
今年小学校入学の上村香ちゃんからいただきました。
自分から育良へ手紙を出したいと言ってくれたそうです。
香ちゃんの気持ちと行動に感動!!　お手紙ありがとう♡
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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?
まだ目黒川の桜は芽吹く前のようですが、この号が発送される頃
にはもう盛りも過ぎていることでしょう。今年で22回目の桜を見
ることとなりそうです。前号で年をとると一日にできることがどん
どん少なくなっていくということを述べましたが、今は一日一日を
大事に何もしなかったということのないように、その日にどんな小
さなことでもやった感を持つように過ごしております。
残念ながら産科医としての仕事量はどんどん縮小して、今は息子
である院長やその他の先生方のお手伝いをするような予備役の
状態です。ただこれだけ職員も増えてまいりますとなかなかすべ
ての職員に ｢育良理念｣ を浸透させるのも難しくなっているのが
歯がゆいばかりです。特に6年半前に新病院に移転してきてから
入ってきた職員に多いのです。今やそれ以前からいる職員は少数
派となってしまったため、｢育良理念｣ をどうやって伝えていくかが
課題であります。職員には職員のいろいろな思い入れがあり育良
に入ってきたのでしょうが、先人達が汗と涙で築き、守り抜いてき
た ｢育良理念｣ をないがしろにして良い訳はありません。
一つの例として、新しい患者様は今まですべての方に私がお会い
して、育良の理念に共感してくださる方を受け入れておりましたが、
これだけ新しい患者様が増え、私自身も外来での勤務が午前中
だけになりますとすべての方とお会いするわけにはいかなくなって
しまいました。そうしますと往々にして、ご自分にとって都合が良
いからというだけの理由で当院をお選びになる方が通院してしまう
ということがおこります。もちろん医療といえどもサービス業とい
う考え方をすればそれでよいのでしょうが、育良は立ち上げの時

から当院の理念を支持してくださる方の為にやっていこうという方
針があるのです。そうすることで利用する方が減ってしまうのであ
ればそれも仕方ないという信念のもとで今までやってまいりまし
た。育良は「システム」ではなく「おもてなし」を提供する産院だ
と思ってのことです。
新聞の投稿欄に、『誠実さを感じた笑顔の対応』という題で、あ
るスーパーで食パンを買った方がパンのスライスを店員の女性に
頼み、その後店内を歩いていたところ、彼女が小走りで駆け寄っ
てきて「いつもありがとうございます」とこぼれるような笑みをう
かべて、出来上がった商品を手渡してくれた。と、ありました。
パンをスライスするというのは「システム」。店員の女性の行動が

「おもてなし」です。
「おもてなし」を受けるには受けるほうもそれなりに「情」が必要
です。育良クリニックは「情」すなわち人と人とのつながりを重
んじた医療を提供し続けたいと考えております。
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、これからも職員一人一人がそれ
ぞれの役割をしっかりとこなし居心地の良い「快適」も提供して
いきたいと念じております。
先日育良を利用してくださっている方（分娩
者）のアンケートが届きました。まだ中間報
告だそうですが、アンケートの会社の方が
驚かれるぐらい好評のようで、安心するとと
もにより一層の精進をしていかなければと思
いました。 （理事長　浦野 晴美）

新入生の育良っ子！ご入学おめでとうございます。

皆様のお手元にも届きましたでしょうか？
届かなかった方は住所をお知らせ下さい。

今年も入学お祝いカードを
送りました☆

入学祝いカードへの
かわいいお返事の紹介



プラセンタ注 射をご 紹 介します。
プラセンタは美容医療ではいまや常識となっているそ
うですが、実はずっと以前、日本でも50年以上前か
ら様々な症状に対して用いられてきた古いお薬です。
プラセンタとはその名のとおり胎盤のこと。10か月
に渡り、たった一つの細胞だった受精卵をみごとな赤
ちゃんに育てあげる臓器です。アミノ酸やビタミン、
ミネラル、成長因子など様々な成分が含まれており、
ヒトの胎盤からこれらを抽出したプラセンタ注射は、
更年期症状の緩和、アレルギー疾患の改善、肝機能の
強化、疲労回復など多くの薬理作用を有します。産婦
人科領域では更年期症状に対して保険適応があり、当

院でも多くの患者さんが注射に通われています。始め
たきっかけはホットフラッシュや倦怠感、イライラ、
などが多いのですが、これらの症状以外にも「なんだ
か最近体が軽いんです」「疲れにくいんです」「膝の痛
みも楽になりました」などの感想を頂くことも多く、
皆さんが生き生きしていかれるご様子を拝見していま
すと、こんなに効くのかと初めは正直驚きました。
今では様々な症状に対し副作用なく使えるこの
お薬を多くの方にお勧めしております。女性ホ
ルモンが関係する症状の改善や美容などそれぞ
れの目的に合わせてぜひご活用下さい。

