
目黒川の桜はもうまっ盛りです。実は目黒川の桜祭り（春祭り）は4月
に予定されていますがその頃はすでに葉桜でしょう。 
自然の摂理は到底人間の都合通りにはならないということでしょうか。自
然分娩をめざしている当院としても心しておかねばならない摂理でしょう。 
 
 『育良も来春には18年目を迎えますが私の中ではその理念はひとまず
ひと区切りついたのではないかと思います。「育良理念」は完成し、成熟し
ています。いるはずです。そうでなければなりません。 
しかしまだ何かが違うという思いが私の中にあるのです。 
それは「産後ケア」なのか、「骨盤底筋にやさしい出産法の確立」なの
か、「児童虐待の根絶」なのか？はたまた別のことなのか？ 
まあ、年末は何かと忙しいので年が明けてからまた考えます。私の余生は
限られているかもしれませんが、まだまだたっぷりあるはず（と考えることにしまし
た）。』 
と、前号で述べたのですが何が違うのかわかりました。 
それは「産後ケア」なのか、「骨盤底筋にやさしい出産法の確立」なの
か、「児童虐待の根絶」なのか…ではありませんでした。 
もっと根幹にかかわる足元のことだったのです。旧病院で皆が一丸と
なって推し進めてきた育良理念である「安全な環境のもとでの自然分娩」
が新病院に移転し患者さんが増え、スタッフも増えた中でそれぞれの思い
が薄らいできているのです。 
患者さんに関して言えば、昔は数ある産院の中から当院を選んでくれる
方が多かったのです。それが今ではお産する方が減ったのですがそれ以
上にお産する場所が減ってしまい、選択肢がほとんどないまま当院に来ら
れたのではないかと思う様な方も少なくありません。 
また安心（リラックス）してお産していただくための手段としての「子連れ入
院」なのですが、それが大きな理由で当院を選ばれる方が増えております。
それはそれで構わないのですが、そういう方の中には育良を支持してくれて
いるわけではないので信頼関係が築きにくいケースもあります。でも、そうい
う方こそお産を通して育良ファンになる方が多いのですよ。 
助産師に関しても、「自然分娩」という言葉だけで当院に就職し「安全な
環境のもとでの自然分娩」が一朝一夕にできるものではない、先輩たちが
作り上げたものを守り次に託すという覚悟がない人がいます。そういう方は
ほかにいやなことがあると1～ 2年で辞めていってしまうのですがお互い
に残念なことです。 
もちろん助産師たちの覚悟だけを要求することも酷ではありますので、皆

の意見を聞きつつ業務改善はもちろんのこと助産師の管理体制の変更ま
でも行います。 
これもひとえに「安全な環境のもとでの自然分娩」という育良の原点に
立ち返らねばという私の思いからです。 
助産雑誌の今月号に『助産師と産科医のちょっといい関係』という題

目で北は北海道から南は奄美大島の7つの産院が投稿しています。当
院も投稿したためすべての記事を見てみましたが、育良が比較的早くから
取り入れてきた事柄が今や当たり前になっていることも多くありいつまでもそ
れらに胡坐をかいていては逆に取り残されることになりかねないと思いまし
た。 
しっかりと、「移転した意味」を考え地に足をつけて「育良理念」をさらに遂
行できるよういろいろな試みをして妊産婦の方々の期待にこたえていかね
ばならないと思っております。 
それには何と言っても、マンパワーです。それも移転前後のように単に
人を増やすだけというやり方ではだめのようです。育良が過去にそうで
あったように業務量が増えたから職員数を増やすというような方式がよいと
は言えませんが、本当に必要な人、やる気とある程度の犠牲心というか忠
誠心のある人が多ければ多いほど組織は成長していきます。そいう仲間を
少しでも多く増やしていきたいと思っております。 
 『浦野先生に初めてお会いしたときに感じた「優しさ」と「きびしさ・つらぬく
強さ」、そして人間が「人間らしく」ある姿、そういったベースにある理念が育
良のスタッフの方々や院内のすみずみまでしみわたっているのを感じてお
ります。』 
これはVBAC（前回のお産は帝王切開だったが今回は経膣分娩す
ること）をされた方が「言いたいぞノート」に書かれた文章の一部です。 
そのように感じていただけることはこの上ない喜びではありますが、考えて

も見てください。こうなるまでには何年も何年も創りあげそして引き継いできた
からこそ、そこまで感じていただける組織に育ってきたのです。 
「覚悟ある職員」が育良を多くの方から支持され、口コミサイトでも高く評
価される産院にしたのです。 
そしてまた、育良を支えてくださっている皆様のお
かげだと感謝しております。 
 
