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　今年も暑い季節になりました。
もう2022年も半分終わり、時間が過ぎるのが早いと感じます。
新型コロナウィルス感染症が流行し始めて、もう2年以上経過しています。
病態としてはインフルエンザや風邪と同様の疾患だと思いますが、日本では感染症法の位置づけが変わらないので、未だに全体把握（実際
には行えていない）・隔離政策（現場の判断で不要とされている）が基本原則になっています。
せめてインフルエンザと同様の５類感染症に位置付ければ、欧米と同様に以前のような日常に戻れると思います。

コロナ禍で病院を受診するのが遠のいてしまっている方もいるのではないでしょうか。
ですので、今回は婦人科検診についてお話しします。
普段病院に行く機会があるとすれば、身体の調子が悪いなど困った事がある時が多いと思います。しかし、軽症の段階で発見できれば簡単
に治せる病気があります。
病気を防ぐことや、軽症のうちに治療できることが、とても大切で有益なことは言うまでもありません。その為には定期的に検診を受ける
のが一番です。

婦人科の病気を部位で分けると、子宮と卵巣に大別されます。
子宮の病気では、子宮筋腫・子宮体癌・子宮頸癌などがあります。これらの病気の中で比較的早期に症状があるのは、子宮体癌（不正出血な
ど）だけです。例えば子宮筋腫や卵巣腫瘍は、かなり大きくならないと自覚症状が出ないことも多いです。子宮頸癌に至っては、深刻な状態
になって初めて自覚症状が出る事も稀ではありません。
しかし、いずれの病気も早期発見することで治療自体も軽く済み、完治する事が多いです。
その為、自覚症状を当てにできないからこそ、検診で定期的にチェックする必要があるのです。
具体的には、子宮頸癌の検診は綿棒のようなもので子宮頸部数回こすって細胞を採取します。卵巣の検診は、膣側から超音波で大きな腫瘍
が出来ていないかを確認します。
いずれの検査も内診台で行いますが、殆どが1分以内に終わってしまう簡単なものです。
たったそれだけで婦人科の検診は十分なので、年に一回だけ自分と家族にために受けるようにしましょう。

院長 浦野晃義

みなさま、今年の七夕にはどんなお願い事をしたでしょうか。
育良では毎年笹を飾って、みなさまがお願い事を書けるようにしています。
やはり当院でのお願い事は、「安産」が多いのですが、その中に混ざってかわいらしいお願い事も．．．☆
いくつかご紹介しますね。