以前の職場で20ほど年の離れたお姉さまがとてもイキイキ
していたので理由を尋ねたところ、プラセンタ注射を打っ
ているのよ～と教えてもらいました。
とはいえ、なかなかきっかけもなく数年経った頃に皮膚科
の先生に勧められあのお姉さまを思い出しわたしもやって
みよう！と思ったのがプラセンタ注射を始めるきっかけで
した。
かれこれ5年以上はプラセンタに週一ペースでお世話にな

っていますが、ものすごくここがいい！というのはないの
ですが気づけば年々花粉症が軽くなっているのでここ2 ～
3年はひどいとき以外はお薬を飲まなくて大丈夫でした。
そして、弱いくせにお酒が好きなのですがプラセンタ注射
を打つと肝臓の働きがとてもよいと感じる今日この頃…と
いうことは正直かなり体感できているのかもしれません。
先日、学生時代の友人に久しぶりに会った際に「何かして
いるの？」と聞かれ、ちょっぴり嬉しくなりました。
注射が苦手でなければ最も効果が高いそうなので是非おス
スメです！

プラセンタ体験記

前回の会報でお伝えしていたネット販売『ikuryo shop』。1月20日（金）に無事オープンすることができました☆
初めて注文を受けた時は、どきどきと嬉しい気持ちでいっぱいでした～ !!最初は不安が大きかったのでずが、
新しいことを始めたり、仲間で協力して何かを作り上げることって、すごく楽しいなと改めて感じました。

注文していただいた皆様、ikuryo shopを見にきていただいた皆様ありがとうございます。
まだオープンして３ヶ月ほどですが、今現在の人気商品をご紹介したいと思います。

●ＦＤソープ●
赤ちゃんから大人まで幅広く使用していただ
けるFDソープは、リピート購入してくださ
る方がとても多いです。
泡状で出てくる為、泡立てる
手間もなく、手がふさがる沐
浴の際はとっても便利！
肌に優しく、安心して使用し
ていただけるソープです。
１本から販売していますが、
５本セットだとさらにお得に
購入できます。

１本：1,370円（税込）
５本セット：6,500円（税込）

育良クリニックHPのTOP画面左側にikuryo shopのバナーがありますので、そちらをクリックしていただけるとすぐにお買
い物ページにアクセスできます!!　商品の詳しい説明や写真をたくさん掲載しています。ぜひ遊びにきてくださいね♪

●ハッピーピロー●
産前から産後まで長く利用できる抱き枕。
ハッピーピローを使用することで、産前はお腹が大きい時でもうつ伏せ寝が
できたり、楽な姿勢がとりやすくなります。
産後は授乳クッションにもなり、赤ちゃんを寝かせるベッドにもなりますよ。
当院でも愛用しているスタッフがたくさんいます。
カラーは２色で、白と育良オリジナルのベージュをご用意。
汚れが目立たず、ひっそり刺繍されている羊マークがかわいい育良オリジナ
ルカバーが人気です☆

ネット販売【ikuryo shop】オープン♪

ハッピーピロー白：
　18,468円（税込）
ハッピーピロー育良
オリジナル：
　19,224円（税込）



調理場さんのここが言いたい

●鯛の塩焼き
材料：鯛（頭付き）１枚、塩（粗塩）適量
①鯛は鱗と内臓、エラを取り除き背びれ、尾ヒレに化粧塩（焦げないようにするため）をして、全体に多めに塩をふる。
②オーブンにクッキングシートをひき、左向きに鯛を乗せて200度のオーブンで30分焼き目がつくまで焼く。

●柏餅の餅（10個分）
【あんこ】
材料：小豆300g、砂糖適量（お好みで）、塩ひとつまみ、水適量
①小豆は水に半日漬け込む。
②鍋にたっぷりの水を入れて沸騰させ、アクが出てくるのでお湯をザルで

きりよく洗う。
③鍋に戻し小豆に水がかぶるくらい水をはり、さし水を入れながら指で潰

せるくらいに煮上げる。（硬さは好みで）
④ザルにガーゼをひき水分をこして、裏ごしします。
「粒あんの場合」半分を鍋に入れて半分を裏ごし
「こしあんの場合」全部を裏ごし
⑤その後、鍋に戻し塩・砂糖（好みの甘さにして）を加えて余分な水分を

とばし、混ぜながら練る。

【餅】
材料：上新粉150g、お湯180㏄、白玉粉40g、水「大さじ４」、片栗粉８g
①白玉粉、片栗粉をボールに入れてこねて袋に入れておく。
②残ったボールの中に上新粉とお湯を入れてよく混ぜ、最初の白玉粉も混

