
毎年育良クリニックでは日本赤十字看護大学大学院の学生実習を受け入れています。
国際保健助産学専攻の実習で診療所における管理や地域とどのように連携するのかを学びにきています。

1 日の流れをスタッフに付いて見学しながら、外来部門と入院部門がどのように連携しているのか自分の課題にそって学んで
いきます。
1 人で実習にくるので緊張もあったと思いますが、とても真剣な眼差しで助産師の話に耳を傾け、一生懸命メモをとる姿が印
象的でした。
コロナ禍で通常よりも気を配らなくてはならない現状中で、2 日間と短い期間でしたが、現場の雰囲気を忘れずにこの先も頑
張っていただけたらと思います。
3 人の実習生の方々、お疲れさまでした！またお会いできる日を楽しみにしています。

実習生が来ました！！実習生が来ました！！
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だいぶ暑くなってきました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

私、浦野晃義はワクチンの2回目接種まで終了しました。
1回目は接種可能な初日に予約ができたので、診療後すぐに目黒区総合庁舎へ向かいました。
到着時は区の係りの方々が案内をしてくださり、とてもスムーズに接種出来ました。
注射は特に痛みもなく一瞬で終了し、少しビックリしたくらいです。
その後はよく言われている倦怠感や高熱は出ず、接種部位の軽い痛みだけでした。

３週間後に2回目の接種を行った時も同様でした。
職員の中には高熱が出て休む者もおりましたが、今は皆元気です。
おかげ様で当院スタッフはほぼ全員2回目の接種まで終了いたしました。

基本的には妊婦さんの接種は推奨されています。
提言が出た当初は、推奨するともしないともハッキリ言わない提言でしたが、最新のものでははっきりと接種推奨になっています。
妊娠中・授乳中・妊娠を計画中の方におかれましては、厚生労働省や産婦科学会がワクチン接種の案内を載せていますので、
よければ参考にして下さい。

医療従事者としてワクチンを優先して接種させていただいた事を、今後皆様に還元できたらと思っています。

院長 浦野晃義



挨拶を考える
理爺長

私は小学校 4年から大学 6年まで柔道をしていましたが、「柔道は礼に始

まり、礼に終わる。」と、教えられてきました。

今年も新入職員が何人も入ってこられましたが、その中には必ず一人や二

人（全員でないところが残念ではありますが）は驚くほどきちんと挨拶で

きる方がおられます。

ご本人の心掛けが良かったのか、ご家庭できちんとしつけられていたのか、

はたまた学校や前職場での教育が行き届いていたのか。

病院によっては患者としてうかがっている私に廊下ですれ違う時ですら軽

く会釈する職員が多いいところもあります。気持ちが良いものだし、根拠

のない信頼感も増します。

私たちの仕事はコミニュケーションがとても大事です。それが取れるかど

うかの第一歩であり、もっとも簡単な方法が「挨拶」です。

朝は「おはようございます。」、帰る時には「お疲れさまでした。お先に失

礼いたします。」これだけでオン・オフのけじめがつけられます。

「まさか。そんなことはしていますよ。」と言われてしまうかもしれません

が、挨拶は相手に伝わらなければ意味はありませんし、気持ちを込めたコ

ミニュケーションツールとしてのものでなければなりません。

当院は常勤の医者だけでなく、多くの非常勤の先生方にもお手伝いいただ

いています。その方たちが見えた時、お帰りになるとき、きちんとご挨拶

できていますか。見かけた時には軽く会釈位はしてますか。

患者様やご家族のみならず、業者の方も当院のお客様です。

私などがこどもの頃には家にお客が来た時に、父親や母親から「お客さま

にご挨拶なさい。」と、よく言われました。

むかし、挨拶をいちいちすると堅苦しいし、面倒だと言われたことがあり

ました。挨拶をすることが堅苦しくなるとも思えないし、たった 5秒もあ

れば済むことです。

挨拶ができる人が皆に埋もれることなく、皆がその人をお手本にして気持

ちの良い職場環境を作り、患者様の（根拠のない？）信頼感を増していけ

たら良いなあ、と思います。

理事長が挨拶の大切さを書いておりますが、人間関係がますます希薄になっている現在、私自身も常にあいさつの大切さを意識して過ごしております。
　ほかに、「ハイ」、「ありがとう」、「おかげさま」。
この 3つの言葉があれば事足りると聞きました。