七夕の夜は今年もすっきり晴れませんでしたが、
みなさまのお願い事が叶いますように。

七夕報告

じょうずにおよげますように！！ Ｋさん

S・R ちゃんポケモンみたいになれますように

T・R くんおいしゃさんになれますように

ママへ　いつもありがとう

K くんおおきくなれますように



先日、グーグルに書き込みがありました。

長文になりますのでポイントを記しますと、「こちらで妊娠のサ

ポートを受け、妊娠が出来ましたが安定期に切迫早産（流産の

間違え）となりこちらで入院をしました。子宮頸管が徐々に短

くなってしまい、子宮頸管を縛るシロッカー手術を理事長先生

に実施いただきましたが、経過はあまりよくなく、数日後近く

の大きな総合医院に緊急搬送されました。術後日々の経過観察

の中で、理事長に「週数がまだ短いから諦めた方がいいかもね」

と言われ、リアクションのしようがなく笑ってしまいました。

結局総合病院に緊急搬送され 24 週で出産しましたが、子供は

5 ヵ月余りの入院後退院して今は 3 歳になり保育園に通えるまで

になりました。様々な困難の中、幸いにして命も助かり、元気

にしていますがやはりかけられた言葉は今も忘れることはでき

ません。」と、言うものでした。

驚いて、そういう方がいたかを調べてみますと、妊娠 17 週で胎

胞が出てきてしまっている子宮頸管無力症の方で私が手術をし、

18 週で退院している方がいました。

結局は 23 週に外来にて再び胎胞膨隆が確認され、即日高次医療

施設に搬送し、24 週で出産されました。

私としては、中期流産をしてしまう可能性のある胎胞脱出まで

した子宮頚管無力症を手術によって児の生育が可能な早産まで

引き延ばすことができたと思っていただけにそのように思われ

ていたことが残念でなりません。

また、「あきらめる」と、いう選択肢もリスクを伴う手術ですので、

この手術の術前説明には必ず付け加える選択肢の一つですので

このように術後に言われたかのように誤解されたのも残念です。

いずれにせよ、治療の大前提である「信頼関係」が構築できなかっ

た私の不徳の致すところだと大いに反省しておりますが、私の

積極的治療や説明がこのように曲解されたのは無念でなりませ

ん。

理爺長のつぶやき
 

理事長 浦野 晴美

皆さんこんにちは。生殖医療科培養部です。

妊娠・出産は想像を越える奇跡の連続であることを知っていますか？

その第一歩である卵子と精子、受精について紹介させていただきます。

射精された精子は膣から卵子に出会う場所まで移動します。
その距離は約 18 ㎝、人に換算するとなんと約 6 ㎞の距離になります。

一度の射精で精子の数は数千～ 1 億個程度ですが、その中で受精するのはたった 1 個の精子です。

そして受精卵は 1 つの細胞が 2 細胞、4 細胞、、、と分裂を繰り返しながら子宮へと移動し、
最終的におよそ 37 兆個の細胞から人になるのです。

卵子と精子が受精することはまさに生命の神秘であり、奇跡なのです。
私たちは子供を望む全ての方が妊娠に繋がるよう日々努力しています。

生命の神秘生命の神秘

一方、精子は体中で最も小さい

細胞で全長が約 60㎛、髪の毛

1本分程度しかありません。

卵子は 160～ 200 ㎛、

体中で最も大きい細胞で髪の毛

3本分程度の大きさです。



絆の会の皆様こんにちは　 1月に入職致しました鍼灸師の益井です！
暑い日が続いておりますがお身体の調子はいかがでしょうか？
暑さのピークを迎える8月、怖いのは“熱中症”ですね、、、

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

鰻は、ザク切りにしてレンジで温める。山芋は千切りにする。

胡瓜はすり下ろして塩、胡椒で味を調える。

1

2

❶の合わせダレを作る。3

その上から❶合わせタレをかけ、干し菊を散らし完成！5

器に卸きゅうりを敷き、鰻を盛り山芋をのせる。4

鰻と長芋の梅納豆ソース
材料（2人前）

鰻のかば焼き２串、長芋100g、
干し菊少量、胡瓜1本

❶合わせタレ
納豆1パック荒微塵切り、 
梅干1個微塵切り、にんにくおろし小匙1/2、
オイスターソース小匙1弱、 
醤油小匙1/3、 砂糖小匙1弱、 
酢小匙1、 ピーナッツ油小匙1

木綿豆腐1丁、鶏のささ身肉2本、
にんにくおろし少々、白葱20ｇ、
大葉2枚糸辛子少々、
ガーリックチップ少々、バター１カケ、
ブラックペッパー少々
合わせタレ
醤油大匙１、みりん大匙1、
酒大匙1、砂糖大匙1/3

作り方

豆腐は薄く6カットに切り、白葱、大葉は千切りにして合わせておく。

ささ身は筋を取り除き串にさし塩を振りかけ、ガスコンロで表面を軽く炙る。

1

2

フライパンにバターを溶かし、片栗粉を付けた豆腐を両面に焼き目が付くま
で焼く。

3

合わせタレに、にんにくおろしを加えてトロミが付くまで軽く煮詰める。4

焼いた豆腐を皿に盛り、ささ身をスライスして上にのせる。5

煮詰めた汁とブラックペッパーを振りかけ合わせ、白髪葱と大葉を合わせた
ものと糸辛子、ガーリックチップを散らし完成！

6

豆腐ステーキの炙りササミのせ

調理場さんのここが言いたい

材料（2人前）

“鰻の脂と梅干の強い酸味が刺激し合い、消化不良を起こす” という説があり
ますが、実際には酸味が脂の消化を助けるため、味覚も含めて相性の良い食
材です！（ただし胃腸が弱っている時は、脂分と酸味が強いので大量に取ら
ないようにお気をつけ下さい）

