
絆の会の皆さま、こんにちは。院長の浦野晃義です。

新型コロナウイルスが海外に比べて日本が少ないのは、ワクチン接種による集団免疫獲得プラス感染予防に対する生活習

慣を大きく崩していないことではないかと考えます。

感染経路はどんなに株が変異していっても今のところ接触感染と飛沫感染のみなので、唾で感染したり手を洗わずにおに

ぎりを食べて感染したり、普通の風邪の感染経路と変わりありません。

ウイルスの増殖能力は高くなって感染力は強くなっていますが、感染の予防方法も変わりません。

当院ではダイヤモンドプリンセス号が着岸する前の昨年1月に職員に対して、新型コロナウイルスは必ず世界的なパンデ

ミックとなることを伝え、感染経路を考慮しての対策を徹底するように伝えました。

世間的にはそれほど危機感がない時であったにも関わらず、当院の職員は感染対策を始めてくれて、院内での感染例は1

例も出ませんでした。また立ち会い分娩や家族宿泊も中断せずに継続出来たことも、とても素晴らしいことだと思います

し、誇らしいことでもあります。

これからインフルエンザ流行の時期になりますが、昨年に比較し世間的には気持ちが緩んできた印象があるのでインフル

エンザが流行るかもしれません。初期症状は発熱から始まるので新型コロナウイルスかどうか見分けがつきません。

この冬も発熱での病院受診は大変になる可能性がありますので、インフルエンザも含め感染症対策を引き続きご家庭でも

行って頂くようお願い致します。

段々と寒くなって参りましたが、元気に年を越して来年は笑顔を見せ合える年になることを祈っております。

院長 浦野晃義

2021年 冬号

Vol.60

17,000 人目ベビー誕生！！

育良クリニックで 17,000 人目ベビーが 10 月に産まれまし
た！！
とても可愛らしい男の子です♡おめでとうございます！
プレゼントもとても喜んで頂けました。
次は 18,000 人目ベビーを目指して、スタッフ一同「安全な



コロナ禍の流行第 5 波の収束が見えてきました。

要因は、ゲノム修復が出来ずにデルタ株が死滅したとか、ワク

チン接種が有効に働いたとか、日本人がまじめに感染対策をし

た結果だとか言われています。

専門的なことは分かりませんが、どうかこのまま第 6 波が来る

ことなく本当に終息してくれればと願ってやみません。

強弱はありましたが、この 1 年半の間私たちはずっと我慢を強

いられてきました。もう息切れです。

この間、育良もいろいろな感染対策を施し本当に皆さまにはご

迷惑をおかけしております。

コロナ禍となって早々に戦線離脱した私はお気楽なものでした

が、現場の職員は絶対にコロナを出さない、入れないという意

識の中でも、利用者である皆さまにはなるべくご不便をかけな

いように様々な努力工夫をしておりました。

ギリギリのところでの各種教室のオンラインやオンラインによ

る分娩立ち合いはいろいろなメディアから注目されました。

平時であれば何のこともない立ち合い分娩もコロナ禍において

は大変に神経や労力を使うことですが、産婦の安心感につなが

るということでどこよりも先駆けて再開しております。

心配？してくれる医師仲間からは、「こんなご時世に、規制を
緩めた分娩などしていて院内感染を起こしたら大変なことにな
るよ。」との忠告も受けました。
私は育良全職員の努力と自覚、そして皆様のご協力を信じてお
りましたので、「院内感染を起こさないように十二分の対策を
取って立ち合い分娩をしていると思うし、どんなことをしてい
ても起きる時は起きてしまう。その時に対策が甘かったと言わ
れるのであれば責任は取る。」と、見栄を切ってしまいましたが、
内心はずっといまでも冷や冷やです（笑）。
次号に投稿するときには、「コロナ？いやあ。本当に大変だっ
たね。」と、書けますように。
以上

理爺長のつぶやき
2021年 冬号 Vol.60

10 月 28 日（木）に職員で防災訓練をしました。
zoom を使用し、当日休みの職員はリモートでも参加可能でした。
内容は、ライフライン障害について、個人の防災意識などを防災委員が作成した PowerPoint で学び、
部署に分かれて想定状況より何をすべきかを協議しました。
また、個人戦の防災クイズでは、理事長からの防災グッズの景品もあるということでとても盛り上がりました ( 笑 )
この日のために何日も前からいろいろ準備して下さった防災委員さんお疲れ様でした！
いつ災害などがあるのかわからないので、防災訓練で行なったことを思い出して慎重に行動したいですね。

