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　厳しい暑さが続いておりますが絆の会員の皆様、お変りありませ
んでしょうか。
　先日、前に会報でもご紹介したあのガスケ・アプローチのガスケ
先生を箱根観光にご招待いたしました。
　ガスケ先生を私ども夫婦、通訳（私の従妹）、箱根と小田原の公
認ガイド（私の義妹）の万全な布陣でのご接待です。
　日本での1週間にわたる駆け足での研修を終えられて、次の研修
地であるニューカレドニアに向かわれる2日間のわずかな隙間を縫
ってのささやかなご恩返しのご接待でしたが、とても喜んでいただ
けたようで日本での仕事上の通訳兼ガスケ研修の責任者からも次の
ようなお礼を頂きました。
「さて、箱根旅行ではガスケ先生に最高のおもてなしをして頂きま
したことに心より感謝申し上げます。浦野先生をはじめ奥様、和子
さま、奥様の妹様と、家族ぐるみで箱根を散策させて頂いたことを
旅行後にガスケ先生も楽しそうに語っておられました。2008年以
来、今回が4度目の来日になりますが、初めて日本の美を満喫され
たのではないかと思います。」
　朝、新宿よりロマンスカーにて箱根湯本にいき、そこで待ってい
た義妹と合流し、その案内で芦ノ湖、箱根の関所、箱根神社をめぐ
り最後は観光タクシーの運転手さんが富士山を見せてあげると言っ
てくれ箱根の山を登りましたが、あいにくの箱根特有の霧のためな
かなか見えません。
　もうあきらめかけていた時、ここが最後だというところでとうと
う富士山の稜線だけではありましたが拝む事が出来ました。喜ぶ日
本人を横目にガスケ先生には今一つ「何をそんなに喜んでいるの？」
と、言うような感じでした。
　それ以上に彼女を感動させた事がありました。実は私がロマンス
カーの車中で前回の来日時にガスケ先生からいただいていた財布を
彼女に見せた後でしっかりとズボンのポケットに入れなかったので
落としてしまったのですが、箱根観光の途中で気づき、小田急電鉄
に連絡したところ届いているという事でした。フランスでは落とし
たものは絶対といってよいほど出てくることはないそうでびっくり
されていました。彼女にとっては富士山の稜線が見える以上に感動
的な事だったのだと思います。もっとも、最近では日本でもなかな
か無くし物が出てくることは少なくなってはきましたが…。
　ホテルではガスケ先生だけが露天ぶろ付きの部屋でした（私が入
りたかった）が、彼女はみんなと一緒に大浴場に行って入ったそう
です。寝る前と朝は部屋のお風呂を利用されたようですが、とても
飾らない気さくな方で、女性群は皆好感を持ったようです。また、
日本の女性陣を驚かしたのはシーンの一コマ一コマで彼女が服装を
変えてこられるということでした。私は言われるまで気づきません
でしたが、女性はそんなことにまで気づくのですね。

　翌日はあまり疲れないようにと岡田美術館だけの観光にとどめま
したが、ガスケ先生はとても活動的で昼食後は裏の庭園（庭園とい
っても山です。）を歩くとおっしゃられ我々夫婦だけは勘弁してもら
いましたが3人で歩きに行かれました。
　本当にタフです。もっともこれぐらいタフで好奇心旺盛でなけれ
ば世界をまたにかけてガスケ・アプローチを広めようなどといった
事（9月上旬にはスペイン、カナダで研修をする予定だそうです。）
は不可能でしょうが。
　今回の箱根観光は世界のあちこちを研修で飛び回っておられるガ
スケ先生がどこに行ってもあまり観光をされていない事を聞いた私
が、では今度来日される時にはぜひ箱根にお連れしましょうという
お約束が実現したわけです。
　こんなに喜んでいただけるのあれば来日されるたびに計画しよう
と思いますが、私がどちらかというと一か所であまりあちこち行か
ずに温泉を楽しみたいほうなのでガスケ先生の行動力にはついて行
けそうもありません。何か良い案があれば私までお知らせください。
　ガスケ・アプローチはお産の時だけでなく女性（男性も）の骨盤
底筋にとても大切な学びです。
　これは本当に日本に広めなければなりません。日本の有志の方も
頑張って活動を始めていますが、産院のほとんどの助産師がこのガ
スケ・アプローチを研修済みなのはこの育良クリニックだけです。
日本で、いや世界でもうちだけではないでしょうか？今度聞いてお
きます。
　当院の助産師はそのことに誇りを持つと同時にガスケ・アプロー
チはとても良い方法であるということを実証するという、その重責
を担っているのだということを重く受け止めなければならない。
　そのためにはガスケの研修を受けたというだけでは何もならな
い。日々、研鑚が必要であります。
　一年目、二年目の助産師を先輩助産師がしっかりと指導して、ガ
スケ・アプローチをとりいれた育良のお産を確立していってほしい
と思います。
　そうすることがより一層、育良でお産をしてくださる方へのより
良いお産につながることは間違いありません。心してください。
　お産を卒業された絆の会員の方にもガス
ケ・アプローチの「ぺリネのエクササイズ」
教室を立ち上げるように頑張りたいと思いま
す。
　育良が日本の女性のぺリネを守る中心とな
って行けたら良いかなと思います。

