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　前号では、厳寒が来るのでしょうかとお書きしましたが来
ましたね。厳しい寒波が。
　とは言えもう3月です。私にとって19回目の花見となる目
黒川の桜のつぼみもみるみる膨らんできております。
　3月はどこも一緒ですが別れの季節でもあります。当院で
も数人の助産師が卒業していきます。ただ、今年に限り残念
なのはいつもなら同数かそれ以上の助産師が4月には入って
くるのですが、今年の適格者は一人だけでした。今のところ
7月からもう一人。
　嘆いてばかりはいられません。幸い昨年たくさん入職した
新人が２年目となりますます頼りになり、活動も活発となっ
ております。
　当院の場合、新人と申しましても全くの新卒はおりません。
皆、助産師として活動してきた経験者ですので当院のやり方
に慣れてしまえば活動の場はどんどん広がっていきます。
　それになんといっても、早川助産師、廣野助産師、保育園
が決まりしだい中村助産師も産休から復帰いたします。これ
ほど心強いことはありません。
　医師の方も大きく変わります。
　5年間在職していた瀧澤医師がご自分の産院の開設準備の
ために辞め（開業するまでは火曜日の当直には来てくれま
す。）、卒業以来愛育病院、成育医療センターと研鑚（この中
に何で日赤がないのでしょうかね）を積んできた息子の晃義
が4月より常勤（ここ一年は半常勤のように手伝っておりま
したが）となります。
　親の目から見ますと院長としてはまだまだ十分とは言えな
い（外面だけはいいのか、よその先生からは評判は良い。）
ところもございますが、これを機に継承させたいと思います。
　そこでというわけでもないのですが、日赤時代の私の同僚
であった石井医師が赴任してくれます。

　それにもともとの福田医師と私の三人のベテラン産科医が
この若き（それほど若くもないですが）新しいリーダーを盛
り立てていこうと思っております。
　女性医師群では出澤先生が産休明けで復帰し今まで頑張っ
てくれていた小磯医師、武家尾医師（こちらは７月より産休）
に加わります。
　さて、来年度の育良ですが４月より分娩を取りやめる産院
が出たことにより５、６、７月は分娩予約数が増加しており
ます。分娩場所から急に断られた妊産婦さんに手を差し伸べ
た結果、予備枠もすべて使い果たしてしまった状態となりま
した。
　回転さえうまくいけば取り扱える数ではありますが、何し
ろ自然分娩ですので分娩の波が来た時には一時的にせよ皆様
にご迷惑をおかけすると思いますがご了承ください。その産
院の周辺の産院はどこも同じような状況で紹介するにも紹介
できない状態です。
　地方で一つの産院が分娩の取り扱いをやめるとその周りの
産院にしわ寄せが行き、それらの産院が負担増となりそこも
分娩を取りやめるという現象が起きたことは記憶に新しいで
すがそれに近い体感をしております。
　安全性だけは損なうわけにはいきませんので職員一同気を
引き締めて乗り越える覚悟でおります。ご入院の皆様にもご
迷惑をおかけすることもございますが「おたがいさま」のお
気持ちでどうか譲り合いをお願いいたします。
　前述の産院の後日談です。そこから助
産師２名も転職希望で面接に来ました
が、大変そうだということで研修にも来
ませんでした。
　当院の助産師になるには覚悟がいると
いうことです。

（理事長　浦野 晴美）

入学カード

新しい生活がスタートした方も
多いのではないでしょうか？
育良では、今年小学校・中学校入学の
育良っ子に理事長のメッセージ付き
お祝いカードを送りました！



FINAL!
　皆さまこんにちは。
　まだまだ寒いですね。寒さへの耐性が年々下がってきているのか、今年の寒さは
本当に堪えました。
　さて、皆さま本当にお世話になりました。今号が皆さまにお届けする最後のつれ
づれ日記となりました。今までご愛読いただき感謝しております。
　私は開業準備のため、3月末をもって育良を退職します。
　育良で、皆さまにお世話になって5年半になりました。それ以前は、神楽坂の総
合病院に勤務しておりました。私の専門は、子宮がんや卵巣がんなどの婦人科悪性
腫瘍だったのですが、もともとお産が好きで、いつか開業して産院を開きたいなあ
と思っておりました。しかし、日々の激務に忙殺されて、段々心身ともに疲弊して
いきました。
　そんなとき、当直アルバイトでお世話になっていた、浦野理事長に相談したとこ
ろ「うちに来ないか」とお声をかけていただき、今日までお世話になっている次第
です。
　はじめは、2年くらいお世話になったら開業しようかと思っていました。しかし、

