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　ついこの前、夏号の巻頭言を書いたと思っていたらもう冬号に取り掛
からなくてはならないとは。本当にサイクルが短く感じられてなりません。
　今年に入り、開業以来保ってきた育良の診療方針を少しずつ修正して
きております。
　まず4月より骨盤位の経膣分娩を中止いたしました。最もこちらのほう
は3年前より骨盤位の場合には産婦さんのほうで帝王切開を希望される
方ばかりになってきたという現状があります。外回転術は8割から9割の
成功率ですが、最近ではその希望すらされない方も出てきておられます。
少しでも経膣分娩の可能性があればそんなに危険な手技ではないのでや
ってみる価値はあるのですが…。
　双胎も早産兆候や母体合併症が現れるぎりぎりまで当院で定期健診
をしていたのですがDD双胎以外は早めに高次施設に紹介するようにしま
した。中にはどうしてもぎりぎりまで当院に通院したいという方はおられ
ますがなかなか臨月まで何もないという方はおられません。昔はほとんど
が臨月近くまではもっていたのですが。
　双胎の分娩様式も今までは第一子が頭位であれば経膣分娩を試みた
のですが、いつの間にか第二子が逆子であれば予定の帝王切開となって
しまいました。逆子の経膣分娩をできる者が少なくなったのですから当然
と言えば当然ですが。
　TOLACも今のところはしておりますが、みなと相談して中止の方向に
持っていこうと思っております。その理由の一つに以前であれば前回は帝
王切開になったが今回は下から産みたいという気持ちを持って探しに探し
て当院にたどり着いた方のお世話をしていたのですが、そういう方も少な
くなって、「別にもう一度帝王切開でも良いけれど出来るのだったらしてみ
ようかな。」程度の気持ちの人が多くなったのと医療者も利用者も帝王切
開に対する気持ちの上でのハードルすなわちハイリスクであるとの認識
が低くなったと私が感じるからです。
　前置胎盤にしても方針変換するまでもなく、うちで分娩できるかどうか
検討することなく私の知らないところで積極的に高次医療施設に紹介し
ていっております。理由は自己血輸血が当院では出来ないということで
すが、前置胎盤の帝王切開イコール輸血ではないのです。そこまで心配
ならば自己血輸血のシステムを当院に作り上げても良いのですがどうで
しょうか。
　このように書いていきますとなにやら委縮医療のように見えますが、私
の中では決してそんなことはなく時代に即した診療方針の変換と考えてお
ります。妊産婦の方々のニーズと当院の他の医師の医療に関する方針
が変化してきている以上、必要不可欠な方針変換と考えているからです。
　方針変更したとはいえ安全面を損なっているわけではありません。4月
より加わった石井先生は日赤医療センター時代の私の同僚で産婦人科
部長まで務めた医師です。責任感も強い方ですので育良の安全性はは
るかに向上していると言えましょう。

　随分いろいろと方針変更をしますが、育良理念である「安全な環境の
もとでの自然分娩」だけは不変でなくてはなりません。
　これだけはぶれてはいけない部分です。「安全な環境」を維持するた
めに時々刻々時代に即した診療方針の変更は行っても、それをクリアし
た「自然分娩」だけは今までどおりいや今まで以上に追求し皆様に満足
していただく必要があります。
　そのための大きな原動力になるのが「ガスケ＝アプローチ」だと思い
ます。より良質な「自然分娩」。そのカギは「ガスケ＝アプローチ」に
あります。
「ガスケ＝アプローチ」は残念ながらまだまだ一般的には知られており
ませんが、骨盤底筋を傷めない、すなわち産後に（年をとってから）尿
失禁や子宮脱にならないためのお産の為のアプローチです（正確にはそ
れだけではないようなのですが）。
　それを知る助産師や理学療法士は自腹を切ってでも競ってそれを習得
したいと思っているそうです。人によってはフランスに直接習いに行こう
とフランス語を学習している人もいるそうです。
　育良では元職員であった内山助産師やガスケ先生本人の御好意から
ガスケの研修をより参加しやすくなっているのです。その上、組織として「ガ
スケ＝アプローチ」に取り組む姿勢ですので黙っていても研修を受ける
ことができます。
　診療方針の変更によって医療行為にさほどその他の産院との差別化
が難しくなってきた今日、「ガスケ=アプローチ」に基づいた自然分娩に
育良の特徴を求める必要があります。
　育良の助産師は「ガスケ=アプローチ」に基づく自然分娩がいかに
理にかなっている方法であるか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。もともと育良の助産師は開院以来、その
技術そして人柄において皆様から広く支持され続けております。そのよう
な助産師がいる限り育良での「ガスケ=アプローチ」に基づく自然分娩
は根付くはずです。ぜひとも「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）

