
授乳期のママをサポートしてくれる最強の
おっぱいハーブティーです！
アップルピール・エルダーフラワー・レモ
ングラス・スーパールイボスの４種類をブ
レンドしました。
ルイボスは血液をサラサラにし、レモング
ラスは催乳作用がある為、母乳の出をよく
してくれる効果があり、授乳中のママにと
ってもおすすめ！　また、風邪予防にも効
果があるブレンドです。
当院のママスタッフも飲み、その効果を実
感しています☆
育良オリジナルハーブティーは、天日干し・
無添加・無農薬！　手間ひまかけている分、
味・香り・栄養が凝縮されています。
1袋2,199円で販売中♪気になる方はスタッ
フまでお声かけくださいね！

茶葉量　→　ティースプーン山盛り1杯（約3g）
お湯温度→　180～200㏄

①お湯は必ず熱湯で！　98℃が目安。
90℃だと風味と味が落ちる。これ大事！
②ティーポットに分量の茶葉を入れお湯を注いで
フタをして５分蒸らします。市販のものは物によ
って３～５分ですが育良のハーブティーは５分！
③ティーコゼがあれば尚よし！
ティーコゼとは紅茶などを保温するためにポッ
トごとくるむカバーのこと。
これがあるのとないのとでは結構違います！
保温と蒸気を逃がさない効果で味と香りが引き
立ちます。
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　育良・絆の会の皆様、お変わりございませんでしょうか?
　早いもので、一年に3回しか発行していない絆の会の会報ももう原
稿依頼をされる時期となりました。歳をとると一日一日が短く感じられ、
一日でできることはどんどん少なくなりあっという間に一年がたってし
まいます。
　そんな訳であまりテレビも見ないのですが、たまたま見たテレビで
日本シリーズの終わった後の広島東洋カープの黒田博樹投手の特集
番組がありました。その中で、『プロになってから一度として楽な試合
はなかった。自分にとっては1シーズンのうちの1試合ではあるが、そ
の日見に来てくれたファンにとっては一生に一度の試合かもしれない
と考えるとプロとして手を抜けない。』と、発言していました。
　何しろ大リーグで活躍中であり、今シーズンも10億とも20億とも
いわれる契約金を蹴ってまで古巣広島に8年ぶりに戻ってきた男です。
言葉の重みが違います。
　私たちもレジェンドではないですが、お産のプロとして一つ一つの
お産に手を抜くことなく仕事に励みたいものです。
　 さて、ガスケアプローチです。
　これまでも何度となくご報告してきましたが、残念ながらいまだにし
っかりとは育良に根付いておりません。
　2013年の夏の日本での本格的なガスケアプローチ研修会で初め
て育良の全助産師が研修に参加し、それ以来も次々と新たに仲間に加
わった助産師を研修会に参加させてきました。今や育良では新人を除
くほとんどの助産師がガスケ研修会の経験者です。それにもかかわら
ず、いまだにガスケアプローチの女性の骨盤底筋を守るという恩恵を
育良の利用者にあたえきっていないと感じます。
　ガスケアプローチの研修を受けて確かに目からうろこが落ちた感動
は皆感じ取ったと思います。今までのお産の方法とガスケアプローチ
を根拠に置いたお産の方法との違いを知っているはずです。それがな
かなか実践されていないのはなぜでしょうか。
　ガスケアプローチは妊産婦の骨盤底筋を守る究極のお産方法であ