ぜてよくこねる。
③混ぜたものを蒸し器に細かく入れて15分ほど蒸し、蒸したものを水に一

度くぐらせてザルに入れて水気を切る。
④麺棒で餅つきのように粗熱が取れるまでつき10個に分けて、餃子の皮の

ようにのばしあんこを包む。
⑤蒸し器で５分ほど蒸し上げ、冷ましてから柏の葉で包む。

●粽寿司
材料：炊きたてご飯3合、酢大さじ４、砂糖大さじ５、塩小さじ１/2強
①酢、砂糖、塩を合わせてレンジで温め、炊きたてご飯に合わせてうちわ

で扇ぎながら冷ます。
②酢飯の中に子供の好む食材を入れかき混ぜて笹で巻く。

●紅白なます
材料：大根1/4本、人参1/3本、塩小さじ１、砂糖大さじ２、酢大さじ３
①大根と人参は薄くスライスし、塩をふりしばらくおいておく。
②野菜の水分が出てきたら絞り、砂糖と酢の合わせた汁を混ぜ合わせる。

調理場さんの簡単レシピ

5 月 5日こどもの日お祝いメニュー

Beauty 
News

絆の会の皆さま、鍼灸師の中村です。
気温が段々高くなって春本番！花々も見頃を迎える今日この頃いかがお過ごしですか？
春と言えばお花見ですが…花粉症の方には辛い時期ですね(>_<)
そんな花粉症でお困りの皆様に、今回私がご紹介させていただくのは、
【花粉症に効くツボと精油(アロマオイル)】についてです。

「印堂(いんどう)」
→鼻詰まり・
　目のかゆみ
眉間の間にあるツ
ボです。
頭痛や不眠にも効
果があります

「迎香(げいこう)」
→鼻水・鼻詰まり
左右の小鼻の外側、鼻の
一番ふくらんだところの
くぼみにあるツボです。
顔のむくみ・ほうれい線
にも効果があります。

「上星(じょうせい)」→鼻水・鼻詰まり・頭のぼんやり
体の中心に位置し、おでこの上の髪の生え際よりも１㎝
ほど上にあるツボです。
副鼻腔炎、蓄膿症にも効果があります。

ツボを指で押す際は、身体につーん・じーんという反応があれば十分に刺激が
入っています。
押しすぎは禁物です×　１時間に１回のペースでゆるやかに刺激しましょう☆
ツボは押すだけでも効果はありますが、お灸は更に効果UPしますのでお試し
ください♪

（画像引用『SARA's information』より）

花粉症に効果的な精油
1.	ティートゥリー… 

花粉症、風邪、殺菌消毒作用、 
免疫活性作用

2.	ユーカリ… 
花粉症、呼吸器系の炎症、免疫強化作用、 
集中力アップ

3.	マートル… 
花粉症、鼻水、鼻づまり

4.	ペパーミント… 
鼻づまり、リフレッシュ

5.	カモミール・ジャーマン… 
目のかゆみ、喉の不調、 
抗アレルギー作用

お使いのマスクやハンカチに１滴垂らすだ
けでOK(*^_^*)
※ペパーミントは妊娠初期、授乳中には不
向きとされていますのでご注意ください。

花粉症に効果的なツボ
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助産師
内田綾子さん
住中美奈弥さん

