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　もうすぐ育良にとって20回目の目黒川の桜が花開き

ます。

　春以降の来年度は開設20周年に向けての最後の一年

となります。

　開業当時は精一杯でとても考えることすらありません

でしたが、5 〜 6年もたち余裕が出てきますと産科医と

しての引き際をいつにしようかと考えることもありまし

た。

　その当時、余裕ができたので外の仕事（医会などの役

員）をさせていただく機会も増え、今の私の年齢以上の

産科医たちに接することが多くなりそのような御話を聞

くこともありました。

　御存じのように開業医は勤務医と違い定年がありませ

ん。その時考えたのは、勤務医20年、開業医20年でした。

その最後の年がこれからの一年ということです。昨年ま

では全くそのつもりでおりました。そこで息子を少し早

いかなとは思いつつ院長として迎え、引き継ぐ準備をし

ております。職員や皆様のご協力もありまた本人も良く

頑張って順調に来ております。診療方針も少しづつ変え

ていき時代に即した診療内容にしようとしております。

　TOLACにしても前置胎盤の帝王切開にしても当院で

はもうやらない方向でいこうとおもっていますが、自己

血輸血のシステムを当院に作り上げようとしているので

どうなるか見ているところです。このように職員みんな

の意識が高まれば、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ことから必

要不可欠と考えられる方針変換は必要最小限になると思

います。

　院内環境も切り替え時と考え電子カルテへの切り替え

を来年しようと思っておりましたが新院長の考えから一

年早まり今年からとなりました。電カルには触らないで

済むと思っておりましたが思惑が外れてしまいました。

どうせ電カルになれなければならないならいっそのこと

もう少し現役を続けても良いかなと考え始めておりま

す。

　くだんの先輩産科医たちもなんだかんだと理由づけを

しては70、80と現役の方が多かったです。もちろん私

には健康上の理由がありますので（三高〜高血圧・高尿

酸血症・高脂血症に肥満ついでに糖尿病前症おまけに大

酒のみ、そうそう時には不整脈も）、せいぜい4 〜 5年で

しょうか。目標を25周年の記念式典と同時に去ることに

しようと考えました。何人かの職員はまだ居座るつもり

かとがっかりするかもしれませんが、この一年で考えて

みようと思います。

　「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、それらをクリアした「自

然分娩」だけは皆様に満足していただく必要があります。

職員が一丸となって皆その方向を「つ

ねに」向いて仕事が出来る組織になっ

たと私が判断した時こそ私が引退す

る時でしょう。

（理事長　浦野 晴美）

〜夏の紫外線から肌を守れ〜
　みなさんこんにちは。鍼灸師の山形です。
　春の風が快い季節となりましたね。お身体お変わりございま
せんか。
　これから紫外線強くなってきます。ダメージを受ける前に内
側から外側へ整えていきませんか？
　『艶（ツヤ）』トレンドワードですね。ツヤ肌・ツヤ髪。
　ツヤがあると、うるおいがあり、綺麗で若 し々く見せてくれ
ます。触れたくなるような肌、髪は誰しもの憧れかと思います。
　今回は「美ツボ」を紹介したいと思います。

Beauty News
四白「しはく」
�瞳孔の指1本分下
約1㎝
目の疲れ

三陰交「さんいんこう」
�内くるぶしの中心から
指幅4本上がったとこ
ろです。
ホルモンバランスを整
える。

腎兪「じんゆ」
直立した時、肘が脇
腹にあたる位置と同
じ高さの背骨から、
左右外側へ指幅2本
ずれたところにあり
ます。
髪、腰痛

地倉「ちそう」
唇の口角の外側すぐ横
口の周りのトラブル

合谷「ごうこく」
手のこうを上にして、親
指と人さし指の付け根の
あいだを指で押すと痛み
のあるところです。（両
手）
美肌、肩こり、べんぴ

湧泉「ゆうせん」
足のつま先からか
かとまでの約1/3
のことろにできる
くぼみの中です。
髪、子宮あたため、
その他、冷え、む
くみにも◎



お誕生日…
12月19日

会員の皆様へメッセージ…
まだまだ不慣れなことが
多いですが、
よろしくお願いいたします。

血液型…
Ｂ型

出身地…
新潟県

好きな事…
のんびりする事

苦手なもの…
納豆　
らっきょう

休日の過ごし方…
料理　小旅行

お住まい
目黒区

篠
ササク ラ

倉先生
の紹介

2月から新しく入った
篠倉先生を紹介させて
いただきます！

HAPPY
Birthday
理事長
2015.1.18理事長のお誕生日を

毎年スタッフ皆でお祝いしています 今年のプレゼントはカシミアの腹巻

Dr. 晃義の

中目黒
の
さくら

　今年も目黒川の桜が綺麗に咲いて、中目黒には大勢の方がお花
見にいらしてました。外来に通われている妊婦さん達もお散歩し
ながら帰るのを楽しみにされているようでした。
　桜と言えば日本人にとっては特別な存在です。平安時代から花
と言えば桜のことを指しますし、和歌でも『咲く』や『散る』と
言えば桜のことです。季節的にも試験などの合否を『さくらさく
（さくら散る）』と表現したりもしますね。文献にも古くからお花
見の習慣があったようで、豊臣秀吉が開いた醍醐の花見はとても
大規模なお花見だったようです。パッと咲いて、あっと言う間に
散ってしまうからこそ、日本人に愛されているのでしょうか。個
人的には花が散った後に新緑が芽吹いてくる力強い感じも好きで
す。まるで子供がどんどん成長していくような感じがします。お
花が散った後に青々と生い茂った葉っぱを是非ご覧になって下さ
い。但し、毛虫が降ってくることがあるのでご注意下さい。
　今年度も皆様やご家族の健康をお祈りしております。