❶素直な「はい」
❷謝罪の「すみません」よりも感謝の「ありがとう」

❸自分は周りのみんなから生かされているという気持ちの「おかげさま」
これらの言葉に限らずご自分なりの言葉でもよいと思います。

コロナ禍の中でもさわやかで前向きな挨拶ができるよう頑張りましょう。

皆さん、こんにちは。生殖医療部です。
タイトルをみてビックリされたと思いますが、『2 人目不妊』という言葉を聞いたことありませんか？
1 人目は特に意識しなくても妊娠したのに、2 人目はなかなか授からないというケースが少なくありません。このような状
態を『2 人目不妊』といいます。
2 人目不妊の原因は、①年齢による卵子や精子の質の低下、②出産後の体質やホルモンバランスの変化、③性交渉の減少などが
考えられます。
年齢が高くなると染色体異常などの原因で流産を繰り返す場合や、出産時に子宮内に細菌が入ってしまうことで子宮や卵管
の癒着の原因になることや、授乳期間が長いと黄体ホルモンの分泌が不十分になり、『黄体機能不全』という状態になりやす
く、1 人目の時より妊娠しづらくなる場合があります。
妊娠・出産で体も環境も変わり、2人目以降なかなかできないと感じたら、お気軽に生殖医療部までご相談ください。各種検査・
妊活サプリなどもございます。

そろそろ、
2人目がほしいな・・・と思ったら

GM 浦野 良江

分かりやすく・ためになる情報を配信していきます！！

育良クリニック　生殖医療　インタスタグラムアカウント

・プレコンセプションケア
・妊活について
・不妊治療について
・生殖補助医療について　などなど

Follow me!

理事長 浦野 晴美



絆の会の皆さま、こんにちは。鍼灸師の楽間です。
暑い夏。冷たいもの食べ過ぎてませんか？体疲れてませんか？ちょっとお腹の調子が…

そんなことありませんか？
今回は自分で作る風邪薬・胃腸薬、その名も第一大根湯をご紹介します！

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

ハトムギは洗って鍋に水を張りモチモチっと柔らかくなるまで湯がいておく

ボウルに挽肉、微塵切り葱、ハトムギ、Ⓐの調味料を加えて粘りが出るまで手でよく混ぜ
合わせる

1

2

ワンタン皮の中央に②の具をのせ、皮の縁に水を付けて包む。3

鍋にⒷを入れて、煮立ってきたらワンタンを入れ浮いてきた所に人参、白菜、ニラを加
え、塩で味を調え仕上げる。
＊ハトムギは茹でて小分け冷凍しておく事で普段の料理に使用する事ができ便利‼
＊ハトムギはスーパーのお米コーナーで販売していることが多いです

4

ハトムギ水餃子
材料（2人前）

豚挽肉80g、長ネギ1/2本、生姜20g、
ハトムギ20g、ワンタン皮20枚、干し菊少々
（ニラ1束、白菜2枚、人参1/3個）
＊各種食べやすい大きさに切る
調味料
Ⓐ醤油小匙1、酒小匙2、砂糖小匙1/4、
胡椒少々
Ⓑ水550ml、顆粒中華スープの素大匙１、
針生姜20g、塩少々、胡麻油小匙1

鶏モモ肉300g、蓮根80g、里芋2個、
竹の子水煮80g、蒟蒻80g、栗100g、
人参80g
干し椎茸（水戻し）3枚

調味料
味醂大匙３、酒大匙２、醤油大匙４、
胡麻油多め

作り方

人参、蓮根、里芋、栗は皮をむき、ほかの材料も1口大に切っておく

人参、蓮根、里芋、竹の子、栗、蒟蒻を鍋に入れ1～2分茹で、ザルに切り余分な雑
味を取り除く

1

2

鍋に胡麻油を入れ先に鶏肉をいため②の野菜と椎茸を入れて胡麻油がなじむ
ように炒める

3

椎茸の戻し汁を300ml、味醂、酒を加えて10分ほど蓋をして弱火で煮て醤油を
加え8分程煮て1度冷ます。
＊生の栗が無い場合、市販の天津甘栗を出来上がりの1分前に入れ煮冷ますこ
とで代用となります。

