
今年も残すところわずかで時間の進み方がとても早く感じます。
当院で体外受精を含む高度生殖医療をスタートして早いものでもう3年が過ぎ
ました。
開始した年にご妊娠された方々が、最近は第二子希望でいらっしゃってまたご
妊娠され、とても嬉しく思います。
今年の4月から人工授精、体外受精が保険適用化され、治療のハードルが大分
下がったように感じます。
経済的なハードルが下がったことは良いことなのですが、体外受精では年齢制
限と回数制限が設けられてしまいました。
40歳未満では移植回数6回まで、40歳～42歳までは移植回数3回までが上限に
なります。43歳以上は体外受精に関わる治療は一切保険が認められなくなりま
す。
厚生労働省としては費用対効果を考慮して決定したことなのだと思いますが、
年齢制限や回数制限はその範囲内で妊娠に至らない方々にとっては大変厳しい
制度なのではないかと思います。
年齢制限等の細かいルールはあまりメディアに取り上げられることはないの
で、ご存知無い方が多い印象です。
保険のルールはとても細かくて分かりづらいものなので、ご相談などあれば遠
慮なくいらして下さい。

また、当院でも希望の無痛分娩を行うようになり、ご希望の方が増えています。
痛みをどの程度取るかは注入する麻酔薬の量や濃度で調整可能ですので、妊婦
さん一人一人に合わせてコントロール可能です。
痛みの感じ方は人それぞれですので、『もう少し痛みを取りたい』など遠慮な
く仰って頂ければと思います。

新型コロナ感染症が流行して3年近くが経ちました。
欧米ではwithコロナに舵を切り、無意味な全数把握や無意味な隔離政策を

とっくにやめています。

日本ではGoToEatキャンペーンなど感染を煽ることをしながら、全数把握と

隔離政策を継続しています。

コロナの病態としてはインフルエンザや普通の風邪と同じ扱いにして全数把

握や隔離政策を中止しても良いと思いますが、政府や医師会はそのように決

断する気配がありません。

現在の感染症法上の取り扱いとしては結核と同じ扱いになるので、心筋梗塞

など他の病気で救急車を呼んでも、発熱があるとコロナの可能性有りとな

り、コロナ受入可能で且つ心筋梗塞治療可能な施設を探さなければなりませ

ん。

コロナが流行している期間は搬送先を探すのが極めて困難になります。

8月の第7波の時はコロナの可能性があるという理由だけで治療が遅れて亡く

なった方もいるようです。

このような不幸なことが起きないように、コロナの取り扱いをせめてインフ

ルエンザと同等にして欲しいと願うばかりです。

医療が必要な方に必要な時に適切な治療を提供出来る正しい状態に戻って欲

しいと切に願います。

院長 浦野晃義

2022年 冬号

Vol.63絆絆

絆の会の皆さまこんにちは。
助産師・鍼灸師の中村です。
師走を迎え、寒さが厳しくなってくる季節となりました。
そうです、皆さん、冬が始まりましたよ。私は苦手です、寒いのは。
東洋医学では、春は「風邪（ふうじゃ）」、夏は「暑邪（しょじゃ）」、
梅雨は「湿邪（しつじゃ）」、秋は「燥邪（そうじゃ）」、冬は「寒邪
（かんじゃ）」と、季節ごとに影響を受けやすい「邪気（じゃき）」があ
ると考えられています。
「邪気」は体外から影響を与え病気の原因になる、とされています。
冬は寒さで身体が冷えきってしまいがちで、そのために「寒邪」に侵され
やすく、特に冬が苦手とされる「腎」が影響を受けやすいと言われていま
す（五臓六腑、なんて聞いたことありますでしょうか？五臓のうちのひと
つが「腎」です）。
「寒邪」により「腎」が弱るわけです。そのため、冬の養生の基本は体を
温め、血の巡りを良くすることがポイントとなります！
身体を冷やさないように心がける、温かい食事をとることが良いとされま
す。そりゃそうだ、と思われた方にはもう一つ。「腎」を補う黒い食べ物
を積極的に食べるのがおすすめです。