理事長 浦野 晴美



絆の会の皆さま、こんにちは。鍼灸師楽間です。
私の苦手な寒い季節がやってきました。
寒すぎてお布団から出るのに一苦労な毎日です。
今回のテーマは「冷え」です。冷えを感じていない方のほうが少ないのでは
ないでしょうか。
また、冬場だけでなく通年冷えを感じていらっしゃる方も多いと思います。
実は同じ「冷え」でも原因は様々です。
体質を知ることで身体の内側から冷えを改善し、脱！冷え症しちゃいましょう！

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

マグロは薄切りにし、ネギと水菜は３㎝の長さに切り、生姜は千切り、

鍋に調味料を煮立たせマグロ、ネギ、豆腐、生姜、えのき、木くらげを入れて加熱する。

1

2

仕上がりに水菜、クコの実を入れて火を止め、完成！3

4

ねぎま薬膳鍋
材料（2人前）

マグロ赤身400g、ネギ2本、えのき1袋、
豆腐1丁、木くらげ8個
生姜１かけ、水菜１袋、クコの実大さじ１

調味料
出し汁５カップ、味醂大さじ２、
醤油大さじ３、酒大さじ２，
薄口醤油大さじ２

大根1/3本、鶏ひき肉160g、白ネギ
35g、柚子皮少々
調味料
Ⓐ（塩2つまみ、酒大さじ1.5、
片栗粉大さじ1.5）
Ⓑ（白みそ大さじ5、だし1/2カップ、
酒大さじ１、味醂大さじ１）

作り方

肉巻きふろふき大根（柚子味噌掛け）

調理場さんのここが言いたい

材料（4人前）

和食の定番鍋！DHAが豊富な事で知られるマグロですが、脂身に多い成分
で赤身には含まれません。赤身の効果として、鉄分補給や造血作用に優れ肌
つやを良くする効果が期待できます。そして木くらげを入れる事により、血
液の浄化作用や、生姜の胃腸の機能を高める効果が期待できます。

冬に大根を食べる事により、気の巡りをよくして気管支をすっきりさせ
ます。喉の不快感・咳・口内炎を鎮め、風邪やインフルエンザの予防に
効果的です。更に柚子はストレス・緊張を和らげてくれます。

東洋医学では陰陽、体の中にある気（き）、血（けつ）、水（すい）のバランスも
診ながら診察・治療を行います。下の表は東洋医学で冷えを6タイプに分類
したものです。
自分がどのタイプにあてはまるかチェックしてみてください。

〈参考文献〉
https://macrobiotic-daisuki.jp/hie-taipu-sindan-t
ouyouigaku-34291.html
https://arka.co.jp/health/201901detail01.html
東洋医学　基本としくみ　正東社　仙頭正史郎監修

気

血 水

大根を桂むきにし、薄い塩水に付けしんなりさせる。

ボウルに鶏ひき肉とみじん切りにした白ネギとⒶの材料を入れ粘りが出るま
で混ぜる。

1

2

別鍋にⒷの調味料を入れ弱火でとろりとするまで煮詰める。5
大根を盛りつけた後、最後に卸柚子を振りかけて完成！6

　の大根を開いて中心に　 をひき、海苔巻きのようにくるくる巻く。
最後にキッチンペーパーに巻いて紐で止める。

3 1 2

鍋に　 を入れ、ひたひたに出し汁をはり酒少々と塩一つまみを入れ、
弱火で串が通るまで煮る。

4 3

1
腎陽虚
（じんようきょ）

□強い冷え
□ポチャポチャと浮腫む
□トイレが近い
□顔が白っぽい

身体を温める陽の気が足り
ず、熱を作れない

2
気虚
（ききょ）

□疲れやすい
□食欲不振
□手足がだるい
□皮下出血しやすい

気やパワー不足が不足して
いる

3
気滞
（きたい）

□顔がほてる
□イライラする
□お腹が張る(げっぷ・おなら)
□元気なようで疲れやすい

気の巡りに滞りがある(場所
により気が多い・少ない)