　絆の会の皆様、小磯紀和子です。
　瀧澤先生と宋先生が退職され、「まさかまさか。」と、内心、ビクビクしていまし
たが、やっぱり原稿依頼が来ました。何を書けばいいかしら。と、悩みましたが、
ここはせっかく「絆の会」ですので、私の妊娠・子育てあるあるを赤裸々に告白し、
妊娠、出産を経験し、子育て真っ最中であるママの皆様に共感を求めることにしま
した。産婦人科医の妊娠も普通じゃーん！と、思いながら読み飛ばして頂けたら幸
いです。
　記念すべき1回目の今回は妊娠中のことを思い出してみます。
　長女の妊娠の時のことです。妊娠反応の線が自分の尿でも反応するんだ〜♪な
んて、感動し、あまりに嬉しくて、5〜6回、妊娠検査薬を試しては小躍りしました。
あの短い赤い線は、何も症状もなく、まだエコーでも胎嚢も見えない日々（産婦人
科女医のほとんどは最低でも1回は自分でエコーをしたことがあるはず）の唯一の
心の支えでした。
　妊娠でまず驚いた、というか、面食らったのは「つわり」です。母も姉もつわり
は軽く、また、常々、最強の体力と体の強さを自負している私は『私につわりが出
るはずがない』と鷹をくくっていました。
　ところがどっこい。つわりの日々は始まったのです。
　嬉しいはずなのに、辛い。

　さて、今回は何処にでかけましょうか。都内は○○銀座と名のつく商店街が沢山あります
ね。近所では中目黒銀座商店街・・流石に近すぎて散歩というより買い物コースになってし
まいますが歩くと結構有名なお店もあり、そぞろ歩きもなかなか楽しいものです。電気屋さ
ん、床屋さん、文房具店、本屋、八百屋、飲食店・・中でもお食事処は結構利用させてい
ただいております（飲み屋とも言いますね）(^_ ;̂;;。最近出歩いた○○銀座が２ヶ所ります。
一つは戸越銀座、都内で一番長い商店街だそうです。確かに長くて往復で2.6kmもありま
す。中目黒から歩くにはちょっと遠方ですので、東急を利用して、近傍から散歩といたしま
した。甘いものから、明太子専門店まで多種多様の商店があって楽しい街です。空腹で出
向くと食べ歩きになってしまいそうな、良さそうなお店が並んでますが、唐揚げやコロッケ
等揚げ物のお店が多いように思われます。買い物に出かけた訳ではなかったのですが気が
つけば一緒に行った家族ともども両手が塞がるほど買い物をしてしまってました、ヤレヤレ
です。沢山の買い物袋を持ってたどり着いたのは、お好み焼き「遊」。ちょっと小腹がすい
たので入ったのですが、なんと関東ではなかなかメジャーになれない明石焼きがありました。
出汁で食べる、卵たっぷりのたこ焼きですが、久々に食すと旨いです。この店他の鉄板焼
きメニューやお好み焼きも充実していて、家族に言わせれば「あたり！」のお店だそうです。
この日は此処で満腹となり、重い荷物も持ち帰りながら、食糧買い過ぎたことを反省する羽
目になりました(^_ ;̂;;
　つい先日蔦屋でＴＶ番組のDVDを借りて見てました。孤独のグルメという番組ですが、