　みなさん、こんにちは鍼灸マッサージ師の安田です。
　朝お布団からでるのが辛い季節になってきましたね。体調を崩したりし
ていませんか？
　私は最近、友人の強い勧めで、眠い目をこすりながら早朝（6 時～）の
キックボクシングの体験に行ってきました。スパーリングを15人ぐらいで 1
人 1分間×5セット等々…、本当に爽やかで良い汗かかせていただきまし
た。（残念ながら意志の弱い私の早起きはこの日1日で終了しましたが…）
　その日の夜は、自分の手足に鍼灸して熟睡、なんとか筋肉痛を逃れる
ことができました。
　皆さんも秋に出やすい夏の疲れや冬の冷え対策に下記のツボをおすす
めします。

Beauty News

太渓…�内くるぶしの中心
とアキレス腱の中
央のくぼみ。

　　　�腎臓に働きかける。

中かん…�ミゾオチとヘソを
結んだ線の中央、
ヘソから指5本上。

　　　　�胃腸の働きを整え
ます。

関元…�おへそから指4
本上。

　　　�元気をつくりだ
す根本のツボ。

大椎…�頭をさげた時に
出っ張るおおき
な骨の上にある
くぼみ。

　　　�熱や喉痛、頭痛。

湧泉…�足底の中心よ
り前の方、第
2と第 3の指
の骨の間で少
しくぼんだと
ころ。

　　　�足の冷えに効
果。

三陰交…�内側のくるぶしか
ら指4本上。

　　　　�冷え、婦人科疾患
全般。



　平成26年4月から育良クリニックに勤務して半年以上となりました。
ただ、残念ながら？十歳で、このクリニックでは新人というだけです。
今までの勤務と何が最も違うか、というと休日です。長年休日は土・日
曜日で、平日が勤務日でした。今の休日は火曜日と土曜日です。実はこ
この前に2年間勤務していた病院でも日曜日は勤務で、休日はここと異
なりますが、同様の勤務でした。当初は曜日の感覚がまったく異なり、
身体がうまく順応しませんでした。日曜日に働く人は世の中に大勢いま
すが、私は長年日曜日が休み、との習慣がついていましたので、日曜日
の朝に通常通りに起きることがしっくりしませんでした。テレビは日曜
日の番組ですし、時間の感覚が平日と違います。逆に平日休日の朝はゆ
っくりでいいのですが、普通通りに目が覚めます。テレビも平日の番組
で休日の感覚はありません。ですので、一週間の始まり・終わりの区切
りがつきませんでした。今でも完全には慣れていません。
　しかし、良いこともあります。日曜日の出勤の時の電車はすいていま
す。また、平日の休日は普段できない用事ができます。例えば役所の手
続きなどです。行楽地も混んでいないのでゆっくりできます。
　さて、勤務ですが、私の意識では一週間は水曜日から始まります。朝

は5時半頃に起きて、お茶を飲みながら、新聞やテレビでその時のニュ
ースを見ます。食事はたいていご飯ですが、時々はパンにしています。
そのあとは特製のジュースです。特製といっても、人参、リンゴ、バナナ、
レモンに、ヨーグルトと豆乳を入れてミックスしたものです。7時過ぎ
に家を出て、小田急線で代々木上原駅に行き、千代田線に乗り換えます。
明治神宮前駅に出て、東急線に直通のメトロで中目黒駅に着きます。他
のルートとしては、下北沢駅で井の頭線に乗り換えて渋谷駅に出て、東
急線でも通えます。しかし、下北沢駅も東急渋谷駅も新しくなり、両駅
とも地下深く、狭い通路で混雑して大変です。余談ですが、電車の中で
スマホをしている人の多いこと。混んでいる時にはやめて欲しいもので
す。ちなみに私は昔ながらのガラ系携帯で不自由ありません。
　平日の診療は9時にミーティングがあり、分娩進行中など入院中の患
者さんについて、浦野理事長の方針を確認してから始まります。妊婦さ
んの健診だけでなく、子宮癌検診、不妊の方、その他いろいろな症状や
相談でこられます。午前の外来は午後1時前に終わり、それから昼食に
します。私は買いに行くのが面倒ですので病院食を頼んでいます。野菜
が豊富で、魚料理が多くて美味しいですし、気に入っています。2時か
らは午後の外来で、5時過ぎまであります。分娩や帝王切開などは随時
呼ばれますが、なければ一日の終了となります。ただ、週に1〜 2回、
5時から7時までの夕方の診察と、当直があります。
　帰りは朝と逆のコースで帰ります。夕食を食べ、お風呂に入って、お
休みなさい。また、あした。