（理事長　浦野 晴美）

貴重な体験をありがとうございました。
職場を体験するのが初めてだったため、
不安や緊張がとても多かったです。
受付の仕事も思った以上に大変でした。
私がこの職場で一番大変そうだなと思っ
たのは、助産師さんが手伝う出産のとき
です。
患者様の赤ちゃんはいつ産まれるのか詳
しくわからないので、急に産まれるとな
ると、とても大変になると思います。

私はこの職場で働く方々を見て、人や患
者様のために努力しているのだなという
ことがとても感じられました。
私は将来働きたいと思っている職場を体
験させていただけたので、今回の体験を
将来にいかせていけたらと思います。

中学生
職場体験
今年も、中学2年生の職場体験が
育良クリニックでも行われました！
体験後、お手紙をいただいたので
ご紹介させていただきます。



　産婦人科は、妊娠や困った症状などがないとなかなか受診しないもの
です。内診も何回行っても慣れるものではありません。しかし、何も症
状が無くても年一回は婦人科健診を受けるように強くお勧めします！学
校や会社で年一回以上健康診断があるのと同じように子宮と卵巣の
チェックも年一回は必要です。健診を受けることで、病気の早期発見に
つながり、昔だったら命を落とす病気も治療することが可能になってき
ました。どのような検査があるかと言うと、子宮頸がん検査と超音波検
査（エコー検査）の二つです。
　子宮頸がんは、症状を伴わずに進行してしまうために、見つかった時

には『もう手遅れ』や手術は出来たけれど子宮も卵巣も失うことになり、
子供を産むことが出来なくなってしまうなんてこともある怖い病気で
す。しかし、早期発見することによりもしも癌になってしまっても子宮
を温存できたり、完治を目指すことが出来る病気です。
　超音波の検査では、子宮と卵巣に物理的な異常がないかを見ることが
出来ます。例えば、卵巣腫瘍、子宮筋腫、子宮肉腫、子宮内膜症・・・
などなど色々なことが分かります。逆に言うと超音波検査をしないと、
分からないことが多いです（症状が出た時には、かなり増悪しているこ
ともあり、子宮や卵巣、最悪の場合命を失う危険もあります）。
　この二つの検査は、両方行っても1分以内に済みます。こんなに手軽
に受けられて、病気の予知能力の高い検査は他にはなかなかありません。
ですので、自分自身と家族の為に年一回は婦人科健診を受けて健康に暮
らしましょう！