豆腐の原料は大豆です。大豆の中で注目したいのは、やはりタンパク質！
身体を構成するうえで欠かせない成分で、肉や魚に並ぶほど豊富に含ま
れています。大豆は「畑の肉」とも称され、特に暑い季節は栄養が偏る
為多く取り入れたい食品です。

高温多湿の環境にいることで体温調整機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態をさします。
屋外だけでなく室内でも発症するので十分な予防が必要です。今回は熱中症対策を紹介します！

熱中症とは

水分をしっかり取りましょう！❶
夏は沢山汗をかくため水分補給は欠かせません。
1日1200mlは取るよう心がけましょう！
大量に水を飲むと電解質のバランスが崩れ、
かえって体調不良を引き起こす可能性あるので汗
で失われた塩分補給のためにも、塩分や糖分を
含みスムーズに身体に吸収するスポーツドリンク
がオススメです！
カフェインの入った飲み物は利尿作用が強くなる
ので避けましょう。
マスクをしていると水分不足になりがちなので意
識的に摂取してください★

塩分をしっかり取りましょう！❷

沢山汗をかくと塩分も失われます。
過度に摂取する必要はありませんが、
食事を通してほどよく塩分を摂取しましょう★

暑さに備えた身体作りをしましょう！❸

・通気性,吸収性の良い寝具を使用し、エアコ   
　ンや扇風機で環境を整え、質の高い睡眠を
　とる。
・バランスの良い食事をとる。
・適度なウォーキングなどで汗をかく習慣を身
　に付ける。
体調管理をすることで熱中症にかかりにくい
身体作りをすることが大切です★

エアコンは身体の外側を冷やし、冷たい飲み物食べ物は身体の内側を冷やすため、冷えにダメージを
受けやすい身体のエネルギーを生み出す胃の機能が低下し消化不良など胃腸のトラブルも多くなります。
そんな時は【足三里】
足三里は腹痛、下痢、嘔吐など胃腸の不調、
膝痛や浮腫み、歯痛などに効く万能ツボです！

しっかり対策し、暑い夏も元気に楽しく乗り切りましょう（＾０＾）

足三里

ひざのお皿下
外側のくぼみから指4本分
の所に位置します。
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スタッフ紹介

助産師

秋葉　和恵さん
中村　真奈美さん

看護師

中谷　久子さん

パラメディカル

坂口　舞さん
中村　千里さん
西澤　慎貴さん

板澤　真理子さん

受付

助産師

中野　愛子さん
森本　真唯さん
池上　奈津美さん

パラメディカル

井坂　里奈さん
山本　直子さん

鍼灸師

楽間　優里香さん

熊王　知唯梨さん

培養士

平田　彩貴さん

受付

助産師

石戸谷　裕子さん 毛利　由佳さん

7/31をもちまして育良クリニックを退職することになりました。
この５年間、皆様の特別な期間に携わらせていただけた事は鍼灸師としてだけでなく、
同じ女性として、貴重な経験の連続でした。
お子様のお誕生日は、お母さんが（もちろんベビちゃんもです！）本当に、本当に、頑張った日だと思っています。
お忙しいとは思いますが、たまにはご自身の体にも耳を傾けてあげて下さい。
皆様のご多幸をお祈りしています。

退職者メッセージ

鍼灸師
楽間　優里香

絆の会の会員の皆様、こんにちは。
一年半の育児休業を頂き、5月から復帰しました。
出産・育児を経験し、新たな気持ちで仕事に臨んでいます。
自分自身が感じた様々なことをふまえ、皆様のお力に少しでもなれるようこ
れからもがんばっていきたいと思います。
まだママとしては駆け出しですので育児の話も共有できたらうれしいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

2回目の育休から戻ってきました。
2人の子育ては思うようにいかないことばかりで、毎日大変ですが、子ども
たちの笑顔ですべてが吹き飛んでしまうほど、幸せを感じられる毎日です。
仕事も久しぶりなので不安もあったのですが、優しいスタッフの皆様のサ
ポートのおかげで、楽しく働かせてもらっています。
何よりも妊産婦さんや赤ちゃんと関わる事のできるこの仕事が大好きだ
なぁと改めて思っています。
またどうぞよろしくお願いします。

