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2013年4月2日～2014年４月１日生まれのお子様が小学校
2007年4月2日～2008年4月1日生まれのお子様が中学校に
それぞれ入学されました♪

育良っ子の皆さま、この度は誠におめでとうございます。

育良クリニックでは毎年入学お祝いカードを作成し、ご自宅へご郵送しております☆
皆様のお手元にも届きましたでしょうか？
住所が変わられて届いていない方は当院までご連絡ください。

育良っ子たちがたくさんお友達をつくって、元気で楽しい学校生活が送れるよう
スタッフ一同心より願っております

(*＾0＾*)　がんばれ！新1年生！！

絆絆

理事長 浦野 晴美

今年から来年にかけて、外部の二つのコンサルティング会社に依頼
して育良の経営と体制を精査・改善してもらいます。そのうえで会社
にとっても職員にとっても納得のいく環境を整えていきたいと思い
ます。
二つのコンサル会社とは別に育良の核でもある助産師部門には元
師長の箕川さんに月2回来ていただいて客観的な意見を出してもら
い、個々の能力に依存しなくても業務ができる環境も整えたいと思い
ます。
評価・改善となりますと、どうしても育良の顔である助産師部門に目が
行きがちになりますが、様々な事情から職員数が少なくなっているに
もかかわらず黙々と仕事に従事しているパラメディカル部門の皆さん
には頭の下がる思いです。
しっかりとした理念を持ってやってきた育良ですが、20年以上もたち
ますといろいろとほころびも出てまいります。
引退を前にしっかりと精査し、残すべきものは残し改めるべきものは
改め育良の本質を変えることなく時代に即した育良にしていこうと
思っております。
前号でも述べましたが、ここに至るまでの間、決して順風満帆に成長
してきたわけではありません。
その時期その時期の多くの育良人の尽力があり、それを支えてくだ
さった皆様のお力添えがあったからこそ今の育良があるのだと改めて
感じております。
その御恩を少しでもお返しするためにも、小さくともしっかりとした育良
の再生を成し遂げてこれからも皆様に愛され続ける育良でありたいと
思っております。

絆の会の会員の皆様、お元気ですか？
今年の目黒川の春祭りは新型コロナの影響で自粛ムードが漂ってお
ります。
とはいえ私にとっては、25回目の目黒川の桜となります。と、言うこと
は来年は育良クリニック開設25周年という節目がまたやってまいり
ました。
前にも触れたかとは思いますが、私の中では育良開設20周年を機
に引退を考えておりました。日赤医療センターでの勤務医生活20年
と育良での開業医生活20年でちょうどよい節目と私なりに考えたの
でした。
２０周年の節目には引退すべくいろいろと準備しては来ましたのです
が、次から次に新しい課題が出てまいりましてそうはいかなかったの
です。
なかなか思いどうりにはいかずさらに数年間延長してしまいました。最
後の節目にはさっぱりと引退したいものだと考えてはおりますが・・・・
とりあえずは、育良25周年を前にしてその記念誌を出すことができそ
うです。
あとは今年から来年にかけて今まで私のワンマン経営といってもよい
形態でやってきた育良を院長が中心となった複数経営に切り替える
必要性が出てきました。私以上に息子のほうがワンマン経営者にな
る素地を持っている気がしますが、時代が変わればそれに即した形態
にしていかなくてはならないでしょう。
昔のように個々の能力に頼っていた時代の感覚では今の医療、いや
他の業界も同じくやっていけなくなっています。育良にはもともと「垣
根のない職種」や「4つの手、4つの目」というチーム理念がありまし
たが、それとは少し異なる意味合いでのチーム医療です。
それらを根付かせるため、外部の第3者の公正かつ冷静な育良の現
状のシステムの評価から始めようと考えました。



2020年1月より育良クリニックではInstagramを始めました。
こちらでは当院で生まれたばかりのベビーの写真を中心に掲載しております。
入院中にお部屋で気軽に“インスタ映え”するお写真が撮れるよう、様々なグッズをお貸出して
おります。生まれたばかりの今しか撮れないベビーの表情を可愛く写真におさめられます！
お貸出しグッズの中には、誕生日・出生時間・身長・体重を表示するボードもご用意しています。
ご自身のSNS用に撮影することもできますので一生の記念になりますよね♬

母乳はいつまで飲ませるの？
近年は、早期の仕事復帰、保育園事情、次のお子さんの妊娠希望などで早期に断乳卒乳する方も少なくありません。
それぞれのご家庭の事情がありますので一概ではありませんが、子どもの成長発達的な目安とお考えください。

育良クリニック、
Instagram 始めました♡

Follow me!