Dr. 小磯紀
和子の

つれづれ子育て

石井先生の紹介

質問をすると、少し困ったようにハニカミながら答えて下さいました。
ちょっぴりシャイな印象ですが、時々見せる笑顔がとっても素敵な先生です。

お誕生日…
昭和24年1月18日

会員の皆様に一言…
子育てを楽しんで
下さいね！

血液型…
AB型

家族構成…
奥さまとお嬢様の3人家族

好きな食べ物…
和食

苦手なもの…
暑さ

休日の過ごし方…
お家でゴロゴロお住まい

世田谷区

好き嫌いはなく、外食はあ
まりしないそうですよ！

寒さはわりと耐えられるとのこと

学生時代はテニスをして
いたそうですが、今は運
動はしていません！

　皆様、いかがお過ごしでしょうか？
　この暑い中、子育てを頑張っていらっしゃる皆様は本当にすばらしい！！
　と、自負しながら猛暑を乗り越えて下さい。
　さて、前回はつわりに思い切りやられまくったことを綴りました。
　今回はその続きをちょっとだけ。
　つわりを乗り越えてからの私は、いつものハイテンションな人間へと戻
り、「切迫早産」という言葉とは無縁の毎日を過ごしました。
　34週までしっかりと当直をこなし（切迫早産になられた方、お腹が張る
方は私の真似は決してせず、安静にしてください）、安産目指して精力的
に動きまくりました。
　しかし！！ここで問題がっ。
　長女はなんと、35週の健診まで骨盤位。いわゆる逆子ちゃんだったの
です。
　逆子体操だけではなく、それまでは半信半疑だった鍼やらお灸やら色々
試しましたが、戻らず。
　当時は主人の仕事の関係で福岡におり、育良のように外回転術をしてい
る病院ではなかったため、逆子＝帝王切開だったのです。
　健診を受け、逆子と言われては涙。自分でエコーしては涙。。。
　普段、患者さんに「帝王切開も立派なお産です！！」と、豪語している
くせに実際は「帝王切開いやだー！！」と、心の中で叫んでいました。

　次の健診でも逆子だったらオペ日を決めよう！という段階の36週の健
診で娘はひょっこり頭位に戻っていました。
　そして、39週5日の未明に陣痛発来。それから7分おきの陣痛が遠のか
ず、縮まらず、分娩も進行せず。
　丸1日たったところで、陣痛促進剤を使用し、40時間の陣痛の末、子宮
口全開大後に会陰切開を入れて、吸引分娩でようやく娘に会えました。
　さて、陣痛中、私が何を考えていたかと言うと、ほとんど覚えていませ
んが、はっきりと覚えていることは、「自分は死んでもいいから、とにかく
赤ちゃんが元気に生まれるなら帝王切開でもなんでもいい」です。
　あんなに帝王切開は嫌だ。と、泣いていたくせに。。。
　職業の立場上、帝王切開のリスクもメリットも知っています。だからこ
そ余計に怖かった。
　でも、陣痛中の自分はまさか自分にそんなに母性があったなんて！と、
自分でもびっくりするくらい、私は母でした。
　実際に分娩を体験する前も帝王切開は立派なお産だ。と心から思ってい
ましたが、やっぱり自分の身に降りかかるとなると「こわい」が本音でした。
　しかし、その感情を実際に体験したからこそ、どんなお産だろうと、立
派なお産に間違いない！と本心から言えるようになりました。
　患者さんの妊娠も自分の妊娠も見ていて思うのは、1人1人、1回1回の
妊娠経過、お産がすべて違うな。ということです。
　切迫流早産を乗り越えてお産される方、予定日を過ぎてお産をされる方、
つるっと産む方、時間がかかる方、吸引分娩や帝王切開の方。。。
　それぞれの方がお産を乗り越えて今、大事な命を抱いているんだな〜。
と、思うと、ますます暑く、熱くなる今日この頃です。

以前より、当直で来て頂いてい
た石井康夫先生が、この4月よ
り副院長になりました～！　そ
こで、石井先生をご紹介いたし
ます！

Dr. 晃義の
婦人科健診の勧め婦人科健診の勧め
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医　師
武家尾　舞子 Dr．

医　師
尾西　芳子 Dr．

助産師
伊東　由佳さん
篠塚　幸子さん

受　付
尾村　佳奈子さん

パラメディカル
山本　直子さん

田中美咲紀ちゃん 田中　麗
ひかる

くん

2008年3月10日生まれ
育良クリニックでの入院生活はと
ても穏やかで、快適な日々、今で
も忘れられない良い思い出です。
入学から1週間、元気に通ってお
ります。