　長女の妊娠の際は総合病院勤務で、外勤を含め、月10回の当直と同回数のオン
コール当番をしており、辛かった。
　インターネットで「つわり」「いつ終わる」などと検索してみたり、時にはつわ
り用の点滴をしながら働きました。
　今思えば、何故あんなに頑張ってしまったのだろう。。。そこで、私は声を大にし
て言いたい！！（言えないけど。。。）
　「産前休業以外につわり休業を設けるべきだ！」
　さてさて。話はそれましたが、つわり中のことで思い出がもう一つ。
　当時、主人は救急で働いており、お互い当直とオンコールだらけで家で二人で夕
食を食べられる日が月に数日でした。
　まだ少しだけ可愛かった私はその日を大切にしており、できるだけ、少なくとも
お味噌汁だけは手作りしていました。
　が、つわり。
　作るどころか、考えるもの嫌。
　スーパーでお惣菜を買い、味噌汁は永谷園のインスタント味噌汁。
　一応、お惣菜はお皿に盛り付け、味噌汁はお椀に移し、主人の帰りを待っていま
した。
　そして、ご飯を食べ終わり、つわりで機嫌の悪い私に気を遣って言った主人の一
言は「味噌汁の腕、あげたね。」
　私は心の中で答えました。
「うん。永谷園がね。」

これが結構面白いです。家族皆で見てましたら砂町銀座商店街が舞台です。内容はさておき、
見終わった後の家族のリクエストは砂町散歩でした。そこで出かけてきましたが、ここは散
歩コースになります。今回は亀戸駅から砂町銀座に向かい、砂町銀座を往復したのち東陽
町に出て東西線、日比谷線で帰宅のコースです。亀戸までは日比谷線で秋葉原まで出て総
武線で向かいます。亀戸も見どころあるのですが、今回はバス路線に沿って地図を頼りに
歩きます。小一時間で砂町銀座の入口に着きました。思ったより幅の狭い商店街ですが、
流石休日人ではそこそこです。結構歩いたため喉が渇いてます。そこに偶然焼き鳥のお店
（＾－＾）持ち帰り専門店ですが、店の横で食べている人が・・真似して購入したら、レン
ジで温めてくれました。そこの店の横、行ってみると後ろに自販機、当然お酒がいっぱい並
んでます。酒屋さんの角打ちみたいになっているのです、感心していると自販機に下町ハイ
ボール缶があるではないですか、初めて自販機で見つけました。迷わず購入して喉を潤し
ます。こういう場所で一杯飲めると何故か嬉しくなります。一本で切り上げ商店街を散歩再
開。お目当てはＴＶドラマで出ていた浅蜊御飯のお店です。おでん屋さんや、惣菜屋さんに
惹かれつつ買い物しながら歩くと発見しました（＾^ ）家族は大喜びで早速購入。お店のお
ばあさんの愛想がよくて、ほっこりします。この浅蜊御飯は後ほど自宅の夕食となりました
が確かに美味い逸品でした。砂町を往復して再び商店街入り口にもどってきました。ここか
ら4-5Km東陽町まで歩く予定でしたが、今回も買い物し過ぎて荷物が多く、やむなくバス
で帰路につきました。バスに乗ったら転寝してしまい、終点の門前仲町で下車。夕刻なので
寄りたいお店もあったのですが、今回は素直に帰路につきました。砂町銀座は地下鉄等の
鉄道路線から遠く、必然的に歩いて向かう事になりますので散歩には良いのですが、食べ
物の誘惑が強いので空腹では向かわないように心がけねばなりません(^_ ;̂;○○銀座、あ
ちこち探して出かけてみるのも良いですね。今度は何処に行こうか思案しております。

育良にきてすぐに自分の考えの甘さを思い知りました。
　まず個人産院と総合病院はシステムが根本的に違うのです。特に育良はアットホ
ームさを売りにしているので、患者さんへの接し方が違うと感じました。一言でい
うと、サービス的な要素が総合病院より大きいと思いました。「やあ、よくきてくれ
たねえ。来てくれてありがとう」のような。
　例をあげたら、きりがありませんが一事が万事、自分の考えが大きく揺さぶられ
ました。
　自分のなかで、このままではとても開業なんてできない。今のままでは皆さまに
失礼にあたる。と思い、自分のなかで試行錯誤しながら皆さまに接してきました。
　そしてようやく自分のなかで、咀嚼し開業への自信がついてきました。
　浦野理事長には、言葉では尽くせないほどお世話になりました。疲れ果てたポン
コツの駄馬だった私に翼を綬ずけてくださり、空を飛べるようにして下さった。
　これからは私の好きなことばである「天馬空をゆく」のごとく「育良魂」をまだ
お会いしていない皆さまに届けたいと思っています。
　最後になりますが、皆さま本当にお世話になりました。皆さまのご多幸と育良で
産まれた全ての子供たちのご多幸をお祈りしております。
　最後に。4月より毎週火曜日の17-19時まで外来に出ております。もしよろしけれ
ば遊びに来てください。