 ＠ikuryo_clinic

1歳のお誕生日を過ぎる 心の成長も重要な要素です

しっかりと一人歩きができる 自分の足で安定して歩けることが母子分離の第一歩です

1日3回の食事ができる 量は少なくても1日3回の食事リズムができていると安心です

季節は春か秋がベスト 夏は脱水になりやすく、冬は体調を崩しやすいので注意が必要！暖かい時期が安心です

母親が授乳に対して十分満足している
おっぱいを止めてお子さんが泣いたとしても、その泣きを笑顔で受け止められる
母親の揺るぎない達成感や満足感が重要です

1.
2.
3.
4.
5.

授乳期間は、出産後数日～3-4年など人それぞれですが、母乳育児は必ず終わりの時期を迎えます。
毎年この時期は、お仕事復帰や保育園入園に合わせて、母乳を止めようとお考えになるお母さんも少なくありません。

季節も代わり、暖かい陽気になってきたので、ちょうど良い時期ではありますよね。
ただ、自己流に断乳卒乳を始めてみたら、思った以上に胸が張ってしまい痛くてどうしようもない。

その結果、当日に駆け込み予約、駆け込み受診する方も少なくありません。
その場合、予約があいていなかったり、お子様を預けることができないとお困りの方も多くいらっしゃいます。

ぜひ、断乳卒乳を始める前に、当院の母乳外来にご相談ください。当院の母乳外来も4月から予約枠が増え、内容も充実いたします。
お父さんがお休みの日や一時保育の予約が取れた日をベースに、いつおっぱいを止めたらいいのか、いつマッサージの予約をするのか、

おっぱいを止めてからマッサージの日までどのようなケアをしたらよいのかなどアドバイスいたします。

子どもは我慢をすることもできますし、切り替えも上手です。母乳を飲ませることができる期間には限りがあります。
授乳期間が短いからダメ、長いから良いというものでもありません。

授乳期間に関わらず、後悔することのないようしっかり飲ませて親子共々大満足で切ることが大事なのです。

断乳卒乳は、母乳育児の集大成！
お母さん自身も苦痛が少なく、お子さんにも余計なストレスがかからないように配慮しながら計画的に進めましょう。。

カメラからInstagramから



絆の会のみなさまこんにちは。鍼灸師楽間です。
過ごしやすい気候になってきましたね。しかし！！花粉や生活環境の変化、ついついしてしまう暴飲暴食…
些細なことで崩れやすいのが胃腸の調子です。今回は胃腸の調子を回復してくれるツボを紹介します。

慢性的な場合には習慣的に押してみてくださいね！

中脘（ちゅうかん）、天枢（てんすう）

胃痛や胃の不調に効く中脘、
便秘・下痢に効く天枢

【場所】
中脘…お臍とみぞおちを結ぶ縦線の中央に位置します。
天枢…お臍から左右に指３本（人指・中・薬指）分横に   
　　　位置します。

【押し方】
押しやすい指を使い（３本使ってもかまいません）、息を吐
くときに押す、吸うときに戻す、を１分程繰り返します。天
枢は左右同時に押しましょう。胃腸が弱い人・下痢の症
状が強い人は温めるのも効果的です。
※食後の場合は30分程度あけてから刺激してください。
※妊娠中の方は天枢を避けてください。
また、お腹が大きくなってきたら中脘も使用しないでくだ
さい。

支溝（しこう）

便秘に効く

【場所】
手の甲側にあり、手首の中央から肘に向かい指４本（人
指し・中・薬・小指）の場所にあります。骨と骨の間のくぼ
みです。

【押し方】
逆の手の親指を使い、５秒押し３秒はなすを繰り返します
症状が強い時には２～３分押していても大丈夫です。
左右両方の支溝を押しましょう。
耳鳴りがするときにも効果的です。