黒い食べ物・・・って？　例えば、黒ごま、黒きくらげ、黒豆、ひじき、
わかめ、ごぼうなどが代表的です。他にも腎を補うエビやイカなどの海鮮
が良いとされています。へぇーって感じですよね。

我が家では、冬の時期は毎日お味噌汁をいただくようにしています。味噌
は東洋医学では体を温める食材で、さらに季節の根菜を入れたら栄養バッ
チリ！他方で、冬場は少し濃い味のものを食べたくなりがちで塩分の過剰
摂取は心配されるところ。お味噌汁に生姜や山椒、黒胡椒などを入れ、味
にアクセントを入れると良いでしょう。是非試してみてください。

もう一つ古典のお話を。
漢方の古典に「黄帝内経（こうていだいけい）」という著書があります。
冬は草木が枯れ落ち、穀物は蔵の中にしまい込まれ、動物は冬籠りするよ
うに、すべてが閉塞して陽気（エネルギー）を外に出さない季節なので、
冬の３ヶ月のことを閉蔵（へいぞう）というようです。
この季節は、夜は暗くなったらすぐ休み、朝は太陽が昇って暖かくなって
から起き出すのが良いとされています。古典で朝寝坊を奨励しているの
で、皆さんも自信をもって朝寝坊してください。朝寝坊を楽しみ、きたる
芽吹きの春に備えましょう（仕事の日の遅刻を推奨しているわけではあり
ません、悪しからず）。

冬におすすめ
東洋医学



皆様お元気ですか。
今回は無痛分娩についてお話しします。
「安全な環境のもとでの自然分娩」をキャッチフレーズにしてい
る育良が無痛分娩？と思われるかもしれませんが、実は開院当
初から育良は無痛分娩も NG ではないのです。
もちろんほとんどはアクティブバースによる自然分娩でしたが、
尾骨骨折既往など医学的適応のある時には麻酔（無痛）分娩も
選択できました。ただ希望者も少なく 2~3 例したぐらいでしょ
うか。
今のように医師の数が多くはなくほぼ私一人であったため、分
娩数が増えると同時にやらなくなってしまいました。
骨盤位（逆子）の経腟分娩も骨盤位による帝王切開より多かっ
たです。これも時代の流れで新病院に移転してからしばらくし
て中止しました。
余談ですが開院後数年は子宮筋腫などの開腹手術もしていまし
た。

話がそれてしまいましたが、昨今の陣痛による体力の消耗を避
けたい無痛分娩希望者の増加から当院も産婦の希望による無痛
分娩を受け入れることにいたしました。

幸い院長が麻酔科医の資格を持っていることもそれに踏み切る
大きな要因でした。
院長の無痛分娩は私などが行う「痛みが無くなればよいのでしょ
う」式の無痛分娩とは異なり、その効き具合が絶妙だとの感想
もいただいております。

ただ、育良の無痛分娩の特徴は多くの産院が採用している計画
分娩ではなく、陣発してからの麻酔導入になります。これです
とより子宮口が成熟しており、より自然に近い経過をたどると
考えたからです。
麻酔導入のタイミングも産院の都合ではなく、産婦の希望で決
めることが多いです。
この方法は産婦にとっては良いことずくめですが、麻酔を導入
する側には負担です。そのため、多くの産院が計画無痛分娩を
採用しています。
院長の体力が心配ではあります。

理爺長のつぶやき
 

理事長 浦野 晴美

スタッフ
この冬おすすめグッズ

寒い日が続き、大掃除をしたり年末に向けて忙しい時期ですね
そこで少しでもお役に立てる情報となれば嬉しいです！

へたらないスポンジ！！半年以上長持ちします
モコモコと泡立ちが良く洗い物の効率も UP
1 つはシンクやレンジのお掃除用にするのもおすすめです

サンサンスポンジ

ダニや湿気対策だけでなく、お布団をぽかぽかに温められるのでこの時期本当におすすめです！
すぐに温まるのもお気に入りポイント
暖房は使わなくても、ぽかぽかのお布団が気持ちよいです
雨や遊びで子供はすぐに靴がびしょびしょになりがちですが、靴の乾燥もできるので助かります