りますが、奥も深くただ研修を受けたぐらいではなかなかその実践は
難しいのでしょう。日常的な業務の中でお産に携わる時に常にガスケ
アプローチを念頭に入れた助産の姿勢が大切ではないでしょうか。
　日本でのガスケアプローチの研修も回を重ね、研修を受けた助産
師は数百人となっているはずですがまだまだ根付く気配はありません。
ゲスケ研修を受けた助産師が全国に散っているはずですので、彼女た
ちが中心となってそれぞれの産院でガスケアプローチが根付いてくれ
ると良いのですが。
　やはり日々の助産の中でガスケアプローチに精通した助産師が実
際にそれを行うことが組織にガスケアプローチを浸透させるのには不
可欠ではないかと考えます。しかしながら今の育良にはそこまで精通
した助産師はおりません。これは日本のどこの産院でも同じことでしょ
う。いずれは日本に発足したガスケ協会を中心としてガスケアプロー
チに精通した助産師が輩出されるでしょう。それまで待たなければな
らない様では何とも歯がゆいのですがそれが現実です。
　そのような中にあっても育良は少しでも当院をご利用くださっている
方々のためにもガスケアプローチによるお産をしていくということを全
職員が心しなければなりません。
　私の次の目標はガスケ先生に1週間ほど在院していただいて、日々
のお産の中で直接助産師に指導していただくことです。その後、2泊3
日で日光にお連れしようと思いますが研修会で世界を駆け巡っておら
れるというガスケ先生ですので、いつ実
現することやらです。
　もちろん忘れてならないのが「基本的
なサービス」です。育良を利用してくだ
さるすべての支持者の方々に「安心・安
全」を提供するのは当然のこととして、
職員一人一人がそれぞれの役割をしっか
りとこなし「快適」も提供しなくてはな
りません。 （理事長　浦野 晴美）

育良オリジナルハーブティー【ブレスト tea】が仲間入り !!
◆ハーブティーのおいしい飲み方◆



　肌荒れやお疲れを感じられている方へおすすめのビタミン注
射をご紹介いたします。
　当院では、疲労回復効果やストレス緩和効果、皮膚炎予防効
果、免疫力を助ける効果などがあるビタミンB群を基本とした
３種類の注射を始めました。
　美容注射にはビタミンCを配合しています。
　コラーゲン増加、美白効果、抗酸化作用、免疫力向上などが
期待でき、肌荒れ改善や美白、アンチエイジングに興味のある
方におすすめです。
　疲労回復注射にはグルタチオンを配合しています。
　グルタチオンは、体内に存在するタンパク質ですが、紫外線
や加齢で減少していきます。高い抗酸化作用があり、有害物質
の解毒排出を促進し、疲労、倦怠感（だるさ）を改善する、抗
アレルギー作用で湿疹や皮膚炎を改善する、過剰な活性酸素を
排除し細胞老化を防ぐと言われています。
　美肌も疲れも気になる方には、スペシャルビタミン注射がお
すすめです。

　ところで、最近はプラセンタ注射もよく聞かれます。こちら
は特に更年期症状の改善に効果的ですが、更年期症状がない方
でも美肌、アンチエイジング効果や、疲れにくくなる効果など
が期待できます。すでにプラセンタ注射を定期的にされている
方は、体調がすぐれない時などにビタミン注射を追加されるの
もお勧めです。
　お時間も5分程度ですので、たいへん好評です。本格的な冬
に備えて、ぜひお試しくださいね。

　最近、胃腸の調子を崩してしまう方をよく見かけます。
　冬に流行る胃腸炎の原因としてノロウイルスがあります。
ノロウイルスは嘔吐、下痢などを引き起こしますが、通常は
数日で自然に回復します。感染経路は主に経口感染です。
　ノロウイルスに汚染されたカキなどの貝類を生食あるいは
加熱不十分な調理で食べたりすることで感染することがあり
ます。また、感染した方が調理した食べ物も危険です。さらに、
感染した方の汚物の処理が不十分であると、乾燥して空気に
舞い上がったウイルスを吸い込むことで感染することがあり
ます。

　潜伏期は1～ 2日で
嘔気・嘔吐・下痢など
の消化器症状が主症状
ですが、腹痛・頭痛・
発熱・悪寒・筋痛・咽
頭痛・倦怠感などを伴
うこともあります。特
別な治療をしなくても
自然に軽快しますが、
脱水には注意が必要で
す。特に妊婦さんや乳
幼児、高齢者の方など
体力の弱っている方で
は、重症になることも

