ありたいと考えております

出身 横浜市

家族構成
家内と子供3人です。

(長男、長女、次女 )
 今は家内、次女と３人暮らしです。

好きな食べ物
あまり好き嫌いは
ありません。

無性に餃子を食べたくなる
ことがあります。

苦手なもの
たくさんあります。
最近は人混みが苦手です。

分院



冬の季節に多く登場するお鍋！誰もが改善
したい薬効に応じた具材を使用したお鍋を
ご紹介します。

紅花は特に子宮に作用し、月経不順、月経痛、月経前症候群、更年期障害など女性特有の血の滞りから起こる症状を改
善します。ただし、妊娠中、妊娠の可能性のある人や月経過多の人はお控えください。

＜スープベース＞

＜具材セット＞

調理場さんのここが言いたい

醤油味	 水1000cc、薄口醤油70cc、味醂70cc、本だし大さじ2、ゆずの皮すりおろし	適量、「ビタミンCが多く肌荒れ冷え性に効果的」

塩味	 水600cc、本だし大さじ2、酒1/3カップ、醤油小さじ1½、塩小さじ1½、ニンニク１かけ、生姜1かけ、ネギ微塵1本、唐辛子1本

味噌味	 だし汁6カップ、味噌大さじ6、酒大さじ3、みりん大さじ3、すり胡麻大さじ3、山椒小さじ1、黒コショウ少々、生姜薄切り1かけ

作り方	 鍋にお好みの味のスープ作って沸かし、お好みの量の具材を入れるだけです。

冷え解消セット	 牛モモ肉、ニラ、ネギ、セロリ、人参、カブ、キャベツ、春菊、生姜塩味
血行を良くし体内の余分な水分を排出することで、肝機能・筋力アップなどの効果が期待できる為、冷え解消に繋がります。
牛肉はビタミン B₂ や鉄分が多く体を温める代表的な食材で、ネギ、ニラ、生姜には発汗・利尿作用・体を温める効果があります。

疲労回復セット	 エビ、タコ、椎茸、舞茸、山芋、キャベツ、南瓜
エビ、タコには、肝機能を高め、スタミナをアップするタウリンが豊富です。キャベツには、疲労回復に欠かせないビタミン B群が含まれています。
そしてきのこ類に含まれているリンは、ビタミン B群を吸収、活用させるために働き、かぼちゃはビタミン Eが豊富で血行を促進し疲労物質の排出を促
します。山芋にはムチンというたんぱく質が含まれており、スタミナ増強の素になります。

デトックスセット	 豚ロース、舞茸、しめじ、椎茸、エノキ、キャベツ、冬瓜、白滝、コリアンダー、黒きくらげ
漢方では豚肉は解毒の効能があると言われ、便秘の予防もしてくれます。実際体内にたまった毒素の７０％は便から排出されます。
キノコ類、キャベツ、白滝は豊富な繊維で便秘を解消、黒きくらげは肝臓に働きかけ解毒を促し、コリアンダーと冬瓜は解毒作用に優れた食材です。

材料
むきエビ100g、片栗粉小さじ3、卵2個、A(だし汁大さじ2、塩小さじ１、胡椒少々)、油大さじ2、
固めに炊いた雑穀ご飯	茶碗3杯、紅花2ｇ、醤油大さじ2、万能葱	少々

作り方
①卵にＡの調味料を加えてよくかき混ぜておく。
②中華鍋に油を熱し、エビに片栗粉をまぶし炒めて皿に取り出しておく。
③取り出した後のフライパンに卵を入れ、８分目まで火が入ったら雑穀ごはんを入れて炒めエビを戻す。
④紅花，醤油を入れて味を調え皿に盛りつけて万能葱を散らす。

冬の大定番!!
●お悩み別！お鍋レシピ●

冬の鬱血を取り除き血の巡りを良くする
●紅花と海老のチャーハン●

調理場さんの簡単レシピ

Beauty 
News

絆の会の皆さま、ご無沙汰しております。鍼灸師	柿沼(中村)です。
近年、夏から急に気温が下がりすぐに冬支度をしておりましたが今年は酷暑だったこともあり、秋の
風情も感じ冬を迎えられる今日この頃いかがお過ごしですか？
気温が下がると体温も低下し、免疫力が下がってしまいます。
今回は免疫力UP・ボディシェイプアップに効果的なエンダモロジーについてご紹介します。