足三里（あしさんり）

胃の調子だけでなく身体全体の調子も調える

【場所】
膝のお皿の少し下、左右の向こう脛に位置します。
人差し指を膝のお皿の下にあて、この時小指があたる高
さで脛の骨の外側にあり、押すとズーンと響く感じがする
場所です。

【押し方】
左右の親指を重ね、その他の指はふくらはぎを軽く握るよう
に持ちます。
５秒押し３秒はなすというのを５～１０回繰り返します。
消化不良や足の疲れ、元気がない時にも効果的です。

Beauty News

調理場さんの簡単レシピ

作り方

トマト1個は湯むきして中をくりぬく、残りのトマトとセロリはヘタを取り角切りにする。

鍋に材料と調味料を入れて火にかけ、煮立ったらアクをとって春雨を入れて溶き卵を流しい
れて蓋をして2～3分おく

1

2

調理場さんのここが言いたい

トマトと浅利カップスープ

うま味成分たっぷりのトマトと浅利の組み合わせは、どちらも体の熱を鎮め
余分な水分を取り除き、さらにイライラや不眠に有効な心の熱を鎮める
セロリを加えました。

材料 2 人前

浅利200g
完熟トマト2個

セロリ100g
春雨30ｇ

調味料

溶き卵1個
胡椒少々

溶酒大さじ1
鶏ガラスープ1と1/2カップ

調味料

すりごま大さじ1
醤油小さじ1

塩1つまみ
鰹節少々

作り方

ノビルは根や古い葉を取り除き、沸騰したお湯に根の部分を先に10秒ほどゆでたら
全体を茹でて水に落として冷まし水分を絞り５～６㎝に切る。

ヒジキは水煮30分つけてボイルしておき、タコはぶつ切り、梅は微塵切りにして
調味料で和える

1

2

ノビルとタコの梅和え

ノビルはカリウムを多く含み塩分を排出し、更にマグネシウム、リン、
鉄分などのミネラルも豊富で骨を生成する上で欠かせない成分！
骨を丈夫にして健康維持します。

中脘

天枢

ノビル1束
ボイルタコ足1本

ひじき少々
カリカリ梅4個

材料 2 人前



育良NEWS育良NEWS
スタッフ紹介

小宮助産師

助産師
中村晶穂さん   二口真弓さん

西野有美先生白戸智洋先生
石田博美先生

医師

育良クリニックに就職してから多くの方と関わ
る中で、お産や入院中に関わった方と乳児健
診などでお会いすると、声をかけてくださった
り、赤ちゃんの成長を感じられてとても嬉しく
なりました。
 ここで出会えたお母さんや赤ちゃん、そのご
家族の方、そして一緒に働いてきたスタッフと
の出会いはかけがえのないものです。
これからもみなさまのお子さまが元気にすくす
くと成長できますよう願っています。

相澤助産師
絆の会の皆さん、こんにちは！
助産師の相澤です。
この度、4年間勤めた育良クリニックを退職す
ることになりました。
あっという間の4年間でしたが、多くの皆さん
に関わらせていただき、とても楽しい時間を過
ごすことができました♡
本当にありがとうございました。今後は地元に
戻って働く予定です。
こちらで得た経験を少しでも活かせたら、と
思っています。

白井助産師
こんにちは。3月いっぱいで退職させていただく
ことになりました。
育良クリニックに来る前はNICUのある大きな病
院で働いていたのですが、育良クリニックで初め
て経験させていただくことも多く、助産師として
大きく成長することができた3年間でした。
大変な事も多かったですが、担当させていただい
た、お母様・赤ちゃん・ご家族、そして外来や入院
中に関わらせていただいた方にたくさんの癒し
と元気をもらっていたおかげで、楽しく働かせて
いただくことができました。皆様には感謝の気持
ちでいっぱいです。本当に3年間、ありがとうござ
いました！