あるので早めの対処が
必要です。
　ウイルスは症状が消
失した後も3～ 7日間
ほど感染した方の汚物
中に排出されるため、
周囲で感染した方がい
る場合はしばらく接触
を避けた方がいいでし
ょう。
　感染防止策として手洗い！が最も重要です。次にしっかり
加熱した食品であればウイルスは完全に失活するので問題あ
りませんが、サラダなど加熱調理しない食べ物は感染源とな
りうるので注意が必要です。また、キッチン・調理器具・頻
繁に色々な人が触る場所はしっかり消毒しましょう。次亜塩
素酸ナトリウム（薬局で買えます）の消毒が有効と言われて
いますが、金属をさびさせる性質があるので金属製のものに
はアルコールによる二度拭きや熱湯（85℃で1分以上）によ
る加熱が有効といわれています。
　自分の手で口に微生物を運んでしまうことがほとんどの感
染症の発症経路なので、手洗いをする習慣で風邪・インフル
エンザなどの多くの病気の予防が出来ます。
　お子様にもしっかりと手洗いの習慣を身につけさせて下さ
い。

感 染 症 対 策

篠倉Dr.おすすめ！ビタミン注射

Dr. 晃義の

ビタミン
グルタチオン

プラセ
ンタ
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みなさんこんにちは！　鍼灸師の小坂です。
最近とても寒くなってきました。そんな寒くなってきた今、「体温」について書きたいと思います。
最近は低体温（35℃台）の方が多いのですが、理想としては36.5℃～ 37.1℃が望ましいです。
体温は1℃下がると免疫力も30%下がってしまいます。

～お正月とは何か知っていますか？～

冷えることはなぜ悪いのか？
冷えは血流の悪さから起こります。
血液は、私たちの体を構成する約
60兆個もの細胞に栄養と酸素を送
り届け、代わりに老廃物を持ち帰る
働きをしています。その血液の中に
免疫機能を持った白血球が存在し、
その白血球が体をめぐることで体の
中の異物をパトロールしています。
つまり、体温が下がると血流が悪く
なり免疫力も低下し、体内に異物を
発見しても素早く駆除してくれる白
血球を集めにくくなり病気に負けて
しまう体になってしまいます。

体温を1℃上げる生活！
★お灸のすすめ
血行を良くするには、筋肉をつけることが一番
ですが、なかなか運動が出来ない方はお灸をお
すすめします。お灸を使用すると血行促進が期
待できます。いくつかツボをご紹介します。

太衝（たいしょう）
ここは私たちが日ごろ酷使
している肝臓、目、筋肉と
関係があります。太衝を温
めていただくと血行促進は
もちろん眼精疲労などにも
効果があります。

この他にもたくさんあります。場所
ややり方など分からない方はスタ
ッフにお声掛け下さい。施術でも
お待ちしております。

太谿（たいけい）
血のめぐりが良く
なり体を温める効
果があります。

湧泉（ゆうせん）
足の使い過ぎによ
る筋肉疲労や冷え
症の方におすすめ
のツボです。

調理場さんのここが言いたい

クリスマスが終わると…お正月！

大まかに言えば神道の考えで「ご先祖様」が春になると（田の神）に、秋が終わ
ると（山の神）になり子孫の繁栄を見守ってくれ、そして正月には「歳神様」と
なり家にやってきて、その年の豊作と家族の健康を約束してくれるのです。
「正月」とは、家に「歳神様」をお迎えして祝う行事なのです。
特に重要なのが家の前に飾る「門松」歳神様が下界に降りて来る時に霊力のある
松を目印として門松をおいて置くのです。
幸せをもたらす歳神様が家を素通りしないようお気を付け下さい！

意外に知らない七福神とは日本、
中国、インドの神様の盛り合わせ。

＊恵比寿（唯一純国産の神様）
＊大黒天（マハーカーラと呼ばれるヒンドゥー教の神様）
＊毘沙門天（同じくヒンドゥー教の神様）
＊弁財天（インド古代神話の水の神）
＊布袋尊（唯一実在人物で中国の戦国時代の禅僧）
＊寿老人（中国の道教の神様）
＊福禄寿（同じく中国の道教の神様）

●鮭のホイル焼きクリスマスバージョン
材料：鮭の切り身2切、玉ネギ1／ 2個、椎茸3個、エノキ1／ 2、ニンジ
ン少量（小さなクリスマス飾り）
調味料：酒大匙1、醤油大匙1、バター各10g
玉ネギ、椎茸はスライスに切り、エノキはいしづきを取り除き半分に切
ってほぐす、ニンジンはスライスして型を抜く（ハート、星など）子供の
いる家庭ではピカチュウの抜型などでもok
アルミホイルを大きく2枚きり（1枚だと穴が開いて汁が出る恐れあり）
玉ネギ、鮭、椎茸、エノキ、人参の順にのせ酒と醤油をかけて真ん中に
バターを置きアルミホイルで綺麗に
包む。
フライパンを熱して1㎝ぐらいの水を
入れ（焦げ付き防止）蓋をして弱火
で10分～15分ほど焼きます。
皿に盛りサンタさんやクリスマス飾
りを飾り付け出来上がり。