5Dr. 福田正樹の

Dr. 小磯紀
和子の

つれづれ子育て
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医　師
瀧澤　慎 Dr．

助産師
窪田裕子さん
鈴木陽子さん
柊木野美里さん
太田沙希さん

医　師
石井康夫 Dr．
出澤美央子 Dr.（産休より復職）

助産師
笠井ゆめ子さん
河合　恵さん
前森桃子さん
廣野優子さん（産休より復職）

早川友香さん（産休より復職）

中村晶穂さん（産休より復職）

クリーンキーパー
内田順子さん

クリーンキーパー
西原　郁乃さん

出産しました！ マネージャー和田充弥子さん

「2月15日、記録的大雪という低気圧に乗って陣痛がきて、8時間後に出産しま
した。
長男次男、姪や甥とたくさんの人に囲まれて、御披露目をするかのようにつ
るーっと産まれてきました。
三回の出産全て、出産直前は「これで最後だ」と思うのですが、産まれて数時
間経つと、「まだ産みたい！」という自分がいます。
今回は妊娠中からガスケアプローチクラスをずっと受講してお産に臨みました。
いきまずに、呼吸でふーっと出産までの時間を過ごせ、助産師もペリネに負担
がかからないように介助してくれました。
胎盤も呼吸で出すことができ、気持ち良かった。
二人を産んだあと、骨盤がグラグラした覚えがあるのですが、今回はダメージ
を殆ど感じません。
お産の時間も短かったからかもしれませんが。
素敵なお産をして、元気な赤ちゃんに会えて、本当に感謝です。」

出産に立ち会った従兄弟と兄弟たち

この度、育良クリニックの院長に就任させて頂くことになりました。

育良クリニックは、『安全な環境のもとでの自然分娩』の理念のもと、

代官山の地で初代の院長と数名のスタッフで始まりました。その後、

理念に共感して集まってくれたスタッフも徐々に増え、現在の場所

に大きく移転することが出来ました。それも多くの患者様に支えて

きて頂いたお陰だと思います。

私は育良クリニックの一員として、大勢の方々の思いを受け継ぎ、

その感謝の気持ちを今後出会う患者様やご家族に還元して行きたい

と思っております。

宜しくお願い致します。

浦 野 晃 義  院 長 就 任 挨 拶



クリスマス会
2013年

今年も手作りのお菓子がたくさん♡

もうすっかり春ですが、昨年末発行の会報で参加者募集したクリスマス会のご報告です。
今回ご応募頂いたのに参加出来なかった皆様、申し訳ありませんでした。
今年も行う予定なので、また懲りずに是非ご応募下さい！
クリスマス会はリトミックにプレゼント交換、恒例のサンタさん登場と、とても楽しく行われました。

ご購入は受付へお問い合わせ下さい
・ハッピーピロー4G　本体（白カバー付き）￥18,900
・ハッピーピロー4G　本体（育良オリジナルカバー付き）￥19,656
・育良オリジナルカバー￥7,236

育良オリジナルカバーが新登場！！

ハッピーピロー

ガスケ・
アプローチクラスでも
紹介しています!!　