当院サロンに常設しておりますエンダモロジー、ご
存じでしょうか？
1986年にフランスLPG社が初め医療目的として開発
したボディケア技術です。
エンダモロジーは、【切らない脂肪吸引】と別名をも
ち「揉む」「ほぐす」という限りなくナチュラルな刺
激でありながら、セルライトケアとボディケアに効
果が期待できます。	
また、LPG	社が特許をしている独自のローラーテク
ニックによりハンドマッサージではアプローチ出来
ない脂肪(セルライト)・ボディラインのケア・シェイ
プアップ・むくみ・たるみに高いアプローチ力を期
待できます。	

理想のボディは多種多様、皆さまそれぞれに添ったご提案をいたしますのでお気軽にご相談ください。
院内サロンではエンダモロジーだけでなく、鍼灸・マッサージも承っております。

産後、年数が経過していてもいつでもご利用頂けます。
これから年末年始を迎える前に産後太りを解消して、ご親族にキレイなママをお披露目しましょう♡

エンダモロジー

施術前 施術後

苦手なもの
たくさんあります。
最近は人混みが苦手です。

●	ボディの凸凹をケアしていくと同時に、コラーゲンとエラスチンが生成を促しお
肌にハリと艶のある滑らかな若々しい質感をもたらします。
●	脂肪ケアと共に体内のリンパ液や血液の循環により、代謝UPし免疫力UPします。
代謝が上がる事から太りにくい身体をキープすることができます。
●	特にお悩み部位にしっかりとした刺激を与えることにより、脂肪への効果がより
期待できます。ご出産後の妊娠線や静脈瘤、お腹周りのたるみに効果的です☆
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医　師
竹内沢子先生

医　師
大浦訓章先生

助産師

栗原香里さん
山岸亜衣さん

小笠原智子さん
染谷啓子さん

看護師
落合美砂子さん

パラメディカル
山本安希子さん
井坂里奈さん

コンシェルジュ
佐藤有菜さん

事務局
柴倉宏行さん

入職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

受　付

金子麻耶奈さん
鍼灸師

滝田麻理子さん

産休に入ります！

大浦先生の紹介
出身

東京の下町です。 家族構成
子供３人の５人家族です。

好きな食べ物
トマト味の強くない
ハヤシライス

苦手なもの
「ひ」と「し」の使い分け。

小学生のころの「あさしひんぶん」と
書かれた作文が残ってます。

休日の過ごし方
目覚ましに起こされず寝て、

ゆっくり過ごす。

会員の皆様に一言
９月から就職しました。

専門は早産・陣痛ですが、遺伝、周産期の
メンタルヘルス、不育、女性スポーツなど
妙な専門もあるので相談にきてください。

趣味
映画鑑賞
スキー

毎年人気のクリスマス会を今年も開催いたします！

日　時：12/23（日）10：30～12：30
内　容：サンタ登場　プレゼント交換 etc
対象者：応募者の中から抽選で10組（※２才以上～未就学児とします）

※この案内をもって募集としますので、参加ご希望の方は参加者全員の氏名、連
　絡先、お子様の年齢をご記入の上、往復ハガキにてお申し込みください。
　（12/15（土）消印まで有効）
　当選の可否は後日詳細をそえて返信ハガキにてご連絡いたします。
宛先　〒153-0051　東京都目黒区上目黒1-26-1中目黒アトラスタワー 5F