復職者メッセージ

MW　石戸谷 裕子 MW　毛利 由佳

産婦人科　第1・3・5 日曜日勤務
昭和大学勤務　　
水泳、バレーボール等スポーツするのも観戦するのも大好きです♡
３人の子育てに日々奮闘中です。

濱田 尚子先生
の
紹介



　出生前検査は、精密超音波断層法検査（胎児超音波断層法検査）による形態異常などの診断と、遺伝学的検査による染色体

異常などの診断に大きく分けられます。

NIPT（on-invasive prenatal genetic testing：無侵襲的出生前遺伝学的検査 ) とは赤ちゃんが産まれる前に生まれつきの病気が

ないかどうかを調べる遺伝学的検査の一つで、主にダウン症などの染色体異常（ダウン症は 21番染色体が３本ある、21トリ

ソミーと呼びます）を見つけるための検査です。

ほかにも絨毛検査、羊水検査、マーカ－検査（クアトロテスト）等がありますが、マーカー検査は数学的確率を算出する方法

であり、羊水検査は羊水中の細胞を培養して染色体分析を行う方法、絨毛検査も同様に絨毛組織から染色体分析を行う方法です。

羊水穿刺は腹部から針を刺して妊娠子宮から羊水を採取しますので、一定の確率で流産早産等を起こすリスクがあります。

新しい方法であるNIPT 法は胎児のごく微量な成分が母体の血中に紛れ込む現象に注目して、母体の血液から胎児成分を分析

する方法です。したがって妊娠子宮には操作がありませんので、安全な方法として広まりつつあります。

日本でも数年前からNIPT コンソーシアムとして多くの大学病院等が参加した大規模臨床試験が行われて、羊水穿刺と変わら

ない精度があることが確かめられつつあります。採血だけで検査ができるため無侵襲的と呼ばれ簡単にできるわけですが、

それゆえの問題もあります。

　性や子供を産むことに関わるすべてにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の健全さ、あるいは意思が尊重され、

自分らしく望むように生きられることをいう、リプロダクティブへルスという考え方。

すべての個人とカップルが、子供を産むか産まないか、産むならいつ産むか、何人産むかを自己決定することができ、そのた

めに必要な情報と手段を入手する権利をいう、リプロダクティブライツという考え方（1994 年、カイロ国際人口・開発会議

で採択）があります。

しかしながら出生前検査を受けるか否かは極めて個人的な問題であり、個人の生き方や考え方が尊重されるべきであるともさ

れております。したがって各個人が検査についてよく理解し、よく考えたうえで希望した場合、その意向に沿えるようにサポー

トするのが原則であると思われます。

いずれの出生前検査においても、検査を受けるメリット・デメリット、検査の限界などがありますので、きちんと説明を受け

てから検査を選択することが大事です。

特に遺伝学的検査を考えている場合や、親族や上のお子さんに先天的な異常があるような場合は、十分に遺伝カウンセリング

を受けてから検査を選択する必要があります。

本来NIPT は日本医学会の認定・登録を受けた施設（認定施設）でのみ実施することが許可されており、これをNIPT の認定登

録制度と言い、都内でも多くの大学病院、基幹病院の産婦人科が登録されております（現在一般の病院産婦人科、産婦人科医

院は登録されておりません）。

しかしながらリプロダクティブヘルス・ライツの考え方から無認可医療施設（主に産婦人科以外の医療機関）での検査も現在

盛んに行われておりますが、その後のフォローが無い事等問題も指摘され始めております。

日本産婦人科医会の調査によると、多くのNIPTを受検した妊婦さんは健診中の産婦人科で検査できる体制がいいと考えており、

また検査後の確定検査などにも対応して欲しいと考えているとの結果が出ております。

しかしそのためには各産婦人科医療機関が遺伝カウンセリング等を的確に行えるよう十分な準備（研修等）が必要です。

日本でも今秋より遺伝カウンセリング等の研修が開始される予定となり、数年内には多くの一般産婦人科医療機関で容易に

NIPT が受けられるようになる模様です。

しかしながら、出生前診断はその結果によっては、妊娠の行く末が大きく変わる可能性も秘めており、十分な説明と必要な遺

伝相談を的確に受けた後に十分に考えてから、検査を受けるかどうか決めるべきと考えられます。

出生前診断について考えられている方、検査に迷われている方は、外来受診時に遠慮なく相談ください。

新しい出生前診断（NIPT）について

産婦人科医　福田正樹



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、金子、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