助産師さんの意見から生まれた“抱き枕”
妊娠～出産～産後まで、幅広くご使用いただける抱き枕です。

産後も使い方色々
ハッピーピローを折り曲げてうつぶせ寝。添い寝しながらの
授乳。背当てにしながらの授乳ベッド。赤ちゃんのベッドや、
お座りの背当てにも活用できます。
※赤ちゃんに使用する際は、目の届く範囲でご使用下さい。
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ガスケに限らず
いろんな姿勢に
関するワンポイント
アドバイスを
院内に提示して
いますので
みて下さいね

開講中開講中開講中



９ヵ月ひよこの会

２ヵ月めだかの会

1歳お誕生会
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もう1年経つのかと思うと
感慨深いです。
成長速度もそれぞれですが、
それがまた面白いなと思い
ました。

同じくらいの赤ちゃんの様
子が見られて安心できたし
楽しかったです。リフレッ
シュできました。

たくさんお友だちがいて楽
しかったです。離乳食の
お話が聞けて、ためにな
りました。



あとがき
　絆の会の会員の皆様お変わりございませんか？
　3月の下旬になってもまだまだ寒い日が続いておりますが、この会報がお手元に届く頃はすっかり暖かい春になっていることと思い
ます。
　さて、今年の入学の会員様は小学校326名、中学校85名、計411名でした。
　出産だけの縁でこれだけ沢山の方が絆の会に在籍してくださっていることは当事者として大変幸せなことと感謝しております。
　改めてご両親様をはじめご家族様に「おめでとうございます」と申し上げます。
　私も表書きを担当させて頂いておりますが1枚1枚手書きで書くことで思い入れが加わり、嬉しい幸せな気分を味わっております。
　乳児期から幼少期を経てやっと一段落と思われる頃と思いますが、先日ある方から
「子供はお金で育てるのではなく心で育てるもの」と聞きました。
　学校入学は何かと出費もかさむもので必要な出費はいたしかたありませんがお金に子守りをまかせているよ
うな現状はよくみかけるようになりました。
　又、「親の云うとおりにはしないがする通りにする」という銘言もありますことから、お忙しい中ですが、心
をおき去りにしないでと自分自身にも言いきかせつつ、未来を創るお子様を元気で明るい良い子にお育てくだ
さいと願っております。

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。

診療時間（完全予約制）
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 婦人科 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

婦人科
再診

●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

GM　浦野 良江

集会情報 めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会

5月：	 1　歳	 5月 8日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 5月22日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 5月 8日（木）10：00〜 11：30
6月：	 1　歳	 6月12日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 6月26日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 6月12日（木）10：00〜 11：30

7月：	 1　歳	 7月10日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 7月24日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 7月10日（木）10：00〜 11：30
8月：	 1　歳	 8月14日（木）12：00〜 12：30
	 9ヶ月	 8月28日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 8月14日（木）10：00〜 11：30

参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方

　絆の会の皆様こんにちは。だいぶ暖かくなっ
てきましたね。育良では晃義先生が院長とな
り、産休していた先生と助産師さん達も戻って
きたりと、新体制で春を迎えております。
　お花見行かれましたか?!
　私は育良までの出勤の道のりとお昼ご飯を
買いに行く時に目黒川の桜を見ました。綺麗で
したね～ !!　ところで、またまた皆様に紹介し
たいお店があるのです!!　つい先日9か月ベビ
ーとママとお友達と江の島の水族館に行って
きました。春休みと重なっていたせいか平日で
も凄い人！　江の島に行くと、しらすご飯や海

鮮丼などが食べられるお店に行っていたので
すが、ベビー優先でどこか良い所はないかと探
していましたら、ありましたよ～ !!　水族館の
向かいにあるRestaurant GARBというお店、
とってもオススメです♪２Ｆ・３Ｆとあるので
すが３Ｆのソファー席が絶対オススメ!!　
　カーペットが敷いてあるスペースがありベ
ビーや子供達が遊べる様になっています。ソフ
ァーでママ達はゆっくりでき、まるでお家のリ
ビングにいるかの様な寛ぎ感でした!!　もちろ
んお料理も美味しいしデザートも沢山ありま
す!!　ただ予約をしないとこの席なかなか取れ

なさそうでした。これから海の方へ行く機会が
増えると思いますが、是非このお店行ってみて
下さい。次の会報は夏頃の予定です。今年の夏
も暑くなりそうですねー !!　皆様また夏号でお
会いしましょう～。
　
★Restaurant GARB★
http://garb-enoshima.com 
神奈川県藤沢市片瀬海岸2-17-23　
THE BEACH HOUSE 2F.3F
　
　育良スタッフ　M

　
編
集
後
記


