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　夏号の巻頭言を書いた時にはこの秋で移転5周年と書きました
が実は6周年であることが発覚いたしました。教えてくれたのはリ
ネンの木村さんです。
　木村さんだけが移転の日を覚えており、その日に教えてくれま
した。さらに6周年であることも。てっきり5周年だとばかり思っ
ていた私は少しぼけて来たのかもしれません。
　ボケが高じたためか最近外に出るのがおっくうになり、はたま
た外の刺激を受けなくなったからボケが生じたのかはわかりませ
んが、最近家でテレビを見る機会も多くなりました。
　以前はNHKの大河ドラマか朝ドラぐらいしか観ることもありま
せんでしたが、今「下町ロケット」と「こうのどり」にはまって
おります。いずれもまだ2，3回観た程度ですが、今ではHDDに
連続録画するほどです。
　はじめは何気なく観た「下町ロケット」ですが、小さな町工場
が大企業にも負けないすごい技術を持っていることそして主人公
である社長が抱くいろいろな思いを工場のみんなが支えてそれを
実現化することを中心にいろいろな物語が展開します。
　このところ時代に即した変更とは思いつつもいろいろな診療方
針を変更した私には何ともうらやましいドラマではありますが、
考えを変えれば育良にはまだまだすごい特徴があります。
　骨盤位の経膣分娩はやめてもあまり他ではやっていない外回
転術があります。帝王切開後の経膣分娩もまだすべて行わない
わけではありません。真剣に帝王切開後経膣分娩を目指したい
御夫婦に提供していきます。「子連れ入院」も入院している時ぐ
らいは赤ちゃんと二人きりでゆっくりしたいと利用されない方もい
らっしゃいますが、その時、その時の状況によっていつでも泊れ
ますよというシステムは母とお子さんにとって本当に良い環境だ
と思います。
「家族入院」も一家全員で生まれてくる赤ちゃんを迎えてあげる
こともできるし、初めて赤ちゃんを迎える新米パパもママと一緒
になって赤ちゃんのお世話になれることができる素晴らしい環境
を提供しています。
　本来の目的であるお母さんと赤ちゃんだけをお世話するだけで

あればそれだけ全職員の負担も軽くなるということは容易に想像
できます。しかし皆様に喜んでいただきたいという気持ちからこ
れらのシステムを考え維持しております。
　このようなことができるのも育良の助産師をはじめとした全職
員がしっかりと私の思いを受け止めそれらを実行維持してくれて
いるおかげだと思います。職種こそ違えまさに「下町ロケット」
の佃製作所です。
　育良の理念である「安全な環境のもとでの自然分娩」は「育
良品質」「育良プライド」ではありませんか。
「こうのどり」は孫娘がお気に入りで一緒に観たのが始まりでし
たが、医療的にもとてもしっかりした内容でたちまち私もファンに
なりました。前回は産科医と助産師の関係、そして帝王切開が中
心となり物語が進行いたしました。
「最終的にすべての責任を取るのは助産師ではなく産科医なん
です。」と言われ落ち込む小松助産師に主人公のコウノトリ先生
が、「生まれたいと願う赤ちゃんにお母さんが力を貸してそれを取
り上げるのが助産師さんです。僕たちはもしもの時に動くだけ。
小松さんたち助産師さんたちがいなかったら出産は成り立たない
んですよ。」と言って力づけますが、まさに育良の方針そのもの
です。
　帝王切開になってしまって悔み、自分を責めるお母さんには、

「帝王切開だって立派なお産です。」と主人公が手術中に言いま
すが、育良では帝王切開になってしまったお母さんでもやれるだ
けのことはやったうえで帝王切開になることが多いので満足感は
高いはずです。これを私は「自然出産は出来なかったけど満足
出産でしたね。」と言ってます。
　助産院の問題もテーマになっていました。良い点、弱い部分語
られていましたが、思えばそもそも育良は病
院の強みと助産院のよさの良いとこどりを
目指して立ち上げました。
　これからも立ち上げのころの初心を忘れ
ずに生きたいと思います。