これからも育良は理念自体ぶれることなく、それ
でも時代の変化に即応してより皆様に支持して
いただけるよう頑張ります。 
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（理事長　浦野 晴美） 

入学カード入学カード

小学校・中学校の新入生へ 
育良からお祝いカードを送りました！ 
理事長からのメッセージ付き！ 



Dr.瀧澤 
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つれづれ日記その13
みなさんこんにちは。
　目黒川の桜、ほんとに綺麗ですね。特に桜の花びらが川面をピ
ンク色に染める様は圧巻です。この季節ほど、自分が日本人であ
ることを誇らしく思うことはありません。桜のアーケードを歩いてい
ると勇気がわいてきます。ちなみにわたくしの娘の名前は、桜子で
あります。
　先日、高校の同級生たちに会いました。なんと２０年ぶりに！
　わたくしは中学、高校と千葉県木更津で寮生活をしておりまし
た。しかも男子校で。
　中学時代は１６人部屋→高1は4人部屋→高2は2人部屋。高３
になるとやっと個室がもらえました。
　毎日、毎日ずっと同じメンバーで過ごしていたので、卒業してか
らあまり会う気もしませんでした。
　大学に入り新しい友人ができ、部活や合コンに明け暮れ、充実
した日々を送っておりました。そして医者になり激務を送っているう

　本日の散歩は隅田川テラスにいたしました。ここは春から初夏には散歩にうっ
てつけのコースです。ウォーターサイドの散歩は気持ちがよいですね（＾＾）平日
の午前中、朝早くはないのですが未だ朝食前です。中目黒から日比谷線で通勤
の皆様に混じって、散歩のいでたちで築地へ。朝御飯は場内の食堂にて、しっか
り腹ごしらえをいたします。最近のお気に入りは和食の「かとう」。定番の鰈の煮
付け定食を満喫して満足です（＾＾）平日でも行列のできる寿司屋さんも有りま
すが、平日の午前中の場内の食堂は比較的空いていて待たずに食べられます、
ちなみにフライの定食なら八千代が好みです。めったに寿司屋さんには入りませ
ん(^_^;;;さて、ここからが隅田川テラスの散歩です。築地から勝鬨橋に向かって
あるきます。このまま真っ直ぐ進んで橋を渡るコースと渡らないで隅田川のほとり
を歩くコースを選べますが、今日は渡らず左折、トントンと川べりまで降りてテラス
の散歩を楽しみます。風も心地よいし、眺めもいいです（＾＾）。少し歩くと東京
水辺ラインの明石町・聖路加ガーデン前発着場があります。１０時半までに此
処に到達していれば、水上バスに乗って浅草やお台場、浜離宮等にいけますが
今日はそのまま歩きます。ほどなく佃大橋に到達、右手川越しに大川端リバーシ

ティ２１や佃島の東京灯台等を眺め一息入れます。隅田川にはたくさんの橋がか
かってますが、そのおかげで橋の下をくぐったり、また対岸へ渡ったりといろいろ
と散策コースが作れます。ちなみに、遅い時間に出発した場合は勝鬨橋から月島
へ抜けて、昼間のもんじゃ焼きを楽しんで、中央大橋経由で隅田川テラスに戻る
なんてコースも良いですね。もっともその場合は清澄通りから深川へ向かうコー
スも有りますので、次回紹介いたします。中央大橋からの永代橋と東京スカイツ
リーも良い眺めです。水上バスからの眺めが有名ですが。歩いて橋から見るのも
一興です。清洲橋から新大橋にかけて隅田川は左に舵をきります。途中対岸に
松尾芭蕉の記念公園や記念館がありますが、芭蕉の像は朝と夕方で向いている
方向が変わるそうですよ。新大橋まで来ると日本橋浜町です。此処で堤防を越え
て浜町公園で一休みします。元気なら一気に浅草まで歩きますが今日はここまで
にします(^^;;;公園で暫し休んだ後、明治座の脇を通り甘酒横町へ。名物？の柳
家の鯛焼きをお土産に購入、ついでに遅い昼食用の志乃多寿司総本店の稲荷
寿司と巻物の詰め合わせを買い込み、人形町から日比谷線で中目黒に帰還で
す。浜町からもう少し歩くと神田川が隅田川に流入する河口部にある柳橋と近く
の佃煮の小松屋等まだまだ見どころ、歩きどころが沢山ありますが、今日はこの
へんで（＾＾）。今回はなんだか食べ歩きのような散歩になってしまいましたね。