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 (2ヶ月 )、かえるの会 (5ヶ月 )、
ひよこの会 (9ヶ月 )、お誕生日会 (1歳 )

絆の会の皆様こんにちは
育良で5人出産しました、マネージャーの和田です。

梅雨を飛び越え急に夏が来てしまいましたね。身体が追いつかないのか、ずっと本調子で
はありません。
1歳8ヶ月になった娘はよく歩くようになり、慢性的な腰痛からはようやく解放されました。

小学校、保育園、習い事と、子供の数×所属団体の分、ママ友が増えます。
はじめは挨拶程度、徐々に話す時間が長くなり、お茶をする仲になると大体お産体験談に
なります。
誰に聞いても、それぞれのドラマがあり、内容も興味深い。
大変だったはずの子供の幼少期の日々は思い出せなくても、お産のことはどなたも良く覚
えているから不思議です。

お産話に興味があるのは子供も同じようで。
私は小学校の絵本読み聞かせボランティアに行っているのですが、年頃の高学年に読む絵
本選定には大変悩みます。子供っぽい絵本にはすぐ飽きてしまうし、年齢にあった物を読ん
でも、文学的な内容に数名の子は興味が無くそわそわしだしてしまったり。
子供から青年へ成長していく大事な時期に息子たちにできることは何かな･･･と考えて考え
て、その日は絵本を持たずに6年生の教室へ向かいました。

おなかの中で胎児が成長していくお母さんの身体の図だけを見せて、その週数ごとに感じ
た自分の体験談を話しました。どんな事が大変だった、心配だった。赤ちゃんが産まれるの
はどんな感じだった･･･。
15分ほどのフリートーク中、子供たちはシーーーーン。（あれ、みんな引いてるかな？）
トークを終えて帰宅後、先生から電話を頂きました。
「女性の身体の図が出てきたので、茶化したりする子がいると思ったのですが、全員が真剣
に聞き入っていて驚きました。あの後子供たちに聞いたのですが、『生まれるまでの成長は
授業で学んで知っていたのもあったけど、自分のお母さんが本当に大変な思いをしながら
大事に自分を産んでくれたんだって分かった。』という感想がありました。帰ってから自分の
産まれた時の事を聞いてみるという子もいました。今後もこういう機会を子供たちに作り
たいと思いました。」
という感想をいただきホッとしました。

子供も生意気になってきて、私も最近褒めてあげていないので、今夜は子供たちが生まれ
た時の話を詳しくしてみよう。
「どれだけ大事に思って産み育てたか」が息子に伝わると良いな～とソワソワしながら息子
の帰りを待ちました。
帰宅した息子が開口一番「恥ずかしいから二度と来ないで！」、と。

思春期の子を持つ親のNG行動をまたやってしまったようです。

あとがきあとがき

マネージャー 和田充弥子

夏の暑さど真ん中ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日、経口補水液を作ってみました。完全なる興味本位です。笑
材料は水500mlに対し、砂糖20ｇ（ペットボトルキャップすりき
り４杯）・塩1.5ｇ（キャップ1/3）・お好みでレモン汁等です。
砂糖20ｇ…多いな～溶けるかな～と思いながらペットボトルを
シェイクしました。
水が常温だったのもあり、すんなり溶けてくれました。
お味は...意外と美味しいかも！？
勿論市販の物の方が飲みやすいですが、いざと言う時にであれ
ばアリです。お子様も飲めると思います。
水分はこまめにしっかりと。
暑い夏を乗り切りましょう！

スタッフ A

編集後記
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