お誕生日…
7月16日

会員の皆様へメッセージ…
産婦人科医としてお産の後も皆さんの身
体をずっと守り続ける『女性のかかりつ
け医』でありたいと思っています。友だ
ちの所へ遊びに行くような気軽な気持ち
で相談にいらして下さいね。

血液型…
O型

出身地…
大阪府

好きな事…
人を治す事

苦手なもの…
天ぷら

休日の過ごし方…
計画を立てて動く事が多
いです。ランチに出かけ
たり、街でブラブラお買
い物をしたり、お料理を
したり、ヴァイオリン（ピ
アノ）を弾いたり。。。。
たまにはぼーっと空を眺
めていたり。。。。
他はもっぱら医学書を読
んで過ごしています。
本当は旅行にも行きたい
のですが。。。。

お住まい
港区

　絆の会の皆さん、こんにちは！　この何日か、ほんとうに寒くなってき
ましたね。ようやく本格的な冬到来、あたたかいご飯がうれしい季節です。
　我が家には、４歳の長女１歳の次女、それに主人がわたしのご飯を待っ
ています。みんなよく食べる家族なので、仕事のある日は帰宅後がいちば
ん忙しい！！　テレビも見ずに、一心不乱にまな板に向かいます。こんな
生活が4年になりまして、少しずつですがコツもつかめてきました。主婦
としてはまだまだ若輩者のつぶやきですが、今日も小さいお子さんと格闘
しながらご飯を作っている仲間のお母さん方に、少しだけマイルールをご
紹介します。

①とにかく、できるだけ大量に作る！！　そして2〜3日で食べきるべし！
　本来なら４人分で足りる所ですが、ほぼ倍量は作ります。そして翌朝の
一品か、お夕飯の足しに。これがあるだけで、毎日おかずの品数が倍になる！
ちなみに、わたしは冷凍をしないことにしています。冷凍すると、どうし
ても味と食感が落ちる気がするのと、冷凍庫の中身を把握できずにいつも
「凍らせっぱなし」になってしまうので……。大量の凍った食べ物を何度も
苦い思いで捨てた挙句に決めたルールです。

②旬の食材を、できるだけ加工せずにいただくべし！
　旬のお野菜や魚は、ゆでるだけ、焼くだけ、極端なことを言えば切って

お皿に並べるだけでも立派な一品になります。今のブームはカブですね。
美味しい八百屋さんで手に入れて、白みそ仕立てに。毎週テーブルに乗せ
ても、おいしいので飽きがきません。そんなですので、初夏にはそらまめ（魚
焼きグリルで軽くこげ目がつくくらい焼いて、塩をつけていただきます）、
夏には枝豆（これは、産地が違うと別のお野菜！ってくらい味も違うので
面白いのです）が毎日しつこく出てきます。あと、なにかで三越なんかに
行く用事があったら、もうぜったいに地下へゴー！　焼くだけで絶品の切
り身や生魚、アサリやシジミもよそとは一味違うので、寄る価値ありです。

③調味料にはこだわるべし！
「できるだけ加工せず」の一環なのですが、調味料にいいものを使うと、
お醤油をかけただけでも立派なお料理になるのがあら不思議。調味料は、
購入する際に試食ができないのが難点ですが、あえて乱暴な意見を言わせ
ていただくと、お値段がよいものはお味もそれなりに良いと思います。あ
とは、お料理好きのお友達に紹介していただく手も。わたしからのピカイ
チのおすすめは、松本市の大久保醸造という会社のお醤油！　お味噌もす
ばらしいです。ご主人いわく、「うちの味噌や醤油の醸造過程を新宿から
松本までの電車とすると、他のとこは八王子くらいで途中下車させちゃっ
てるみたいなもん」とのことで、しっかりとタンパク質がアミノ酸に変わ
っているうまみがあります（まるで良質な味の素みたいな）。ご興味ある
方はぜひ。渋谷の東急（辰己芳子さんのお店）で扱っています。
　下の娘がさっそくノロウィルスをもらってきてしまい、大急ぎで遅れた
原稿を書きました。
　まだまだお話したいことも山盛りですが、またぜひ次の機会に。