4

秋の栗入り筑前煮

調理場さんのここが言いたい

材料（4人前）

ハトムギは薬膳名ではヨクイニンと言い水分代謝を上げむくみ、吹き出物、
シミを取り除き呼吸器系の感染症に効果が有り、更に生姜と併用する事で新
陳代謝を促進し体を温め風邪の初期症状に効果が期待できます。

筑前煮は、筑前地方「現在の福岡県西北部」の風土料理、鶏肉や根菜類
を多く摂取する事で滋養強壮、高血圧、動脈硬化、その他さまざまな効
果が期待できます。更に、胡麻油と根菜類を多く使うので大腸の働きを
良くし便秘や美肌効果も期待できます。

もちろん子供も飲めますが、その時は半分の量で様子を見てください。
また、デトックス効果が強いので体力が落ちている時や常用しすぎには
注意が必要です。

・大根おろし…大さじ３
・生姜のすりおろし…小さじ１
・醤油…大さじ１
・番茶…2カップ(ほうじ茶やお湯でもOKです)

材料
①大根おろし、生姜のすりおろし、醤油をカップに入れる
②熱い番茶(ほうじ茶・お湯)を注ぎ入れる
③熱いうちに飲み干す！！

作り方

…簡単！！

風邪のひき始め、頭痛、肌荒れ ( アトピーの方にも！ )、便秘…少し体調が良くないなーと感じた時にオススメです。で
きれば夜寝る前に飲んで、体が温かいうちにお布団に入ってください。大根のジアスターゼと、生姜のジンゲロールが

体の老廃物の解毒を促します。

胃腸はとても働き者です。たまには体の声に耳を傾け休息を！！
ちなみに私は梅干しが大好きなので、お醤油ではなくて梅干しを入れて味付けをしています ^^



育良NEWS育良NEWS
スタッフ紹介

この度、2021年3/4に2878gの男児を出産いたしました！
育良に着いてから約1時間での出産は、赤ちゃんが下におりてくる感覚を感じながら　あっという間でした。
長男が産まれた時頭が少し大きかった為、「安産なのは産道をつくってくれたお陰だね」と長男も褒めてもらえました。
産まれようとする赤ちゃんの力にも改めて感動しました。
沢山の優秀なスタッフに恵まれたことに心から感謝しています。
お産、痛かったけど喉元過ぎれば　楽しかったです（笑）　
また絆の会にお菓子をお出しできる日を願いつつ、育良っ子にお会いできる日を楽しみにしております。
ありがとうございました。

受付

助産師助産師 検査技師 検査技師

受付パラメディカル

マネージャー

出産しました♫

2021年４月末を持ちまして退職する事になり
ました。
育良クリニックでお仕事をさせて頂き、愛に満
ちたたくさんのお産に立ち合わせて頂きました
事、私の人生の宝となっております。
出会った全ての皆様には感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
絆の会の皆様、まだまだ大変な世の中ですが、
皆様が楽しく健やかに過ごせます様にお祈りし
ております。

この度育良クリニックを退職することになりまし
た。
　自然なお産、フリースタイルのお産を学びた
いという思いで育良クリニックに就職し、助産
師としてたくさんのことを経験させていただきま
した。患者さまと身近に関わることができて本
当に楽しい日々でした。家族の都合で海外に
行きますが、海外の文化にふれて今後の自分
の人生に活かせたらと思っています。
今までありがとうございました。



これから育良で出会うお母様方や赤ちゃん、ご家族を大切に、家族を迎える時を笑顔で
過ごせるようお手伝いしたいと思います。
よろしくお願いします。

妊娠・出産・育児という大きな変化の時を、ご家族みなさんが笑顔で過ごせるよう、
サポートさせて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