布団乾燥機

界面活性剤を使わない洗浄剤
化学物質を一切含んでいないのでペットや赤ちゃんにも安心
二度拭き不要で、洗浄・除菌・消臭が手軽にできます
油汚れも OK、食べこぼし、手垢や皮脂、血液、湯垢など日常生活で自然とついてくる汚れが
キレイになるので毎日のお掃除や、年末の大掃除にも活躍間違いなしです！

H2O AQUA CLEAN



2022年4月に入職しました、鍼灸マッサージ師の小数賀（おすが）です。
珍しい名前と言われますが、島根県松江市が発祥で、全国に80軒ほどだそうです。

今年も残すところ1カ月となり、すっかり着る物も厚みを増してきました。
寒さを自覚するこの時季にぜひ温活を始めてみてはいかがでしょうか。

これまでツボに関しては紹介して参りました。
そのツボを「おす」だけでなくお灸で刺激を入れ、さらに温めてポカポカにしませんか？

でも、「お灸ってどこで買えるの？」「においや煙が気になる」「少しだけ試したい」
「小さい子がいるから火を使うのはちょっと…」

お灸をご家庭で始めるには少し勇気が必要ですよね。
そこで、育良クリニックではサロンでも使用している煙の出ないせんねん灸「奇跡」と

火を使わないお灸「太陽」の販売を開始しました。

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

鯛は骨を抜き厚さが均一になるように開く、皮目に塩を軽く振りバーナーで焼き目を
入れる。

1

ラップを敷き、鯛の皮が下になるように乗せAの酢飯をおいて包み込み、蒸気の上がった
蒸し器で１０～１５分蒸し火を通す。
Bを合わせ火にかけ、よくかき混ぜて餡を作る。

2

蒸した鯛めしを器に盛り餡をかけてトビッコ、刻みのりを散らす。3

鯛の蒸し寿しトビッコ添え
材料（2人前）

鯛（小）下ろし身２枚、トビッコ20ｇ、
刻みのり5ｇ、刻み大葉１枚
Ⓐ寿司飯（温かいご飯300ｇ、
寿司酢大匙２）
Ⓑすし餡（水300ml、
麺つゆ大匙２、片栗粉大匙1.5、
酒大匙１、しょうが少々）

豚ロース薄切り１２枚（180ｇ）、
鶏ささみ４本(180ｇ)、大葉４枚、
小麦粉大匙1.5、水大匙1.5、
塩胡椒少々、パン粉適量、
揚げ油適量、大根1/3、万能葱少々

作り方

豚ロースを少し重なるようにして3枚並べ、その上に鶏ささみ（鮮度の良いも
の）、大葉、塩胡椒をして手前からキレイに巻き付ける。

1

巻きつけた肉に小麦粉と水を解いたものを豚ロースに塗りパン粉を付けて
揚げる。

2

大根おろしを作りポン酢で和え、万能葱を散らす。3

揚げた肉を一口大に切り、おろしポン酢タレを添えて盛り付ける。4

豚と鶏ささみのダブルカツ

調理場さんのここが言いたい

材料（2人前）

鯛は脂質が少なく、タンパク質が多いのでダイエットや筋力作りをしている
方にお勧め。
注目する成分としてDHAや EPA、特にビタミンＤが豊富なのでカルシウム
やリンの吸収を促進し骨や歯の成長を促す働きが有ります。

豚肉はビタミン B 群を豊富に含み肉類の中ではトップクラス。ビタミン
B 群は疲労回復のビタミンと言われ筋肉に乳酸がたまるのを防ぎます。
さらに鶏ささみはビタミン B 6 、タンパク質が豊富で美肌や髪の健康を
保ち脂質の代謝を高める効果が有ります。

4F、5F受付にてご購入することができます！

炭化もぐさを使用しており、従来のせんねん
灸より煙が平均20％以下に抑えられるよう
になりました。煙が出ないとありますが、はじ
めに少しだけ煙が出ます。
お試し用に20個入りと、1回4個で2週間分
の56個をご用意しました。