●チキンのホワイトソース
材料：チキン80g～ 100g2切、塩コショウ少々、強力粉（薄力粉）適量、
バター（マーガリン）5g、ニンニクスライス3枚、醤油2滴、酒100㏄
「クリームソース」：バター（マーガリン）5g、玉葱（細切り）1/6個、エ
リンギ（細切り）少1本、椎茸（細切り）2個、薄力粉小さじ2杯、牛乳150
㏄、醤油小さじ1杯、塩コショウ少々
チキンに塩コショウをふり両面に薄力粉を振りかけてバターを引いたフ
ライパンで両面に焼き目を入れてニンニク、酒、醤油を入れて蓋をして
蒸し焼きにします。
水分がなくなったら皿に盛り、フラ
イパンをふき取りバターを引いて玉
葱、キノコ類を入れてしんなりする
まで炒めて薄力粉を入れて少し炒め
て牛乳を少しずつ加え、とろみがつ
いてきたら塩コショウ、醤油で味を
調え盛り付ける。

調理場さんの簡単レシピ

テーマ【クリスマス料理】

七福神とは…
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助産師
田村知子さん

（12月末まで）

パラメディカル
見目梨夏さん

鍼灸師
山形典子さん

助産師
櫃本光恵さん

助産師
中村晶穂さん

受　付
金子麻耶奈さん 　2016年10月22日に元気な男の子（第2子）を出産しました。

　1人目は本当にあっという間の大安産だったのに対し、今回は心
音低下や促進剤など前にはなかったことを色々経験しました。助産
師として学びがとても多く、同時に無事に産まれてくることのあり
がたみを改めて感じたお産となりました。
また、先生、仕事仲間、家族に囲まれてお産ができたこと、とて
も幸せでした。特に上の子が、弟の誕生をしっかり見届け臍も切り、
大満喫してくれたのが、母としてとても嬉しく感じました。

　ベビーの名前は、峻（しゅん）といいます。

　少しお休みをいただき
ますが、またお会いできる
日を楽しみにしています。
これからも母子共によろし
くお願いします。

当院では、以前より院内でFDソ
ープやベビー服など赤ちゃんや
ママに優しいグッズをたくさん
販売しています。入院中の患者
様だけでなく、外来に来た患者
様がご購入していただいている
姿もお見かけします。
育良クリニックオリジナル商品
や医療施設でしか手に入らない
物もある為、以前からもっと簡
単にみなさまに負担なく、購入
していただける方法があるとい
いなと思っていました。
そ こ で!!!ネ ッ ト 販 売【ikuryo 
shop】をOPENすることとな
りました。
今ネットショップOPENに向け
て、準備をしています！
いつも利用しているネットショ

ッピング！　簡単・便利で楽し
い時間ですよね。
しかし、運営側になって初めて
気付くことがたくさんあります。
ショップの立ち上げを行うには、
商品の登録や配送のこと、専門
的なことや難しいことも多くス
ムーズにはいかない日々ですが、
ikuryo shopをたくさんの方に
利用していただけるように、１
日も早いOPENに向けて、運営
スタッフ一同頑張っています♪
ネット販売が始まりましたら、
絆の会報やブログなどでご案内
致しますね。
楽しみにお待ちいただけると嬉
しいです☆

中村晶穂助産師が
出産しました！

ネット販売始めます!!