助産師
梅木芹菜さん

看護師
十河つぐみさん

パラメディカル
田野志帆さん

臨床検査技師
内藤志保さん
早川章子さん

牧田千恵先生篠倉千早先生

医師

助産師
相澤芳さん
白井ちたきさん
小宮葵さん

パラメディカル
神谷美那さん
高橋智美さん

リネン
米満由美さん

臨床検査技師
沖田直子さん



めだかの会 2月

ヵ月22

2月

1月

お誕生日会
2ヶ月から定期的に集まり、あっという間に1歳になってしまいました。

みんなの成長を見られて楽しかったです。
少人数だからこそ皆さんと話すことができてよかったです。

歳11
1

今まで聞いたことのない手遊びの歌を教えてもらえたので、家で
実践してみたいと思います。同じ月齢の子たちと

知り合う機会があまりないので、良いきっかけになりました！

ひよこの会
同月齢のお母さん達とお話しでき、
役立つ情報をたくさん得られました。

参考にして今後役立たせたいと思います。

ヵ月99

12月

12月

1月

12月

1月

2月12月



絆の会の皆さま、こんにちは。
今年は暖冬だったとはいえ、やっと冬が終わり暖かく過ごしやすい気候になり
ましたね。
新たな生活をスタートした育良キッズも多いはず♡
誠におめでとうございます。

先日、院内サロンへお越しいただいた4人の育良キッズお母様のご長女が今
春、中学校へご入学と聞き育良クリニックの歴史を感じた今日この頃…。
私の中学入学式の時は葉桜だったな…あれ？？もう何年前だっけ。。と恐ろしく
なり年数を数えるのを放棄いたしました（笑）

さて、今年も中目黒の桜は見事に咲きましたー 　 ！！
絆の会の皆さまも、桜も見上げては育良クリニックを思い出していただけたら
嬉しいです。
また次回号も皆さまにお楽しみいただけるようなラインナップで
お送りいたします。

編集後記
　絆の会の会員の皆様、お変りございませんか？
理事長が大きな病院に負けない医療の充実と小さな産院でこそ出来る心
のゆき届いたあたたかい産院、「安全な環境のもとでの自然分娩」を理念と
して育良を立ちあげ来年ははや25周年を迎えます。
　代官山の西郷山公園で理事長と眺めた桜の美しかったこと、その10数
年後には中目黒の川ぞいで桜を楽しむことになるとは当時予想だにできな
いことでした。
　この四半世紀の内に東日本大震災という前代未聞の大災害が起こりま
した。復興も容易なことではありませんでしたが少しずつ人々は前に向かって
進んでいるようでした。
　理事長は早速支援チームをつくり自らも伊達市へ医療支援にむかい尊
い体験をさせて頂きました。
　この25年間長かったような気もしますがやはり速かったと思えるのは忙し
いながらも充実した歳月だったというのが実感です。
　そして育良があったからこそ籍をおいてくれた職員や業者の方、約1万
6000人にのぼる赤ちゃんと出会たことは私の宝物です。
　この春も6年前又、12年前に産声をあげた赤ちゃんが小学生、そして中
学生になります。
　今又、世界中を震撼とさせている新型コロナウイルスの話題でもちきりで
すが、何と言っても主役は桜と新1年生です。新型コロナウイルスになんか
負けない元気な体で新しい門出を迎えてくれるでしょう。
　理事長も理念を曲げずにここまでこられたこと、又次世代にタッチできそう
なことを感謝し、これからはお邪魔虫にならないよう共々に遠くから見守りた
いと思っております。

あとがきあとがき

集会情報集会情報
1

めだかの会、ひよこの会、１才お誕生日会

　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。

新型コロナウイルス感染拡大により
各集会の開催を中止とさせて頂いております。

再開が決まりましたらメールにてお知らせ致します。

参加資格

5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

7月

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

8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

6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

GM 浦野 良江

婦人科のみ診察・・・休診・・・診察・・・

・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。

受付時間

午前 9：00～11：30

午後 14：00～16：30

夕診 17：00～18：45

月 火 水 木 金 土 日

診療時間

〒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、井坂）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

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。
　 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。

ご住所を変更された会員様へ

【
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