
　2011年4月～2012年3月生まれのお子様が小学校、2005年4月
～2006年3月生まれのお子様が中学校にそれぞれ入学されましたね。
　おめでとうございます!!
　育良クリニックでは毎年入学お祝いカードを作成し、送らせていた
だいております♪
　皆様のお手元にも届きましたでしょうか？
　住所が変わられて届かないという方はご連絡くださいね。
　子供たちの成長を喜ぶとともに少しずつ離れていってしまう寂しさ
がちょっぴりありますね。
　育良っ子たちがたくさんのお友達を作って元気で楽しい学校生活が
送れるようにスタッフ一同願っています☆
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　絆の会の会員の皆様、お元気ですか。
　今日は久々の予定のない一日。しかも外は雪。締め切り間近の
会報の原稿を書くにはもってこいの日です。
　箱根も雪で大変だとテレビで言っております。
　「寺本さんたちと行った時でなくてよかったわね。」といっしょにテ
レビを見ていた妻が言いました。
　そう、大学時代の柔道部での親友である寺本とその奥様、それ
に我々夫婦の4人でちょうど1か月前の2月25日に箱根に行ったの
です。
　その日、東京マラソンに出場するために東京に来るという彼へ
温泉のプレゼントで接待しようと計画を練りました。
　当日に箱根行きはとても無理と思ったので翌日から行こうと提案
したのですが、しゃにむに（どうしてもの意味）「3時までにはゴー
ルしとるケンそのまま行こう。」と言ってききません。
　5時間台で完走した彼と4時台のロマンスカーに飛び乗りました。
　さすがに着替える暇とてなくロマンスカーに乗るまではゼッケン
がついておりました。
　電車の中で、1週間前に熊本城マラソンも出場し完走したという
のでびっくり。
　学生時代からタフだったが、私と同期なのになぜまだこんなにタ
フなんだ。おかしすぎる。
　私なんか、長年の不摂生から体の各臓器が悲鳴を上げていると
いうのに。
　3月には佐賀マラソンともう一つのマラソンにも出ると言っていた
がここまでくると病気ですな。本当に何回か骨折もしたといっていた。
　それはそれは楽しい箱根旅行でした。
　そういえば、返還前の沖縄に初めて行ったのも彼とでした。

　法学部出身で公務員畑を歩いてきた彼とは今でも年に1～ 2度
会います。
　会ったからと言って積もる話をするわけでもなくお互いにぼそぼそ
と話をしながら酒を飲むだけなのですが、なぜか気が合う一生の
友人です。
　同じ釜の飯を食った仲というのでしょうか。
　さて今年も育良には新しい仲間が入ります。
　同じ時期に同じ場所で切磋琢磨した仲間として、『同じ釜の飯を
食った仲』となってくれたらうれしいです。
　そしてみんなが和気あいあいとすることによって、同じ方向を向い
てこそ育良を利用してくださる方への良いおもてなしが出来ると信じ
ております。
　そのためにはわれわれ幹部は、育良を「魅力ある職場」としてい
かなければなりません。
　幸い臨床面では院長を中心にしっかりと機能していますので、私
は少し体のメンテナンスをしつつ、少しばかり臨床を離れて職場の
環境づくりに尽力したいと思います。
　それがひいては育良を利用してくださっている方々へ良い影響と
なってくれればこれほどうれしいことは
ありません。
　この原稿を提出するのを忘れている
うちに、すっかり桜は満開となり春の
陽気になっております。

（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。



調理場さんのここが言いたい

これから夏本番を迎え「体がだるい」「疲れが取れにくい」「食欲不振」などの夏バテに悩まされる方も多いと思います。
夏バテの原因の多くは暑さによる食欲の低下での栄養不足や、室内外の温度差による自律神経の乱れによる消化機能の低下です。

偏った食事をしているとタンパク質、ビタミン、ミネラルの栄養不足となります。
人間の体は約６０％が水分、約２０％がタンパク質で出来ています。

タンパク質は、筋肉や内臓、血液や爪、髪や皮膚、骨などを作っているだけでなく、病気などに対する免疫抗体の原料、
エネルギーやホルモン、ヘモグロビンなど、さまざまなカタチでカラダのなかに存在しています。

タンパク質は、人間が生きていく上で大変重要な成分と言う事です。

材料
�水菜１/3束、豚肉２００g、
白だし６０cc（市販）、水５４０cc、
鯖の水煮缶１缶、
好みのドレッシング(市販)
夏野菜各３０g
●トマト・玉葱･･･血液を綺麗にする　
●胡瓜･･･むくみを取る
●とうもろこし･･･疲労回復
●大根･･･腸を守る

作り方
①各野菜を３ｃｍくらいの千切りにし、すべて冷水にさらす。
②水と白だしを合わせ沸騰させ、豚肉を入れて火を通しザルにあげます。
　※沸騰させることで肉汁が流れ出ず、ふっくらと仕上がります。
　更に白だしで下味をつけることにより味に深みが出ます。