お得意さま……九十九華子さん
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医　師
福田　正樹 Dr.
尾西　芳子 Dr.

医　師
篠倉　千早 Dr.
牧田　千恵 Dr.

助産師
宮入　愛さん
兵田　翠さん
山﨑実生さん

リネン
堀内美幸さん

サブマネージャー
久木田　路代さん

受　　付
石坂　佑香さん

助産師
早川　友香さん（4 月上旬〜）
廣野　優子さん（4 月下旬〜）

パラメディカル
見目　梨夏さん（4 月中旬〜）

助産師
富田　愛さん
渡邉　真弓さん
織田　友里さん

鍼灸師
安田　直子さん

復帰しました

産休に入ります

年に数件の双子の出産……な・の・に、1日差でやってきてくれました〜
時々、育良クリニックでは、そんなことが起きるんです

田中さん 森安さん

みんな育良っ子です!!

助産師の鳥丸彩さんが出産しました
昨年の11月25日に出産しました。里
帰り出産でしたが出産に時間がかかっ
たこともあり、たくさんの助産師さん
に助けられ、助産師という仕事の素晴
らしさを改めて感じました。今は毎日
育児に奮闘しています。しばらくは子
どもとの時間を大切に過ごして来年に
は復帰できるといいなと思っています
ので、その際はよろしくお願いします。

お得意さま……九十九華子さん

通常の医療機関にあっては、あまりつかいたく
ないコトバ。でも出産だと一気にステキになっ
ちゃいます。今日はみんなで妊婦健診のつき
そいです。すてきな笑顔がふえる日をスタッフ
一同心待ちにしているのでありました〜



育良っ子の小学校・中学校入学にオリジナルお祝いカードを
今年も理事長のメッセージ付きで送りました

去年送ったお祝いカードにこんなにかわいいお返
事をいただきました
『わたしがうまれてくるとき、たすけてくださり、
ありがとうございました。わたしはきょ年一年生に
なりました。そのときに、うらのせんせいからの
おいわいかーどがとどき、とてもうれしかったです。
せんせい、いつまでも、おげんきでいてください。』

入学お祝いカード

　11月に、目黒区立第一中学校1年生
3名による職場体験がありました。
　育良クリニックの各部署を体験し、
かわいい産まれ立ての赤ちゃんにも会
いました。
　この経験が彼女たちの未来に繋がる
と良いなと思った育良スタッフでした。

中学生からのお手紙
「先日は、お忙しいところ、私たちの
職場訪問のためにお時間をいただきま
してありがとうございました。
　お話を聞いていくと、お母さんにか
ける一言一言の言葉が傷つけてしまう
かもしれないので、一言一言を大切に
言葉をかけてあげるとおっしゃってい
ました。その言葉を聞いた時、私も分
からないところで傷つけてしまってる

ことがあるかもしれません。なので私
も一言一言を大切にかけていきたいで
す。産婦人科という仕事はすごく大変
ということが話を聞いて改めて分かり
ました。お話してくださったことを人
生に生かしてがんばっていきたいで
す。」

クリスマス会

ちょっと季節はずれとなりましたが、
恒例のクリスマス会が去年も 12/23 に行われました
ゲームや紙芝居、プレゼント交換ととっても楽しい時間となりました。
もちろんサンタさんも登場しましたよ！手作りのかわいいお菓子がいっぱい