育良クリニック　絆「クリスマス会」係　まで

☆クリスマス会のお知らせ☆



1歳
お誕生会

10月

11月
8月 9月

２ヵ月
めだかの会

同じ月齢の赤ちゃん・
ママと交流ができて嬉
しかったです。気分転
換になりました！

10月

8月

10月

9月

8月
11月

9月

不安に思っていた離乳食の
お話が聞けて、とても参考に
なりました。同じ月齢の赤ちゃ
んが個性豊かに成長していて
楽しかったです♪

みんな大きくなっていて感動！母とし
てますます頑張ろうと思いました。

９ヵ月
ひよこの会

11月



皆さん、こんにちは、受付スタッフです。いつも本の貸しっこしているコンシェスタッフ
から大変興味深い本を借りたので皆さんにも紹介させて下さい‼
『ちつのトリセツ』原田純さん著
コチラの本によると、女性は膣が乾いていると、心や体のあらゆる箇所に不具合を生じて
しまうため、日本の女性よ今こそ膣のケアをしていこうではないか‼‼というものです。
膣が乾いてることでイライラしたり、冷え性、便秘、月経困難症、頭痛、肩こり、腰痛、
尿漏れ、骨盤臓器脱などなど様々なトラブルが起きるようです‼（これらの症状は妊娠や
出産を経験していない方にも起こりうるもの）
私の膣、一体どうしたら潤うんだい？？？
ということですが、
①オイル入浴
②会陰マッサージ
③骨盤底筋体操
上記の3つをコツコツやっていくことで徐々に潤わせられるようです。
本には詳しい方法とどんなオイルが良いかも書かれています。
膣を使っていても、使っていなくても、使う予定があっても、なくても若くても、もうそ
んなに若くなくても、年齢に関係なく、膣の乾きは厳禁だそうな
‼‼
様々な身体の不調は膣の状態と密接で、膣を潤わせることは健康と
美の両方が手に入り、究極のアンチエイジングであると‼‼‼実際
に著書の方もその効果を実感されているようです。
本を読み終えて、これはもう今すぐ始めると心に決めました（笑）
皆さんにもご興味を持って頂けたら幸いです☆
※妊娠中の方や、産後間もない方は行なってよい時期を医療スタッ
フに相談しましょう。
妊娠中や産後でない方も正しいケアを行うためにやり方などは本や
動画で確認してから十分に注意して行って下さい。

　あんなにも長く暑さが続いた今夏でしたが、短い秋を過ぎ、いきなり冬到来
という感じがしているこの頃です。
絆の会の会員の皆様方は、お変わりございませんか。
　さて育良が発足し、はや満22年の月日が経ちました。
この長い年月、時代に即し変えざるを得ないことも多々ありましたが、育良理
念は決して変えなかったことが育良全職員の誇りとなっております。
　ひと口で言えば“安全な環境のもとでの自然分娩”ですが、漠然としてよく
わからないというお声もあります。
　そこである有名タレントの方の出産時のことを私の拙い説明でご紹介いたし
ます。
　その方は「ヘルメットを被って出産したい」というご希望があり、テレビ放
映の場でそのようにおたずねになりました。
理事長はその答えに
『①法律に反しないこと
　②安全な出産だと確認できた時
　この2つがきちんと守られればほとんどのことが自由です』
と答えたように記憶しています。
　従ってその方は念願のヘルメットスタイルでご出産され、お産も軽かったの
か満足して頂いたご出産でした。
　勿論、楽な出産ばかりではなく、いろんな形のご出産の陰に職員の努力や工
夫がみえかくれ（理事長の巻頭言）しますが、その出産の枠の中では最善と思

われる出産だった時「安全な環境のもとで大満足の出産になりました」という
喜びのお声を頂けます。
又、結果が望むものばかりでない時もあります。
　何年か前になりますが、ある方が「帝王切開になったけれど、わたしのたっ
ての希望で自然分娩にチャレンジさせてくれたことがありがたかった。その間
何度も先生が診察してくれ助産師さんもつきっきりで腰をさすってくれたりと
サッサと帝王切開になったら味わえない貴重な時間でした」とおっしゃって頂
き、私は「痛かっただろうに」と患者様を察する気持ちと「自然分娩をさせて
あげたい」と願う医療者の心根、両方に感動しました。
　これが理事長の望む出産であって育良理念は互いの信頼関係で成り立つこ
とを確信しました。
　前途のように時代とともにやむなく変わらざるを得ないこともありますが、
根本に互いの信頼関係がある限り、育良理念を
変えることなく満足して頂ける出産をめざして
続けられることと確信しております。
　今後ともより良い医療を提供すべくスタッフ
一同和して頑張ってまいります。
今年も1 ヶ月を残すのみとなりました。
どうぞお元気で充実した年末年始を過ごされま
すよう祈念いたしております。

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

あ と が き

集会情報
めだかの会、ひよこの会、
１才お誕生日会

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。

 1月：2ヶ月 10日 10：00～ 11：30
9ヶ月 24日 10：00～ 11：30
１才 10日 12：00～ 13：30

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

3月：2ヶ月 14日 10：00～ 11：30
9ヶ月 28日 10：00～ 11：30
1才 14日 12：00～ 13：30

4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

編集後記