20個入り　　550円
56個入り　1,540円

奇跡

家の中はもちろん、付けたままお出掛けす
ることも可能なお灸です。約3時間40～
50℃の温かさが継続します。
1シート6個セットでの販売となります。

1シート6個入り　660円

太陽



スタッフ紹介

濱中　未来さん
鈴木　千恵さん

助産師

受付

看護師

加藤　真実さん
パラメディカル

小原　知子さん

受付
西澤　慎貴さん
パラメディカル

白井　徳恵さん川合　光さん

９月と言えば防災の日！
という事で、当院でも９月 29 日（木）に防災訓練を行いました。
去年は、防災に関するクイズや部署ごとにどんな事が重要かを話し合う座学の訓練を行いま
したが、今年は通常の業務を行っている時間帯に地震が起きたことを想定し各々がどう動く
か初動確認を行いました。
防災のマニュアルで流れが分かっていても、実際動いてみるとあたふたしたりと想像とは異
なりとても勉強になりました。
日々災害の事を意識して実際に動いてみるという訓練がとても大事だと感じました。
会員の皆様も今一度、“防災バッグの中身”“安全経路”の確認をしてみてはいかがでしょうか。

育良NEWS育良NEWS

先日、当院で取り扱っている葉酸マルチビタミンサプリ『エレビット』に関する
院内勉強会を開催いたしました。
講師の東京労災病院産婦人科　太田邦明医師から『葉酸』が妊活（不妊治療）か
ら妊娠・出産までに重要であることを最新の論文などを用いてお話していただき
ました。

『産婦人科診療で必要な栄養を知り、使う』を開催しました。院内勉強会

葉酸は妊娠中には重要とされていましたが、妊活中にも重要とされており
妊娠する前からしっかりと摂取することが赤ちゃんに良いとされています。
今後、この様な機会を増やしていき最新の情報をアップデートしていき
患者様が安心して受診できるようにスタッフ一同精進してまいります。



　4月から金曜日の婦人科・生殖医療を担当している難波です。私の専門の一つが女性スポーツ

医学で、すでに何人かのアスリートが金曜日の外来を受診しています。

　もともと私は中学から陸上競技にハマり、大学６年間も 800ｍを追求し続けた過去があります。

卒業後もマラソンや競技会の医務の仕事を年数回続けているうちに、日本陸連の医事委員会に入れ

ていただくことになりました。産婦人科の中でも生殖内分泌分野を専門とするようになったことも

あり、主に女性ランナーの無月経、月経関連症状（月経痛やPMS）、月経時期調節などの診療の

依頼が増えてきました。

　日本のトップクラスの長距離ランナーは、１日平均 20km 程度を走り体脂肪率 15％前後をキープ

しようとします。どうしても消費エネルギーに比べて栄養摂取が不足しがちです。さらに、体重を

増やしたくない、いいタイムを出さなければいけない、という重圧もかかることから、約半数が

無月経または稀発月経となってしまいます。そうなると栄養不足に低エストロゲン状態が相まって、

骨密度の低下からの疲労骨折など故障の多発につながり、結局身体もメンタルもボロボロになって

競技生活から去ることになるのです。

　こうした不幸なアスリートを少しでも減らしたい。そういう目標をもって私は女性アスリート

診療を行っています。内容は薬剤処方だけではありません。食事の改善、体重管理へのアドバイス、

時には練習内容にもコメントすることがあります。

　しかし大学や実業団に進んでから無月経、疲労骨折で受診してきても、残念ながら根本的改善が

見込めないことも多いのです。中学／高校での競技への向き合い方、身体づくりが本当に重要です。

最近は小学生でも全国大会に出たり、週５日も練習したりしている子が出てきました。この時期に

こそ身長を伸ばし、骨を作るのに食事摂取が重要です。将来も健康にスポーツを継続するうえで、

また競技アスリートとして潜在能力を発揮するうえで大事なことです。そして、もし中学卒業まで

に初経が来なければ、何か問題があります。ぜひ婦人科受診を考慮していただきたいと思います。

なお、中長距離走選手だけを診ているわけではありません。冬季競技からパラアスリートまで、

月経関連症状に対するピルの適否、貧血の治療、「試合に生理がかぶりそう」の訴えにも親身に対応

します。ご自身でもお知り合いでも、どうぞ中学生から五輪選手、一般の運動愛好家まで、遠慮

なくご相談ください。

女性アスリート診療とは？

難波 聡



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、齋藤、金子、海老原、小数賀）
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