（理事長　浦野 晴美）

　みなさんこんにちは。錫灸師の小坂です。
　今年も残り1ヶ月となりました。はやいものですね……。今回、
私が紹介させていただきたいのが『むくみ』についてです！　特に
女性の方は悩みとして抱えている方が多いのではないでしょうか。
むくみの原因として冷えによる血行不良やデスクワークによる長時間
の同じ姿勢など。マッサージに行きたいけどなかなか行けない……
　そんな方にご自宅でできるお灸によるむくみケアをご紹介させて
いただきます。東洋医学では栄養水分の「消化」「吸収」「排泄」
をスムーズにすること、つまり内臓機能を高めるを大切にします。こ
の内臓機能を高めるツボは足の内側にあり、むくみ解消の主なツボ
になります。

　この 4 つのツボに
お灸をしていただける
とむくみもスッキリし
ます。むくみの改善
だけでなく冷えの改
善やリフレッシュ効果
もあるので試してみて
ください！　やり方や
ツボの位置など分か
らないことがあれば
ビューティースタッフ
にお気軽にご相談し
てください。

Beauty News 三陰交（さんいんこう）
内くるぶしから指幅4本上がっ
た所。冷えが原因のときに。

太渓（たいけい）
アキレス腱と内くるぶしの間に
あるツボ。

太白（たいはく）
足の第一指に大きな関節があり
その後方にあるツボ。

湧泉（ゆうせん）
つま先からかかとまでの3分
の1の所にあるくぼみ。

脾経 腎経



寒さも厳しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　今年は暖冬とのことでミートテックを着た私としては、過ごしに
くい冬になりそうです。現在ミートテックを脱ぐプロジェクトが進
んでいますので、ご期待ください。
　皆さんは現在TBSで放送されている（これの絆の会がお手元に届
く頃には終わっているかもしれませんが）『コウノドリ』はご覧にな
りましたか？　産婦人科の中では賛否両論有りますが、おおむね好
評です。この『コウノドリ』は原作モーニングという雑誌に連載さ
れている漫画で、原作者は鈴ノ木ユウ先生です。一話だけ読んだ後
一気に大人買いしてしまい、一気に読んでしまいました。是非皆さ
んも一読していただくとありがたいですが、その漫画に書かれてい
るケースはまれなケースも含まれており、周産期のすべてではない
ことを先にお断りしておきます。現在私の漫画は行方不明で育良ク
リニックのスタッフの誰かが見ているはずです。
　先日学会で『コウノドリ』の原作者鈴ノ木ユウ先生の対談を生で
見ることができました。奥さんの妊娠出産を出産後に奥さんから聞
いて、『これについて書かないといけない！』と思ったのが始まりだ
そうです。また、あの一話一話は、先生が取材され担当の編集者と0
から作っているとのこと。あのリアリティーの高い内容を0から作っ
ている作者に学会場にいた医師や助産師は驚きを隠せなかったです。
　対話後にサイン会が有ったのですが、並んでいる皆さんが主人公
の鴻鳥 サクラ（こうのとり さくら）の横顔を書いてもらっていたの
ですが、私の番になったらつい、『小松助産師の大ファンです。』と
言ってしまったため、私だけ小松助産師の似顔絵になってしまいま
した。漫画の中に出てくる小松助産師は不器用ですが妊婦さんのこ
とを一番に考えてくれるすてきな人ですが、書いてもらった小松助
産師も不器用な顔に仕上がっていました。（笑）
　当院では小松助産師みたいな助産師がたくさんいて（不器用でな
い人も多いですよ。）、そのほか理事長や院長、その他の医師や他の
すべての業種のひとたちが一丸となって全力で妊婦さんやその家族、
そしてお腹の中の赤ちゃんにももちろんサポートしています。その
原動力は、やはり当院で生まれた子供たちにあると思います。われ
われの原動力も垣間見えますので是非、読んでいただければ幸いで
す。
　それでは日々の診療がんばります。しかし、そのTBSの『コウノ
ドリ』の影響で、最近では毎日心の中で（綾野剛には全く似ても似
つかない医師でごめんなさい。）と謝りながら、診療しています。（笑）
　それでは、年末年始にかかりますが暖かくしてお過ごしください。