姉の絢（じゅん）と弟の峻
（しゅん）です☆

FDソープ&FDローション

育良オリジナルベビー服

復職しました！

育休に入りました！



９ヵ月ひよこの会

1歳お誕生会 10月

9月

10月8月

11月

8月
出産から１年経ったと思うと
考え深いです。子供たちの
成長をみてほっこりしました。

離乳食のお話ためになりまし
た。たくさんの赤ちゃんと触れ合
えて刺激になりました！9月

２ヵ月めだかの会

11月

10月

8月

11月

9月

赤ちゃん大集合で癒され
ました。同じ悩みを共有で
きて良かったです！



絆の会の会員の皆様お変わりございませんか？
今年もあと１ヵ月足らずとなり、この一年も早かったなぁと思うこの
頃です。
今年は夏が長びき秋を通り越して、冬がやってきたような季節感が
ありましたが、短い期間にコスモスの花が風に揺られ、銀杏の葉も
美しく色づき、確かに今年も秋が訪れたことを教えてくれました。
さて、巻頭言で理事長は思い入れの深いガスケアプローチのことを

『妊産婦の骨盤底筋を守る究極のお産方法』と絶賛しております。
医療的には私は全くわかりませんが、３年程前１泊２日の箱根への
旅を共にし、ガスケ先生の人となりにふれることができました。
ガスケ先生は、研修熱心な学者肌の方とは聞いておりましたが、旅
先では日本の文化に興味を持ち、エレガントな熟年の女性らしく控
え目な中にTPOに応じたいでたちに何度も変わり、ゆき届いた奥ゆ
かしい素敵な女性と感じました。
理事長とは食事中や車中の会話が主で、もっぱら骨盤底筋を守る話

題に終始し、通訳を入れたもどかしい会話の中でも２人の高まって
いく熱意は充分感じとれました。
ガスケ先生の主意は、『いかに妊婦さんが【骨盤】を痛めない満足の
できる良い出産ができるか？それをサポートできる助産師さんを１
人でも多く育てたいと思う気持ち』で世界に拡めているとのこと。
一方、理事長が育良を開院した理念は、『安全を基盤とし、いかに満
足のいく自然分娩ができるか？』ですので、二人の理想と目標は合
致する訳です。
育良はもともと優秀な医療者が多いと言
われております。
時間はかかると思いますが、折角糸口を
みつけられましたので、ガスケアプロー
チを取り入れ、益々充実した自然分娩に
向かって職員が一致団結し、邁進してま
いります。

あとがき

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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絆の会の皆さまこんにちは。
だんだん寒くなり冬本番となってきました！　
クリスマスや年越し･･･これから楽しみなイベ
ントが多い時期ですね☆
しかし、冬に発生しやすい災害といえば火事！　
先日、当院では消防訓練が行われました。
消防署の方に来ていただき、消火器の体験や
119番へ通報の練習をしました。
消火器体験では、理事長がトップバッター !!
さすが理事長！　大きな掛け声と、消火器の使
い方が完璧！

みんなのお手本となっていました☆
通報の練習では、代表してNさんと私がやりと
りをしてみることに！
通報する際、住所・火元・逃げ遅れた方がいな
いか、聞かれたことに対してちゃんと
情報を伝えることが大切だと感じました。
できれば遭遇したくないことではありますが、
もしもの時は冷静に行動・対応することで被害
は少なくなるのではないかと思います。みなさ
んももしもの備えしていますか？
本格的に寒くなってきましたが、体調にお気を

つけてお過ごしください。
みなさま良いお年をお迎えくださいね。
次号では、毎年恒例の忘年会やクリスマス会の
ことをお話できればと思っています♪

スタッフE
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集
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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：星、五十嵐、江田、関）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

毎年人気のクリスマス会を今年も開催いたします！

日　時：12/23（金）10：30～12：30
内　容：サンタ登場 
　　　　プレゼント交換 etc
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）

※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（金）
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返信ハガキにてご連絡いたします。

宛先　〒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

１月：２ヵ月 12日 10：00～ 11：30
９ヶ月 26日 10：00～ 11：30
１才 12日 12：00～ 13：30

２月：２ヵ月  9日 10：00～ 11：30
９ヶ月 23日 10：00～ 11：30
１才  9日 12：00～ 13：30

３月：２ヵ月 9日 10：00～ 11：30
９ヶ月 23日 10：00～ 11：30
１才 9日 12：00～ 13：30

４月：２ヵ月 13日 10：00～ 11：30
９ヶ月 27日 10：00～ 11：30
１才 13日 12：00～ 13：30

☆クリスマス会のお知らせ☆