2008年3月26日生まれ
おてがみありがとう（美咲紀ちゃ
んが書いてくれました）
兄妹共に元気に育っています。

2008年2月27日生まれ
おかげ様で118㎝、24kgと大き
く育ちました。堂々とした1年生
です。

助産師
鳥丸　彩さん
　　　（9月から）

産休に入ります

☆春にお送りした入学お祝いカードに
かわいいお返事が届きました☆

岡野陽
は る

駿
と し

くん



９ヵ月ひよこの会

２ヵ月めだかの会

1歳お誕生会

4月

4月

6月5月
7月

4月

6月

6月 7月

7月

5月

5月

5月
6月

7月

みんなで1歳のお祝い
ができて良かったです。
嬉しい記念になりました！

とても良い気分転換にな
りました！手遊び、さっそ
くやってみます。

同じ月齢の赤ちゃんの成長
が見られて楽しかったです。
離乳食の悩みやアドバイス
が聞けて良かったです。



あとがき
　絆の会の皆様、毎日うだるような暑さですがお変わりありませんか？　理事長が巻頭言で書いておりますように、この夏ガスケ先
生の箱根への御接待に私も便乗させて頂き1泊2日の楽しい旅が実現いたしました。
　ガスケ先生は出産に関する独自の理論を持ち、各国の沢山の助産師さんに崇拝されていらっしゃる方と伺っていましたので「どん
な方なのかな？」と平凡な私は憶する気持ちでしたが、実際会ってお話ししてみますと実に気さくでチャーミングな方でした。一方、
良い意味で好奇心旺盛でエネルギッシュで前向きの姿勢には圧倒されつつ、是非見習いたいとは思いつつ、この暑さに負けているよ
うでは到底難しく、尊敬するだけに止めたいと思いました。
　もう一つ、恒例の育良の納涼会が7月24日に行われました。育良がオープンした時と同じ会場でしたので当時を振り返る事が出来ま
した。開業して初めての祝いの会は10人足らずのささやかさでしたが、現在は70人を越える優秀なスタッフに
恵まれています。日頃は制服のスタッフしか見ていない私ですが、私服を着ると別の人のように見え眩しい気
がしました。
　子連れママさんもいたりして慌ただしい毎日をやりくりして育良に馳せ参じていることが垣間みられました。
今、産科は人気のある医療分野ではないかもしれませんが、職員は新しい生命の誕生のお手伝いに喜々として
います。１人１人の職員に頭が下がり、感謝を忘れないようにしなければと強く思いました。
　どうぞ、皆様もこの夏を体に留意して元気に乗り越え楽しい夏休みにして下さい。

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

9月：	1　歳	 9月11日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 9月25日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 9月11日（木）10：00〜 11：30
10月：	1　歳	 10月 9日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 10月23日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 10月 9日（木）10：00〜 11：30

11月：	1　歳	 11月13日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 11月27日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 11月13日（木）10：00〜 11：30
12月：	1　歳	 12月11日（木）12：00〜 13：30
	 9ヶ月	 12月25日（木）10：00〜 11：30
	 2ヶ月	 12月11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
※予定ですので変更の可能性があります。集会の 2週間ほど前に対象の方にはお知らせさせて頂きます。

　絆の会の皆様こんにちは。
　まだまだ暑い日が続きそうですね。夏バテな
どしていませんか？育良でも先日、恒例の納涼
会が行われ、賑やかに暑気払いを行いました。
　さて、海に山に、夏休みにお出かけされる方
も多いのではないでしょうか？
　今回おすすめさせていただくのはBBQの出
来る貸別荘、千葉県にあるバーネットビレッジ
です！　広々とした芝生を囲むように平屋や2
階建てのカラフルな別荘が建っていて、別荘に
はそれぞれテラスが付いていてそこでBBQが
できます。屋根が付いていて多少の雨や強い日

差しが避けられます）。私が行ったのは梅雨の
真っ最中の平日でほぼ貸し切り状態でしたが、
雨にも降られず楽しめました。芝生で遊ぶ遊具
の貸し出しがあったり、夜は手持ちの花火もで
きたり、お子様やベビー連れも、それぞれのペ
ースで楽しめそうでしたよ！
　近くには九十九里の海もあるので、レジャー
に最適そうです。
　調理器具やタオルなども揃っているので、荷
物が少なく利用出来るのも嬉しいですよね。
　宿泊者が利用できるジャグジーもあります
よ〜

　ぜひ家族旅行の行き先に検討してみてくだ
さい。
　次の会報は12月の予定です。クリスマス会
のお知らせもあるかと思いますので楽しみに
していて下さいね。では皆様、冬号でお会いし
ましょう♪
★バーネットビレッジ★
http://www.burnet.jp/
〒289-1726　
千葉県山武郡横芝光町木戸 5143-1

育良スタッフ　M

　
編
集
後
記