こんにちは。森本真唯です。
家族の新しいスタートをサポートさせて頂く事に喜びを感じています。
お母さん、赤ちゃんに心から寄り添える関りができればと思っています。

４月より勤務させて頂いています。
皆様が楽しく妊娠、出産、育児期を過ごすことができるよう、サポートさせて頂きます。
よろしくお願いします。

こんにちは。
新人らしく、笑顔で明るく皆様と関われたら良いなと思っております。
よろしくお願いします。

すでに…バリバリ活躍中です！！！



暑い季節、いかがお過ごしでしょうか。
おうち時間を長く過ごすことも多い状況ですが、私はもともとインドア
派なので、あまり苦になっておりません（笑）。
スポーツはやりませんが、おうちでスポーツ観戦はします。観ていると
自分もやりたい‼と思いますが、実際には重い腰は上がりません…
たくさんの競技を観戦するわけではないですが、最近興味をもったの
がレスリングです。
レスリングには「白いハンカチを携帯していないと失格」というルール
があるそうです。
「レスリングにハンカチ⁉」と思われますよね。
激しく体をぶつけ合うスポーツなので、流血してしまった場合に、すぐ
に止血できるようにハンカチを携帯しておくのが習わしだったそうで
す。
現代では実際に携帯しているハンカチで止血されることはなくなった
ようですが、古くからのルールとしてあるそうです。
試合前にハンカチを審判に見せるようになっていたのですが、今では
そのチェックは廃止なったとのこと‼（見てみたかった…）
そんなところから興味をもったのですが、もうハンカチチェックを見れな
いとしても、今度じっくり試合開始から観戦して日本を応援したいと思
います。

編集後記
絆の会の皆様こんにちは。
院長がコロナワクチンについて話しましたが、当院の職員は皆様より先に接種をしてお
ります。それでも、感染防止のための一部制限がまだ外来や入院に続くこと、ご不便を
おかけします。
最初の緊急事態宣言発令から1年以上が経ちましたね。
今の方が感染者は多いですが、昨春の方が全国的に緊迫感は高かった気がします。
当院にも初めての事態で、大きな特色である「立会い分娩・面会」「家族宿泊」を停止し、
その時に分娩された方はご不安な思いをされたと思います。その中で助産師は「家族の
代わりを自分たちが」とオンライン分娩を取り入れ、分娩入院の初期からずっと産婦さ
んに寄り添いました。当時分娩された多くの方から、「ずっと側に助産師さんがいてくれ
て、夫がいるより安心で逆に良かった。（笑）」「立会いがないことで分娩に集中できた。」
「オンラインで家族と繋がって感動した。」など、ありがたいコメントをいただきました。
そして、数ヶ月後には「立会いと面会、宿泊」を緩和しました。「こんな時に立会いや面会
ができるなんてありがたい。」とたくさんの方が言ってくださいます。
皆様にとって貴重な体験なので、できる限りご希望を叶えたいという思いで緩和に踏み
切りました。
すぐに有志の職員が率先して感染防止策をとり、皆様のご協力もあって、院内感染は起
きていません。
院長は日頃から、「マスクを外さない、顔を触らない、手洗いうがいを徹底」と繰り返し、
「これをしていれば必要以上に怖がることはない。」と申しております。
ですので、もう一段階の緩和も考えたのですが、
「立会い分娩や面会は医療と関係ないサービスの部分。この状況でサービスはリスクを
超えて優先されるべきではないと考えるのが一般的だ。立会い等の緩和をした時は、今
よりずっとコロナが脅威であったが、妊産婦さんの気持ちを第一に考えて職員全員が立
会い等の緩和に賛同してくれたことを感謝している。未だに他の産院も開始していない
と思う。
次の緩和のステップは、世間の情勢を観察し、患者様と職員の気持ちも考えた上で決
めていきたい。」との方針です。
冒頭でも述べましたが、まだ外来や入院に感染防止のための制限が続くこと、ご不便を
おかけします。
これからも、満足度日本一の産院を目指して努力して参ります。

あとがきあとがき

マネージャー 和田充弥子

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

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、楽間、齋藤、佐藤）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

・お子様連れの受診はご遠慮いただいております
※詳しくは当院ホームページ生殖医療科の『お子様連れ通院の注意事項』をご覧ください

受付時間
午前 9：00～11：30

午後 14：00～16：30

月 火 水 木 金 土 日

生殖医療科 休診・・・診察・・・

婦人科のみ診察・・・休診・・・診察・・・

・祝祭日は休診です
・最新の診療情報に関しては当院HPをご覧ください
※当院受診中の方の産科急患は随時受付致します。

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
産婦人科

スタッフ A

新型コロナ感染症対策のため、ZOOMにて絆の会を開催いたします。
オンライン開催にあたり、5か月のかえるの会を追加いたしました。
対象の方には、当院からメールにてお知らせいたしますので、

楽しみにお待ちください。

集会情報集会情報
1

　絆の会会員で集会月にその月齢にあたる方
参加資格

めだかの会、かえるの会、
ひよこの会、1才お誕生日会
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