パパが忙しくて春休みに旅行に連れて行ってもらえない、小学一年生と2歳
の甥っ子たちに刺激を与えるべく、八重山諸島に連れて行きました。メンバーは
母と妹と甥っ子たち、そして私と1歳 3ヶ月の娘です。新しくなったばかりの石
垣空港に直行便で着陸し、離島ターミナル近くの安いホテルにチェックインしま
した。大人数で子連れなので、立地と和室であることを最優先に選びました。八
重山諸島は2年ぶり4度目で、沖縄本島よりも八重山の魅力に取り憑かれて
います。八重山諸島にもいくつかリゾートホテルがありますが、ホテルライフだけ
で島々の魅力を味わわないのはあまりにもったいないので、アイランドホッピング
をすることを激しくお勧めします。離島ターミナル周辺は石垣島で最も栄えてお
り、美味しいお店や可愛い雑貨屋がたくさんあって、便利なだけでなく、とても楽
しいところです。

Dr.宋美玄の 子連れ八重山諸島子連れ八重山諸島子連れ八重山諸島ソン  ミ  ヒョ
ン

今回のアイランドホッピング先は…
・西表島で仲間川のマングローブクルーズと由布島まで水牛車観光
・竹富島でビーチ遊びと甥っ子が気に入ったのでまたも水牛車観光
石垣島でも川平ビーチでグラスボートに乗り、八重山鍾乳洞と植物＆動物園

でカメさんやヤギさんに餌やりなど、子供たちはかなり満喫出来たようです。
美味しいものもたくさんある八重山諸島に子連れで行ってみてください！

ちに、高校時代がはるか昔のことに感じ、友人たちの顔や名前も記
憶があやしくなってきた今日この頃。
　Facebookで友達リクエストがありました。あけてみると、なん
と。高校時代の同級生からでした。その後定期的に連絡をとるよう
になり、先日4人で会うことになりました。人形町で。
　当日、懐かしさと恥ずかしさで朝から緊張し、仕事中もソワソワし
ておりました。待ち合わせ場所に行く途中も、緊張で腹痛にみまわ
れ、帰ろうかと思いました。しかしここで帰ったらもう会えないと思
い、勇気をしぼってお店へ。すると友人たちがいました。そしてあた
たかく迎えてくれました。昔と変わらない笑顔で。
　いやー。嬉しかったなあ。大学の友人たちもいいけど、高校時代
の友人たちは職業も違うので、自分の知らない業界の話が聞けて
新鮮でした。あと外見は、時とともに変化するけど、癖や仕草は変
わらないなあと思いました。特に歩き方など。今後定期的に会うこと
を約束し散会しました。
　ほんとに会えるのかな？
　ではまた。

福田正樹院長の 44
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畑山伊佐枝さん 持丸律子さん

垣内加寿子さん

助産師

看護師

看護師

助産師

スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介

助産師

産休に入ります産休に入ります産休に入ります

中村晶穂さん（4月中旬まで、予定日5/30）
廣野優子さん（5月中も働きます。予定日5/30）

小磯紀和子Ｄr.が
出産しました
小磯紀和子Ｄr.が
出産しました

小磯紀和子Ｄr.が
出産しました

助産師の早川友香さんが助産師の早川友香さんが
出産しました！

助産師の早川友香さんが

　2013年3月20日 18：08 3574gの大
きな男の子が生まれました。
　妊娠・出産のBig Eventをまた経験で
きて心から幸せです。
　妊娠した際の嬉しい気持ち、妊婦とし
ての不安、陣痛が来ない事への焦り陣痛
が来てもいつ産まれるかわからない戸
惑い……産科医といえども、全て皆さん
と同じように感じたと思います。
　お産は私の体に対しては大きい赤
ちゃんだった為、スムーズ……ではあり

　「2人目がうまれました！鈴音（すずね）といいます。
11月26日（いい風呂の日）に水中出産しました。なんと
語呂がいいですが、狙ったわけではなくこの日にうま
れたかったんですね。お兄ちゃんにもみくしゃにされ
ながらたくましく育っています。そうそう、そろそろベ
ビーダンスデビューしますよ!!」

宮本未来さん
戸田あゆみさん
今村優子さん（4月末まで）
稀代恵子さん（乳児健診に来ます !）
高尾織江さん（4月末まで）

受付

クリーンキーパー
佐々木智恵子さん
松谷奈美子さん

柏井恵さん

育良クリニック小児科顧問
薗部友良Dr.