Dr. 石井の

新人医師のある一日

尾西先生
の紹介

マイルール
Dr. 出澤美央子の

おすそわけ

8月から新しく入った
とっても素敵な尾西先生を
ご紹介させていただきます！



　ガスケアプローチとは、姿勢と呼吸を正してペリ
ネ（骨盤底筋群などの総称）に働きかけるものです。
　ペリネをきゅっと締めるだけでは、ペリネの問題
は解決されません。正しくペリネを動かすことで、
しなやかなペリネを作ることが出産後の女性に高頻
度に見られる尿漏れや子宮脱などの予防につながり
ます。
　クラスでは、産後のエクササイズだけでなく日常
生活全体の中で、姿勢と呼吸を整え、腹圧をコント
ロールし、しなやかなペリネをつくることをお伝え
しています。
　このしなやかなペリネを作るためには、体幹のイ
ンナーマッスルも整える必要があり、産後の体型づ
くりにも役立ちます。
　是非、ペリネを守りつつきれいなボディラインを
つくるために、ガスケアプローチを一緒に感じてみ
ませんか。

＊�ご予約に関してはホームページをご覧ください。基本、
産後1年以内が対象ですが、複数回の受講が可能であれ
ば1年以降の方も大きな効果はありますのでぜひご参加
ください。
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医　師
小磯　紀和子先生

看護師
垣内　加寿子さん

助産師
高橋　春香さん
中垣　友子さん
川畑　恵子さん

（乳児健診担当で戻ってきました。）

サブマネージャー
田中　三恵さん

パラメディカル
久木田路代さん

受　付
石坂　佑香さん

産 休 中

平成26年度
自衛消防活動審査会にて

平成26年9月17日、ダイエー碑文谷駐車場
において、自衛消防活動審査会が行われま
した。目黒消防署管内のうち、34隊97名
の皆さんの中から、初出場、女子の部で優
勝を果たしました。『安全・安心』を心掛
けている日頃の成果です！！

優勝



２ヵ月めだかの会

９ヵ月ひよこの会

1歳お誕生会

11月

10月

8月

9月

8月
9月

10月

8月

9月

10月

10月

11月

11月

ようやく1才を迎え、皆さん
と一緒に交流できてとても楽
しかったです！　育良に来る
機会がなくなり寂しいです。

同じ月齢の子たちが集まると
本当にかわいいですね！離乳
食も気長に頑張ります！

色々 な赤ちゃんに会えてお母さ
ん達のお話が聞けて良かった
です！　同じ病院で産まれたご
縁を大事にしていきたいです。

9月

11月



あとがき
絆の会の会員の皆様お変わりありませんか？
　今年も冬号を書く季節（11月）に入り、つくづく時の過ぎるのははやい
ものだと感じます。
　育良も平成28年3月、あと2年足らずで満20年を迎えますが、長かった
ようでアッという間だったような気もいたします。
　18年前代官山の鑓ヶ崎交差点そばの育良ビルで開業した当時、少子化
がとりあげられるようになり、患者様を『とりあう』ような時代でした。
　現在も少子化には歯どめが効かない状況ですが、逆に出産をとり扱う
産科が減り、『出産難民』という言葉も産まれました。
　このように18年の間に、お産を取りまく環境も大きく様変わりしてきまし
たので勿論医療の面でも変えなくてはいけないこともあることと思います。
　しかしながら私が肌で感じてきた育良の素晴らしさのひとつに医療者と
患者様が一体となって“出産”という輝かしい時を体験する、担当の助産師
が「いいお産でしたね」と言いますと、患者様から「大満足の出産でした」
と答えが返ってくる、そういう光景を何度も目のあたりにしました。
　長時間陣痛に耐えた後の出産の方と、担当した助産師の双方に疲労の
色は見えましたが、それ以上に一体となって大仕事を成し遂げた喜びの方
が勝っていたように感じます。
　草創期の頃あるベテランの助産師が「患者様の産もうとする力を最大限
に引き出すのが私達の役割り、呼吸がピッタリあって出産に臨めた時、『助