絆の会の皆様こんにちは。あとがきを初めて書かせていただく秘書の出口と申します。
4歳と1歳の男の子がいる母親です。

今年も残り僅かとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

街はクリスマスの雰囲気に一変し　華やいだ季節となりました。
日に日に寒くなってきましたが、多くの子供達にとってワクワクする季節でもありますね。

今回は育良のクリスマス会の歴史について少し触れさせて頂きます。

育良クリニックは開業して間もない頃から未就学児のお子様を対象としたクリスマス会を開催して
おり、私も手作りのおやつ作りで第一回目から携わらせて頂いておりました。

絆の会は育良クリニックの患者様が無事に出産しご退院された後も繋がっていられる場になるよう
にと理事長発案で月齢別の集会があり、クリスマス会も今の中目黒に病院が移る前の代官山時代か
ら続いています。
イベントは沢山の患者様から喜びの声を頂きますが、育良スタッフにとっても成長されたお子様達と
お会いできる嬉しい機会となっております。コロナ禍になる前のクリスマス会では、サンタに扮した
理事長より子供達にプレゼントが配られました。理事長サンタ登場には大喜びしてくれる子と泣いて
しまう子といずれにしても毎年賑やかに写真撮影が行われましたが、サンタとお子様の撮影で一番
喜んで張り切ってくださっていたのは実はお母様方だったかもしれません。　
又、音楽のかよこ先生による幼児向けリトミックも大人気でお子様の生き生きとした笑顔が見られま
した。
他にも小さなお子様が楽しめるゲームや参加者様同士のプレゼント交換に紙芝居などを、絆の会に
携わるスタッフが考えてくれて、盛り沢山の内容でした。

そして会の脇役に、手作りのおやつ時間もありました。私が作らせていただく上で決めていたこと
は、素朴でも白砂糖やバターを使わず、無添加の身体に優しいお菓子を心掛けました。最初の１０数
年は沢山の種類をブッフェ形式にしてお出ししていたので、お菓子でお腹一杯にさせてしまっていま
した。コロナ禍で集会が出来なくなる数年前からは一人分ずつお菓子と院内の食事を作っている料
理長によるサンタ顔の太巻きを一緒にお皿に盛りお渡しするようになりました。夢中で頬張る可愛
い子供達にスタッフが癒されていました。
毎年、内容は変わっても長年続いているクリスマス会も、去年はコロナ対策のためWEBでの開催とな
りました。時間も短縮した形ではありますが、育良のクリスマス会には欠かせないリトミックをお届
けして、沢山のお子様が画面越しに笑顔で参加してくれて無事に開催することができました。

本来でしたら直接集まってリトミックを楽しんで頂きたいですが、今年も画面越しでのリトミックのク
リスマス会を開催致します。
ご都合が宜しければ今年のクリスマス会にも是非ご参加ください。

またいつの日かこれまでのように皆さんとお会いでき一緒の会場で楽しむ以前のクリスマス会がで
きるようになることを祈っております。
皆様のご多幸をお祈りし、良いクリスマスと良いお年をお迎えくださいませ。

あとがきあとがき

秘書 出口

集会情報集会情報
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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

オンラインクリスマス会のお知らせ

好評いただいておりますクリスマス会ですが、昨年同様、新型
コロナウィルス感染対策のためオンラインでの開催とさせて
いただきます。

オンライン上ではございますが、皆様と交流できることを
楽しみにしておりますので、ぜひご参加ください♪

日時 12/23 (金) 15：00～　ZOOMにて
※12/1頃、参加対象の方へお誘いのメールを送らせていただいております。

 ＠ikuryo_clinic

早いもので、もう年の瀬を迎えます。
今年もこの会報の院長あいさつはコロナ一色でした。
なかなか収束と言える段階を迎えるのは難しいようです。
今の時期はインフルエンザにも気を付けていかなくてはいけませ
んね。
うがい、手洗い等、感染対策をしっかり行っていきましょう。
来年の会報の院長あいさつでは、違った話題を聞けるような状況
を迎えられることを願います。
会員の皆様、良いお年をお迎えください。

スタッフ A
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