助産師
窪田裕子さん
名嘉真姫子さん
田村知子さん
渡邊真弓さん
大野玲奈さん

受付
權藤里奈さん

クリーンキーパー
遠藤結花さん
内田順子さん

パラメディカル

山本香織さん
須藤千尋さん

パラメディカル
箕輪理恵さん

赤

ちゃ
んとはじめ

る赤

ちゃ
んとはじめ

る

ベビーダンスベビーダンスベビーダンスベビーダンスベビーダンスベビーダンス
産後ママのためのエクササイズ産後ママのためのエクササイズ産後ママのためのエクササイズ

ませんでしたが、理事長をはじめとした
スタッフの皆さんに囲まれる中での大
騒ぎ、お祭りのような私らしいお産で大
満足でした。
　素敵な尊い命のプレゼント、大切に育
てます。
　そして、この感動をまた皆さんに届け
るべく皆様の第2子、第3子のご誕生に立
ち会えるように早期復帰を目指します。

小磯　紀和子

開催日：4月19日（金）11：00～
1時間半程度

た！産産ししまましした出出産産ししままししたた！！

2人目がうまれました！鈴音（すずね）といい

予防接種外来予防接種外来NEW

NEW

josannsi73@yahoo.co.jp
予約お問合せは



クリスマス会クリスマス会クリスマス会
そのおかげ（？）か泣き出す子はいませんでした♪
恒例の理事長サンタさん！今回はおひげを忘れての登場でしたが、
そのおかげ（？）か泣き出す子はいませんでした♪

2012年

　昨年の８月より始まった新しいクラスです。月に２回、出産
を控えた34週以降の妊婦さんを対象に行っています。講義と
2人の助産師によるデモンストレーションによって構成され
ているので、一般的な母親学級とは一味違ったクラスになっ
ています。
　内容は、陣痛がどのように始まるのか、自宅や病院での過ご
し方、陣痛が一番強くて辛くなってくる時期…。そして、一番
の見どころは出産シーンです。赤ちゃんが陣痛に合わせてど
のように産道を行ったり来たりしながら出てくるのか見るこ
とができます。
　人生に何度もない出産という機会、「自分自身の産む力と赤
ちゃんの産まれてくる力を感じる出産」を是非みなさんに経
験して頂きたいと思ってこのクラスを作りました。出産の流
れを知らずに産むこともできますが、イメージを持って産む
ことで達成感も満足感も大きく異なってきます。そして、自分

担当の薗部先生は、元日赤医療センターの小児科部長であり、予防接種のエキスパートです。
そんな頼もしい笑顔の優しい先生が育良に来てくれることになりました。

育良の予防接種外来では、予防接種ワクチンの2ヶ月のお誕生日スタート&
同時接種をオススメしています。
ママからの免疫がもらえなくなる6ヶ月までに、より赤ちゃんにも
ママにも負担が少なく、予防接種を受けられるからです。

かわいいお子様の病気が防げたら良いですよね。
できれば、重症化しないですむ方法があれば、嬉しいですね。
それができるのが、予防接種です。
そんな予防接種を受けやすくしてもらいたい思いからも、
この予防接種外来はスタートしています。

ぜひ、皆さんにご利用していだだけたらと思います。

担当の薗部先生は 元日赤医療セ タ の小児科部長 あり 予防接種の キ パ ト す

4/1から予防接種外来がスタートしました。4/1から予防接種外来がスタートしました。

くわしくは、ホームページ
をご参照ください。
予約システムで予約が
とれます。

くわしくは、ホームページ
をご参照ください。
予約システムで予約が
とれます。

自身の力で産むことを感じることができた出産は、やはり母親
として子供を育てる力、女性として生きるための大きな力とな
るのではないかと感じています。
　初産婦さんだけでなく、経産婦さんも沢山の方が参加して下
さっています。絆の会の皆さまも次の妊娠の際には是非参加し
てみて下さい。

助産師　今村、沼田

お菓子は全て乃梨子さんの手づくりです！

、、が、が、

すす！ですですりでりでくりくりくりです！づづ手づ手づの手の手ののんささ子さ子さ子子乃乃梨乃乃てて乃てて んんて乃梨子さんの手づづくづくづくは全子子子子お は全お菓子は全全て全て全