　こんにちは！ 院長の浦野晃義です。
　今回は、外来で質問も多いインフルエンザワクチンに
ついてです。
　妊婦さんに「インフルエンザワクチンは受けた方がい
いですか？」と聞かれれば、「Yes!」です。ワクチンの
効果は、インフルエンザにかかりにくくなる、かかった
場合の重症化を防ぐという点です。特に免疫力の低下し
ている高齢者、乳幼児、妊婦はかかると大変なので接種
が推奨されています。
　「ワクチンは効かないのでは？」「ワクチン打ってもか
かったわ」という声も聞きますね。ワクチンは毎年研究
者が予測して作られていますが、ワクチンと違う型のイ
ンフルエンザにかかってしまったり、ワクチン接種後に
風邪にかかってしまったりすることが原因だと思われま
す。今年は去年よりワクチンに含まれる型が 1 種類増え

ています。予防のために家族皆が打つことを私は強くお
勧めします。
　また、他の感染症予防のためにも、基本は手洗いです。
外出先では携帯用のアルコール消毒液も持参されるとい
いですね。
　私は小学生の頃、6 年間真冬も短パン、ランニング、
裸足で一日も休むことなく登校したことで「健康優良児」
として表彰されました。見るからに寒そう（実際に凄く
寒くて我慢していました）で可哀想な子どもに周りには
思われていたでしょう。しかも、肥満児で年中青っ鼻を
垂らしていましたから、どこが健康優良児だったのでしょ
う。自分でも、なぜあんな格
好をしていたのか分からない
のですよね。恐らく母が衣料
を揃えるのが面倒だったので
しょう。お陰で、寒さに強く
はなりましたが、皆さまには
お勧めできません。

宛先
〒153-0051　�目黒区上目黒1-26-1　�

中目黒アトラスタワー5F　�
絆の会報投稿係　宛

　e-mail:kizuna@ikuryo.or.jp　
　件名に ｢絆の会報投稿｣ とお入れ下さい。

Dr. 寺田のつれづれ日記

Dr. あきよしの
インフルエンザ予防接種のすすめ
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サブマネージャー
久木田路代さん

（１月末まで）

受付
石田　真紀さん

（武蔵小杉 LC 勤務となります）

MW
兵田　翠さん

助産師
諏訪田悦子さん

（１月中旬より）

受付
金子麻耶奈さん

リネン
加藤美濃里さん

産休に入ります
受　付

秋山智映子さん
村山恵里奈さん

助産師
内海ゆきえさん
杉下真未さん

『絆の会のみなさん、お元気ですか。8月20日に次男を出産
いたしました。健診や、公共施設、道端などでお会いし、い
ろいろとお気遣いいただいた方、お祝いの言葉をかけていた
だいた方、ありがとうございました。
　育児を楽しみながら、少しでもお役に立てるよう、仕事復
帰の準備していきたいと思います。

絆の会員の皆様。いつも会報をお読み頂きましてありがとうございます。
会員の皆様にお知らせです。次回号から、皆様の日常生活で

☆お便り募集☆ 育良ママさん達からのメッセージ
お待ちしております！！

宛先
〒153-0051　�目黒区上目黒1-26-1　�

中目黒アトラスタワー5F　�
絆の会報投稿係　宛

　e-mail:kizuna@ikuryo.or.jp　
　件名に ｢絆の会報投稿｣ とお入れ下さい。

などの記事を載せていきたいなと考え
てます。皆様からのお便り、メールお
待ちしております。（沢山のご応募があ
りました時にはこちらで選ばせて頂き
ます。ご応募頂きました写真や資料は
ご返却できませんのでご注意下さい。)