4
血虚
（けっきょ）

□髪・爪・肌が乾燥する
□めまい・立ちくらみ
□こむら返りを起しやすい
□不安感

血の不足。全身に血が巡っ
ていない

5
瘀血
（おけつ）

□肩こり・頭痛
□手足のほてり
□月経痛
□皮膚が黒ずんで見える

血の巡りが悪く、栄養や熱
が隅 ま々で行きわたらない

6
痰湿
（たんしつ）

□水太り・浮腫みやすい
□体がダルイ
□天候により調子が悪くなる
□痰や鼻水が多い

水分の巡りが悪く、身体に
ため込んでいる
余分な水分を排出できない

体を温め、無理をしない事が大切
食材も生より加熱処理をする

ニラ
ネギ
羊肉
クルミ

不摂生をせず、食事・睡眠・休息を
しっかりととり、気を補う

きのこ
玄米
山芋類
ウナギ

適度に運動をする
リラックス方法を見つけ、ストレスが
かからないようにする

セロリ
サケ
ピーマン
柑橘類

血の元となる食材を取り入れ、睡眠
をとる
過度なダイエットには注意

レバー
黒豆
プルーン
ほうれん草

身体を冷やす食材や濃い味付けは
避ける
気分転換をし、ストレスをためない

ニラ
黒豆
青魚
タマネギ

暴飲暴食や水分の取りすぎを避け、
適度な運動を取り入れる

海藻類
大根
ゴボウ
浅利

名前 状態 チェック項目 解消方法 オススメ食材



育良NEWS育良NEWS
スタッフ紹介

8年以上お世話になった育良クリニックを退職します。
理事長先生はじめ、素敵な先生方、頼りに成る助産師の同僚、
その他フレンドリーなスタッフの皆さんとご一緒し、
とても楽しくお仕事させていただきました。
そして、関わらせていただいた患者さま、赤ちゃんたちのお陰で本当に充実した毎日でした。
育良に関わる皆さまに感謝申し上げます。
コロナ禍はまだ続きそうですが、皆さまが健康で幸せでありますように。

インスタやってます！
当院では、産婦人科と生殖医療のインスタグラムを開設しています！

産婦人科では当院で生まれた赤ちゃんの紹介や病院のお知らせ、質問コーナーなど
生殖医療では妊活中にためになる情報などを分かりやすく配信しています。

また、育良クリニックホームページ内にはブログも載せています！
皆様、是非アクセスして頂きご覧ください。

Follow me!

インスタグラム　アカウント インスタグラム　アカウント
育良クリニック産婦人科 育良クリニック生殖医療科

@ikuryo_clinic @ikuryo_art

受付助産師

リネン

事務局

鍼灸師



絆の会会員の皆様、こんにちは。今年一月から常勤医として勤務しております上村有樹（うえむらゆうき）と申します。

火曜・日曜日以外は基本的に勤務しておりますので、担当させて頂いた際はよろしくお願いいたします。

簡単に自己紹介をさせて頂きますと、昭和49年生まれ・東京の大田区出身です。

小6（男）・中1（女）・高2（男）の5人家族です。

地元の小・中学校を卒業後、都立高校に進学し（妻は高校の同級生）、その後一度大学を卒業。

会社員をしておりましたが、色々あり医学部に入り直しました。

専門科を選ぶ際、当時産婦人科医が足らないというニュースが連日報道されていたこともあり、役に立てればとの思いで

産婦人科を選びました。

大学病院・市中病院勤務を経て現在に至ります。

丁度この原稿を書いている最中に産婦人科医としては大変喜ばしい「HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの積極的