薗部先生

ウーウー オギャアーオギャアー



3月 

3月 

2ヶ月めだかの会

2月 

2月 

3月 

3月 

1月 

12月 

1月 

1月 

12月 

12月 

1月 

同じ月齢の赤ちゃんにいっぱい
会えて幸せでした。丸くなって
の写真可愛いですね！ 
育児の悩みを聞いて頂いてすご
く嬉しかったです。 

あっという間の1年を感じられ
て感慨深かったです。どこの病
院でもこういう会を設けて頂
けるわけではないようなので
育良には本当に感謝です！ 

12月 

2月 

他の赤ちゃんの成長の様子
など話ができて楽しかったで
す。離乳食についてのお話も
あって参考になりました。 

9ヶ月ひよこの会 

1才お誕生日会 



あとがき
絆の会の皆様お変わりなくお元気でしたか？
今年の春は寒暖の差が激しく、はやく咲いた桜を遅くまで楽しむことができました。
さて、新年度に当たり一つの区切りの時を迎えておりますが育良も4月1日開院 18年目を迎えました。
初年度に育良でお産まれになった赤ちゃんも高校 3年になられるはずと月日の経つ早さに驚かされております。
話が代わるようですが今年 2月10日同居していた母を亡くしました。
母は満 96歳で自宅で安らかに永眠しました。大往生でした。
同居していましたので思い出は数限りなくありますが育良の成長を見守ってくれた大事な一人でもありました。育良開院の時、この母は自身

も自宅の一隅で内科小児科医院を開業していましたが、勿論育良の開院祝賀会に出席してくれ、家族と職員10人程度でささやかな祝いをし
ました。
その後 3周年は職員も倍以上に増え、口こみで沢山の患者様に来て頂けるようになったのを見届けると、
主人 =理事長に「あんた、はやってるんだってね。そろそろわたしは仕事をやめようか」と云って60年の開業人生を終わりました。
順調に迎えた10周年の記念の日、職員を見回しながら健舌家の母は喜んで沢山の食事を口に運んでいたこと

を懐かしく思い出します。
手狭になった代官山から中目黒のアトラスタワー 4・5Fに移ったのは3年半前、この時母は足を痛めて出席でき

ませんでしたが。その模様を私達に聞きながら移転のよろこびを共有しました。
これで盤若と思っていても、大きくなった育良に大なり小なりの問題点は起こります。
今は母はいませんが、母が泉下で喜んでくれるよう皆で力を合わせ育良を守っていきたいと新年度に当たり、心

新たに思うものでございます。 GM　浦野 良江

診療時間（完全予約制）

●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。

医療法人社団 晴晃会 育良クリニック
〒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：関、金子、石田）
TEL  03-3792-4103（晴晃会事務局代表）
FAX  03-3791-4122（絆の会専用）
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前9:15～11:30 診察 診察 診察 診察 診察 診察 診察

午後14:00～16:30 診察 診察 診察 診察 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科

参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方 ※7月の1才と2ヶ月のみ月曜開催です。

5月：　1  才　 5月  9日（木）12：00～13：30
　　　9ヵ月　  5月23日（木）10：00～11：30
　　　２ヵ月　  5月  9日（木）10：00～11：30
6月：　1  才　  6月13日（木）12：00～13：30
　　　9ヵ月　  6月27日（木）10：00～11：30
　　　２ヵ月　  6月13日（木）10：00～11：30
7月：　1  才　  7月22日（月）12：00～13：30
　　　9ヵ月　  7月25日（木）10：00～11：30

　　　２ヵ月　  7月22日（月）10：00～11：30
8月：　1  才　  8月  8日（木）12：00～13：30
　　　9ヵ月　  8月22日（木）10：00～11：30
　　　２ヵ月　  8月  8日（木）10：00～11：30
9月：　1  才　  9月12日（木）12：00～13：30
　　　9ヵ月　  9月26日（木）10：00～11：30
　　　２ヵ月　  9月12日（木）10：00～11：30

携帯・インターネットより24 時間予約・予約変更できます。★web予約スタート★★web予約スタート★★web予約スタート★ 4/1～4/1～4/1～

集会情報集会情報
めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会

絆の会の曜日が月曜から
木曜にかわります！
絆の会の曜日が月曜から
木曜にかわります！

ご住所を変更された会員様へ
最近『絆の会』会員様宛の郵便物が戻ってしまうケースが増えています。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。
メール：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。

携帯電話用QRコード

「ご利用登録」をして下さい。
ご登録いただいたメールアドレスにパスワード
をお送りします。

携帯電話の方は、必ずドメ
インatlink.jpからのメー
ルを受信できるよう携帯電
話の設定を行って下さい。

ご希望の日時でご予約をお取り下さい。

---No.1---
1月8日（火）
妊婦検診でのご来院
AM11:00

【予約の変更】
【キャンセル】

予約の確認
■予約確認web予約ご利用方法

http://wclc.jp/ikuryo/

※はじめての方はご利用登録が必要となります
のでご注意ください。