1.出産の時の出来事。 2.�こんな嬉しい事ありまし
た！ (ベビーちゃんの事とか
育良クリニックでの事とか)

3.�こんなサークルやってるので参加しま
せんか？　などのお知らせ。(営業目的
の宣伝などはお断りさせて頂きます)

助産師の谷内法子さんが
出産しました！



２ヵ月めだかの会

９ヵ月ひよこの会

1歳お誕生会 10月

9月

8月

11月

8月 9月 10月

8月

10月

9月

11月

他の子どもたちの成長も見ら
れて、一緒に1歳のお祝い
が出来てうれしく、楽しい時
間でした！

同じ時期に出産したママさん
達と顔を合わせられるのはと
ても心強いです。離乳食の
悩みも相談出来て良かった！

お出かけのきっかけになって良
かったです！色々 な情報交換が
出来て気分転換にありました

11月



あとがき
　絆の会の会員の皆様、今年も残り少なくなって寒さ厳しくなりました。
又、年末とあってお忙しい毎日をお過ごしのことと思います。
　理事長の巻頭言を読み一年振り返りますと、今年度進化した面も
ありやむなく変更せざるを得なかった事案もあります。しかしながら
テレビで紹介して頂いた芸能人のある患者様に育良の出産は「法律
に反さないこと」と「安全性が確認される出産」この2つが守られれば、
よっぽど突飛なことでない限り受け入れます。と言いヘルメットを被っ
ての出産を受け入れた通り19年前の開院時、スローガンは一言で言え
ば【安全な環境の元での自然分娩】でした。時代と共に自然分娩の
数値は下がったかもしれませんが理事長が理念を変えないでいられ
るのは沢山の職員が育良を支えてくれているお蔭だと感謝します。
　リネンの木村さんは開業当初から在職してくれている、関助産師に
ついで3 ヵ月遅れの2番目の古参職員でなにより育良クリニックを愛し
てくれ頑張ってくれています。
　自分の生活の為や自身のスキルアップの為だけに働くのが当然だと
思われますのに、育良には他にも骨身を惜しまず働いてくれている職
員が多い事は他の組織に追随を許さない特長だと自負しております。

　また今年4月九十九様は育
良で6番目のお子様にあたる
暁人君を出産されました。
少子化の現在6人を出産され
ることも素晴らしいことです
し、育良クリニックが好きで
なかったら6人の子全員を育
良で産まなっかたであろうと
思います時、今年度の嬉し
い育良歴史の１コマとなりました。
　来年の春育良クリニックは20周年を迎えます。
　新しい年が皆様にとって輝かしい年になりま
すように、又大勢になった職員が育良理念にそ
って同じ方向を向いて頑張れますよう、私自身
も努力精進しなければと思います。
　お身体に気をつけてよ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。

GM　浦野 良江
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1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
2月：	 2ヶ月	 11日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 25日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 11日	 12：00〜 13：30
3月：	 2ヶ月	 10日	 10：00〜 11：30
	 9ヶ月	 24日	 10：00〜 11：30
	 1　才	 10日	 12：00〜 13：30
4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
5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
6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

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
。

　絆の会員の皆様！！　寒くなってきて、
いよいよ冬本番ですね。
　風邪などひかれていないですか？
　夏号でお伝えしていた編み物教室を数
回、開催致しました！！
　ほとんど初心者のメンバーでしたが、先
生に教えてもらいながら、カバン作れまし
たよー！
　その後、みんな編み物にはまってしまい、

ポーチやマフラーも編んじゃいました。
　編み物もさることながら、合間のティー
タイムも楽しかったりするんですよね～
　そして、12月と言えば忘年会！今年も育
良忘年会での余興練習が始まっています。
　次号でご報告させていただきますね。
　これからますます寒くなりますが、会員
の皆様、体調崩されないようお過ごし下さ
いね

　
編
集
後
記

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

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（水）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（水）までに参加者全員の氏名、連絡先、お子様の年
齢をご記入の上、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