中学生職場体験

山田さありちゃん



９ヵ月ひよこの会

２ヵ月めだかの会

1歳お誕生会

12月

12月

1月 2月 3月

12月 12月
1月

2月
2月

3月

1月

1月 2月

3月

絆の会今回で最後という事
で残念です。
とても楽しかったです。
ありがとうございました

家で一人で過ごす日々 で同
じ月齢の赤ちゃんと接す
る機会がなかったのでと
ても楽しくストレス発散に
なりました

いろんなお子さんの成長、違
いが見られて面白い&参考に
なりました。離乳食のステップ
アップのアドバイスも聞けて良
かったです



あとがき
　東京の桜も咲き始め、のどかな季節になりつつありますが絆の会員の皆様
にはお変わりございませんか？ 又、春は何かと節目に当る季節ですのでお忙
しいご日常をお過ごしではないでしょうか？ 卒業、入学もその一つで、皆様
のご家庭にもご成長の節目を迎えられるお子様もいらっしゃると思います。
　会報がお手元に届くのは4月中旬と聞いておりますので間に合いはしませ
んが「おめでとう」という気持ちで筆を執っております。
　さて今回は卒業、入学にまつわることで私の知人であるお2人のお母さん
を紹介します。
　1人目のお母さんは中学3年生のご長男の不登校を心配していらっしゃいま
したが、先日3月21日付の東京新聞の『不登校を克服して高校入試に合格』
という見出しに見入りましたのは、正にこのご長男の記事だったからです。
　新聞には滑舌の悪さを友達にからかわれ、学校に行けなくなっていました
が、校長先生を始めとし沢山の先生方の愛情とご尽力で困難を克服できたこ
とを書いてありました。勿論先生方のご尽力のお陰と思うと同時にこのお母
さんの影響も大きかったことがよくわかります。男子生徒のお母さんは忍耐
強く謙虚でやさしい方ですのできっと困難をのり越えてくれるだろうと思っ
ていた矢先の朗報でした。
　又、もう1人のお母さんは私と同世代の方ですので、随分以前の話になり
ます。
　その方のご長男もちょっとしたことがきっかけで中学を不登校になり高校
入試も不合格に終わりましたので先生も親御さんも大層心を痛められまし
た。クラスにはその方ともう1人入試に失敗した男子生徒がいました。合格
発表からまだほどない頃、謝恩会の返事をしなくてはならなくなりました。
友人は「合格して喜んでいる方達の中に入るのはみじめすぎる」と出席をこ
ばんだ男子生徒のお母さんに「わたし出席する。わたしの子どもの場合は不

登校で先生方にも迷惑をかけたから出席してお礼が言いたい」と説得すると
そのお母さんも欠席予定が出席に変わったということでした。
　担任の先生も意外だったらしく、とても喜んで頂いたことは勿論でしたが、
私は「先生にお礼を言いに行く」とは中々言える言葉ではないと感動したこ
とを覚えております。
　その後息子さんは中学浪人という厳しい1年を経て、コンピューター専門
の学校へ進み、立派な社会人になったと聞いております。
　友人は当時を振り返り「学校へ行かない息子を見るとせめる心がムクムク
と出て辛い日もあったけれど、息子を丸ごと全部引き受けようと決心し努力
して良いところだけみるよう心がけたこと。そして今はあの苦難が私と息子
を強くしたことに感謝している」と含蓄ある述懐をされました。
　皆様にもこれから先成長の為の試練がおとづれるかもしれませんので私が
強く印象に残った先人の言葉を紹介させて頂きます。
　「“育児”は“育自”ともつながり、子どもの前を歩けるようにまずは親が成長
すること。（女の子には耐える力）を（男の子にはやり抜く力）を育ててや
ることがどんな環境、境遇にもへこたれません」
と教えてもらい私自身が実行できたか疑問です
が、正に育児の妙諦と強く印象に残っております。
　お母様方はこれからが育児の正念場と思います
時、お子様とご一緒に多くのことをのり越えて頂
きたいと願っております。
　理事長も巻頭言で集大成に向かって頑張ってい
る様子がわかり、私もお手伝いできるよう努力し
てまいります。

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 婦人科 診察 診察 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 参加資格　絆の会会員で、集会月にその月齢にあたる方

　絆の会員の皆様こんにちは。
　やっと暖かくなってきましたね。皆様いか
がお過ごしですか?!
　4月に入ってすぐのお休みに上野公園へお
花見に行ってきました。
　今年の桜もとっても綺麗でした!! 目黒川の
桜も満開でとっても素敵でしたね。
　育良の入院部屋から目黒川の見えるお部屋
があり素敵です。4月の桜の時期にこのお部
屋に入った方はとてもラッキーですよ!!
　ところで、前号でお話ししました育良クリ

ニックの忘年会の事覚えていますか？ 今回
は会員の皆様に少しだけおすそ分け……
　美味しいお料理とお酒、みんなで考えた余
興の発表と毎年盛り上がっています。
　4月といってもまだ寒い日もあるので、体
調管理に気をつけてお過ごし下さい。
　次の会報は夏頃の予定です。皆様に楽しい
と思っていただける会報をお届けしたいと思
います。

スタッフM

　
編
集
後
記

めだかの会、ひよこの会、1才お誕生日会

5月：	 2ヶ月	 5月14日（木）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 5月28日（木）10：00〜 11：30
	 1　歳	 5月14日（木）12：00〜 13：30
6月：	 2ヶ月	 5月11日（月）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 5月25日（月）10：00〜 11：30
	 1　歳	 5月11日（月）12：00〜 13：30

7月：	 2ヶ月	 5月 9日（土）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 5月23日（土）10：00〜 11：30
	 1　歳	 5月 9日（土）12：00〜 13：30
8月：	 2ヶ月	 5月13日（水）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 5月27日（水）10：00〜 11：30
	 1　歳	 5月13日（水）12：00〜 13：30
9月：	 2ヶ月	 5月10日（日）10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 5月24日（日）10：00〜 11：30
	 1　歳	 5月10日（日）12：00〜 13：30