産師になってよかったなぁ』と思います。」と言ってくれた言葉を脳裏には
っきりと思い起こすことができます。
　現に心に残った出産をされた患者様から折りにふれ中学生、高校生、
大学生にもなったお子様の成長ぶりのお便りをいただきます。時これも育
良ならではの特長と思いが至ります。
　又、過去に特ダネという番組でとり上げて頂いていますが、出演した助
産師が「『お産のプロは助産師』と医師から信頼されてまかせてもらえる
育良の方針にこれからも頑張って応えていきたい」と育良の出産方針を紹
介してくれました。
　理事長は「安全な環境のもとでの自然分娩」を提唱して育良を開きまし
た。安全を確認しながら待つお産は結構大変なことで理想でしかないと
思われる方もいらっしゃるかと思いますが、変え
てはいけない理念を大黒柱にして今後も職員一
同、一致団結して育良を盛りあげていきたいと
願っています。
　寒さ厳しくなりますが、この号が届く頃クリス
マスも近くなっていると思います。
　お身体お大事にして楽しい季節をお過ごしに
なり良いお年をお迎え下さい。

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

1月：	 2ヶ月	 8日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 22日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 8日	 12：00〜 13：30
2月：	 2ヶ月	 12日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 26日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 12日	 12：00〜 13：30
3月：	 2ヶ月	 12日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 26日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 12日	 12：00〜 13：30
4月：	 2ヶ月	 9日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 23日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 9日	 12：00〜 13：30
5月：	 2ヶ月	 14日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 28日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 14日	 12：00〜 13：30
6月：	 2ヶ月	 11日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 25日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 11日	 10：00〜 11：30
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絆の会員の皆様こんにちは
　だんだんと寒くなってきて、冬らしくなって
きましたね。
　12月はイベントも盛りだくさん！！　会員の
皆様はどんなイベントの計画をたてています
か？　育良クリニックでも恒例のクリスマス
会を12/23に予定しております。サンタさんも
登場するとても楽しい会です。抽選になるので
参加希望の方は忘れずにご応募下さいね！
　ちなみに恒例の忘年会も予定していて、余興
の練習に追われています。
　12月は楽しみいっぱいですね！

　そして育良クリニックのすぐそばの目黒川
では、今年から『青の洞窟』というイルミネー
ションのイベントやっていますね。私もほんの
少しですが仕事帰りに立ち寄ってみました。
　春の桜とはまた違った感じで、青のライトが
寒空にとってもマッチしていて素敵でした。
　ただ、やっぱり寒いですよね。見に行かれる
方は暖かくしてお出かけ下さいね。（ライトア
ップは21時までのようです）
　あと1ヶ月で2014年も終わってしまいます。
個人的に1年を振返ってみますと、子供のよう
に日々成長とはいかず、去年の自分と何も変わ

っていないことに今更少し焦っておりますが、
笑顔の多い楽しい1年だったと思い、良しとし
ようと思います！
　みな様、絆の会報はこの1年間いかがでした
か？少し早いですが、今年1年会報を読んで頂
き、ありがとうございました。
　来年も皆様に楽しく読んで頂ける会報を目
指して頑張ります。2015年、皆様にとって素
敵な1年になりますように…☆

� スタッフM
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集
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内容　サンタ登場　プレゼント交換 etc
毎年人気のクリスマス会を今年も�
12/23（火）10：30〜 12：30に開催いたします！
対象者：応募者の中から抽選で 10組�
　　　　（※ 2才以上〜未就学児とします）
※�参加するお子様の人数× 500 円相当のプレゼントをご持参
いただきます
※�この案内をもって募集としますので、参加ご希望の方は
12/16（火）までに参加者全員の氏名、連絡先、お子様の年
齢を明記の上、往復ハガキにてお申し込みください
　ご当選の方には後日詳細をそえてご連絡いたします。
〈宛て先〉〒 153-0051
東京都目黒区上目黒 1-26-1　中目黒アトラスタワー 5F
育良クリニック　絆「クリスマス会」係　まで

クリスマス会のお知らせ