医　師
湯澤憲子先生

助産師
今井咲さん
白井ちたきさん
池上奈津美さん

パラメディカル
清山可奈恵さん

受　付
井坂美咲さん

こんにちは！　
私ごとで載せて頂き恐縮ですが、結婚いたしました。

これからも、普段は外来にいますが、
絆の会イベントのおやつを作らせていただきます。
沢山の方に支えられて続いている絆の会は、

私にとっても大切な原点であり、
おやつを頬張る育良っ子に会える時は、
とても幸せな気持ちになります。

これからも体と心に優しいお菓子作りを
心がけてまいりますので、宜しくお願い致します！

秘書 浦野乃梨子さん（理事長の三女）

結婚しました！

諏訪田助産師が
復職しました！

助産師
諏訪田悦子さん

受　付
白井徳恵さん

復職しました！

入職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

助産師
毛利由佳さん

（旧姓：伊東）
岡谷真未さん

（旧姓：杉下）

１年ちょっとの産休・育休を経て、
３月から復帰しました。
また、みなさんにお会いできるのを
楽しみにしています。

受　付
小林恵さん

結婚しました！



1歳
お誕生会

９ヵ月ひよこの会

3月

2月

1月

栄養士さんやママ同士のお話で
悩んでいた事が解決しました。
同じ月齢の子との触れ合い
楽しかったです♪

1月

２ヵ月
めだかの会

3月

めだかの会に絶対
参加したいと思っていました。
赤ちゃんもかわいく、
母自身も
リフレッシュできました。

1月

2月

2月

3月

絆の集会を
いつも楽しみにしていました。
１歳の誕生日をみんなで
お祝いできてよかったです☆



3月22日東京発で開花した今年の桜は、寒さが手伝って長い間楽し
めそうな春となりました。絆の会の会員の皆様には、新年度を迎え
充実した日々をお過ごしのことと存じます。
　今春は小学生493名、中学入学が128名という方の入学祝いのハガ
キの表書きを致しましたが、6年、12年の間に転居された方も多く、
どれだけお手元に届くかと心配です。
さて、巻頭言で理事長は『育良理念』について述べております。
その中に（おもてなしの心）即ち、今時少なくなった情のある産院
をと願って建ち上げましたので、おもてなしの心が通じたご出産だ
ったと思う２件をご紹介いたします。
お一人は逆児が直らず昨年10月17日が出産予定日でしたが、通って
いた病院で20日位前に帝王切開予定と言われたそうです。
骨盤位外回転術の成功率の高い理事長でも、臨月に入ってしまうと
難易度が高く、私はその旨を友人の妊婦さんのお母さんに申し上げ
ると、「こちらで帝王切開出産になっても後悔はしませんので、受
け入れてもらえませんか？」とおっしゃってくださいました。
その言葉で理事長との信頼関係は築け、外回転術も成功し、出産予
定日である10月17日（おばあちゃんに当る友人の誕生日）にめでた
くご出産くださいました。私も人事ながら嬉しい満足感を覚えまし
た。
　もう1件は妊婦さんが高齢出産となり、赤ちゃんも大きい予測で
したので、難産が心配でしたが、おばあちゃんに当る友人のことも

心配でした。
友人は2.3年前から体調を崩し、年末は手術も受け万全ではない中、
娘さんの産後の肥立ちを支える大事な祖母の役割があったからで
す。
　ご相談を受け、私の立場で少し使宣を計ることができ、それによ
って気持ちが楽になられたのか、「ここで娘が出産して良かった。
そうでなかったら娘も私もどうなっていたか？」
とおっしゃってくださいました。
育良でなくても何とかなったかもしれませんが、その言葉はやはり
最高の謝辞と感じ、嬉しい気持ちで一杯になりました。
　そして、上記お２人の方の「育良は良い産院です。」という言葉
に理事長や私に対する感謝だけでなく、他の総てのスタッフにも向
けられていることを感じました。
　常日頃育良の職員は優秀ですばらしいと思っています。
あとは理念に基づいて創設した私達が
少しでも職員が本領発揮できる環境づ
くりを整えられるよう頑張ります。
　絆の会会員の皆様も新年度に当り、
沢山の夢と希望があふれていることと
思います。
どうぞお身体にお気をつけて充実した
今年度をお過ごしください。

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

集会情報
めだかの会、ひよこの会、
１才お誕生日会
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あっという間に春がきました！中目黒
は今年もお花見を楽しむ人でいっぱい
でした！
私は汐留駅近くの『浜離宮恩賜庭園』
にお花見に行きました。桜はもちろん、
菜の花や松の木がとっても綺麗でした
よ。
アルコールの持ち込みはできないので
すが、飲食OKなので、天気がいい日
に庭園内でゆっくりごはんを食べるの
もおすすめです。みなさんもお花見い
かれましたか？
前号でお約束した育良クリニック忘年
会の模様をお伝えしたいと思います♪
数年前から部署ごとにチームを組ん
で、出し物をしているのですが、なか
なかの盛り上がりで会場にたくさんの
笑いが起きました。
2016年に流行ったダンスやパフォー
マンスにそれぞれのアイディアが加わ

っていたり、衣装が本格的だったり、
本当におもしろかったです。
今年の優勝者は助産師チーム!!理事長
や石井先生のお面をかぶってのダンス
にはみんな大爆笑！写真は違うチーム
なのですが、少しでも雰囲気が伝わる
といいなぁ。
料理もおいしかったです。全職員が集
まれる貴重なイベント！今年はどんな
忘年会になるか今から楽しみです。
次号は夏に発行の予定です。皆様にと
って新年度も素敵な一年になりますよ
うに･･･☆
� スタッフE

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

5月： ２ヵ月 11日 10：00～ 11：30
９ヶ月 25日 10：00～ 11：30
１才 11日 12：00～ 13：30

6月： ２ヵ月 8日 10：00～ 11：30
９ヶ月 22日 10：00～ 11：30
１才 8日 12：00～ 13：30

7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

8月： ２ヵ月 10日 10：00～ 11：30
９ヶ月 24日 10：00～ 11：30
１才 10日 12：00～ 13：30