勧奨再開」というニュースが報じられたため、今回はその件について私からも述べたいと思います。

2007年からHPVワクチンの接種が開始され、2013年に定期接種として公費化されましたが、直後からワクチン接種後

に日常生活を送れないほど支障が出た不幸な事態がありました。

当時ワクチンとの因果関係がわからないことから、国として一旦積極的勧奨を中止しておりました。

現在ではHPVワクチン自体の直接的な関連性は否定されており、ワクチン接種後に起きた様々な身体精神症状は家庭

環境や学校環境及び子供自身の素因を含む心理社会的因子の影響が大きく関与しており、そこにワクチン接種に対す

る不安や、接種時の痛みが症状を発症させる誘発因子として引き金になったと考えられています。

つまり、ＨＰＶワクチンでなく他のワクチンでも起きる症状だと考えられています。

HPVとは200種類ぐらいの型が知られており、その中でも子宮頸がんになりやすい14種類のハイリスク型（16・18・31・

33・35・39・45・51・52・56・58・59・66・68）がわかっています。

現在公費では2価ワクチン（HPV16・18対応）、4価ワクチン（2価+6・11対応）が接種可能であり、対象年齢は小学6年

生～高校1年生相当が対象となっております。

もちろん公費対象年齢でない方も自費となりますが接種可能です。

ただし、性行為によって感染することが主であるため、性行為デビュー前のワクチン接種が最も効果的です。

スウェーデンでの研究結果では、ワクチン非接種群の子宮頸がんリスクを１とすると、17歳前に接種した群ではリスクが

0.12に減った（約9割減少）とのことです。

このデータからも性行為デビュー前のワクチン接種が有効であることがわかります。

世界的には9価ワクチン（4価＋31・33・45・52・58対応）が主流でありますが、やっと今年から日本でも接種可能となって

おります。

公費対象でないため、価格は高めですが、中1の娘を持つ身としてはなるべく早めに接種させてあげたいと考えております。

ワクチンで唯一防げる癌であることから、娘さんを持つご家庭では積極的に検討して頂ければと思います。

もちろん当院でも9価ワクチンを含め接種可能です。

ご希望の際は受診をお願いいたします。

HPV
ワクチン接種



寒い冬がやってきました。
こんな時期には温かい飲み物で体の中から温まりたいものですね。
育良でもそんな時にぴったりのものを販売しています。
まずは天日干し・無添加・無農薬の育良オリジナルブレンドのハーブ
ティー3種類（各￥2200）です。
‘スイートマタニTea’は妊娠中の強い味方！さわやかな甘みがあり一
番人気です。
妊娠中でなくてもお飲みいただけます。
‘ＨＡＲＵブレンド’は子宮の収縮を促し、ホルモンバランスを整え、
疲れを癒す、という産後にぴったりのブレンドです。妊娠中の方はお
飲みいただけませんが、出産直前には子宮の収縮を促すのでおす
すめです。
’ブレストＴｅａ‘は最強のおっぱいハーブ、紅茶にフルーツを浮かべ
たような飲みやすいブレンドで、母乳の出を良くするサポートハーブ
です。
同じく母乳の出が良くなると評判の、マイルドな酸味と甘みが特徴、
たんぽぽコーヒー（ノンカフェインコーヒー風味飲料）（￥770）もあ
ります。
当院スタッフおすすめ！リピート買いしていました。
他にも、むくみ改善、冷え性・便秘改善、発毛・育毛作用など、女性に
うれしい効果がいっぱいです。
ぜひホームページからikuryo　shopをのぞいてみて下さい。
もちろん育良クリニックの4階、5階でも販売しています。
体を温めて、感染対策をしっかりして、寒い冬を乗り越えましょう！
（価格は2021/11/19現在のもので税込み表示になっています）

編集後記
コロナ禍で不自由な生活が長く続きましたが、絆の会の会員の皆さまにはお変わりござい
ませんか？
さて、７,８年位前になりますでしょうか？
有名なお笑いタレントの方が当院でご出産くださいました。
お産の予定日が間近になった時、理事長に次のようにおたずねになりました。
『このヘルメットをかぶって出産してもいいですか？』と。
理事長は即座に2本の指を立てて
『1つ　法律に違反していないこと
1つ　安全性が確認された時
  この2つが守られれば喜んで私達もお手伝いできます。但し出産は苦しいので、その時の
顔が法律に反するかどうかはわかりません。』と、答えたのでタレントの方も思わず吹き出さ
れました。
開業当初、水中出産希望はほとんどありませんでしたが、次第に増えていきました。
メリットは痛みがやわらぎリラックスできることと聞いています。
安全性が確認されたので当院も水中出産を採用し、16年前現在のアトラスタワーに移転す
ると、本格的な水中出産室を完備しました。
そして現在は無痛分娩のご希望が大変多くなっています。
ご希望の方が益々、増えると共に麻酔科医の免許ももつ晃義院長の出番は多くなっていま
す。
こちらも痛みがなくなる為、恐怖心がとれると喜ばれるようになりました。
良いお産をしていただく為に、法律と安全にそこなわなければ様々な要望に応えるという、
育良の理念に反するものではありません。
ある機関紙に『変わらない為に変わり続けなければならない』と書いてありましたが、患者
様に安全で安心し、いいお産だったと満足して頂ける医療を今後も目指し、一丸となって頑
張りたいと思っています。

あとがきあとがき

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、楽間、齋藤、佐藤、海老原）
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

集会情報集会情報
1

めだかの会、かえるの会、ひよこの会、1才お誕生日会

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。

絆の会会員で集会月にその月齢にあたる方参加資格

GM 浦野 良江

12 月上旬に 2才～未就学児のお子様を対象にメールを送信しております。
ご参加待ちしております！！

～オンラインクリスマス会のお知らせ～

 ＠ikuryo_clinic
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