材料
鰹１節（２５０～３００g）、水菜1/3束、
玉葱半分、万能葱１/3束、
人参千切り１/３個、にんにく２カケ、
めんつゆ（濃縮タイプ）１５０cc、
オリーブオイル大さじ２杯、豆板醤（好みで少々）
卵黄１個、胡麻少々

作り方
①玉葱はスライス、万能葱と水菜は３cmにカットし、すべて冷水にさらす。
②フライパンにオリーブオイルを入れスライスしたにんにくを炒めて香りを

出し、めんつゆをストレートで入れて沸騰させる。
③②に鰹を１節そのまま入れ、１０～１５秒ぐらい転がしながら表面が白く

なったら取り出す。
④残っためんつゆに豆板醤を加え火にかけ２割ほど煮詰めたら、タレの出

来上がり。

☆盛り付け☆
鰹を５mmぐらいの厚さに切り皿に平らに並べる。
①の野菜の水気をよく切り鰹の上に盛り付け、先程作ったタレをかける。
卵黄、胡麻を振れば完成です。

●簡単！豚しゃぶサラダ● ●疲労回復効果バツグン！鰹ユッケ●

調理場さんの簡単レシピ

◆簡単 !! 夏バテ防止レシピ◆

Beauty 
News

みなさんこんにちは！鍼灸師の滝田です。桜がきれいな季節も終わろうとしていますね。
私は春と秋が一番過ごしやすくて好きなので4月が終わってしまうのは寂しいです･･･。
今回はアロマテラピーの効果について書きたいと思います。
アロマテラピーは植物が持つ香りやさまざまな働きを利用して、心身のトラブルの解消に役立つ自然療法です。
香りを嗅いだり、アロママッサージをすると落ちついたり、やる気になったり、眠くなったり・・・そんな経験
はございませんか？　アロマテラピーのメカニズムは２つに分けられます。

①嗅覚を通して体に作用する

②血液を通して体に作用する
妊娠中や授乳中、持病のある方、お肌が敏感な方は
使用できない精油があります。
使用前に担当の医師や専門家に相談してくださいね。

香りは鼻の奥にある嗅神経に到達し、
人間の本能をつかさどる大脳辺縁系に
伝わります。この大脳辺縁系は自律神
経やホルモン、免疫の調節もつかさど
っていますが、それらのはたらきはス
トレスを受けると低下してしまい、病
気など体に不調が現れます。しかし、
アロマの香りで脳をリラックスさせて
ストレスを取り除くことによって、自
律神経などの自己免疫機能は向上し、
病気にもなりにくくなると言われてい
ます。

植物油などで希釈したエッセンシャルオイルの成分が皮膚の表面から毛細
血管へ到達し、全身の血液循環に乗ります。 血液を通して、成分が臓器や
筋肉などの各器官へと伝わり、からだの各症状に効果を現します。

外出先などでも香りを楽しみたい場合はハンカチなどに
香りを数滴垂らして持ち運ぶのもOKです。
今では香りを持ち運べるペンダントもあるので試してみて
下さい。

いつでもお気に入りの香りを◎◎

☆盛り付け☆
水菜、豚肉、夏野菜の順に盛り、最後にさばの水煮缶をちらし、お好みのド
レッシングをかけます。
ドレッシングを甘めの物にするとお子様でも食べやすくなります。



VCローションは鮮度が命！
購入後、2ヵ月以内に
使い切ってください。
鮮度を保つために、

保管は冷蔵庫へお入れください。

先日、助産師さんに混じってガスケアプローチのスタッフ向け研修に参加し
ました。

1月からガスケアプローチクラスがリニューアルし、基礎クラスと応用クラ
スに分かれた為、初めて参加する方、継続して通っていただいている方、それ
ぞれご自身にあったクラスを受講していただけます。

私は医療の知識も出産経験もない為、わからないことばかり！しかし今回
研修を受けたことで、学ぶことができてよかったのはもちろんですが、はじめ
て自分のからだをもっと労わらないといけないなと思いました。

まずガスケアプローチとは、ペリネ（骨盤底筋群や会陰部）を保護する姿
勢と呼吸のアプローチのことで、ペリネに負担がかかると尿漏れや子宮脱、
便秘の原因になるそうです。

研修ではペリネを保護する座り方や立ち上がり方を教えてもらいました。
当院で取り扱っているハッピーピロー（抱き枕）を使用すると姿勢よく楽に座
ることができました。この座り方も人によってクセや体型が違うため、ハッピ
ーピローの使い方がかわったり、感じ方に個人差があったりしておもしろかっ
たです。

私の場合は、反り腰だからこう座ってみたらいいよ！と助産師さんに教えて
もらったら、さっきまでの座り方と楽さが違いすぎてびっくりしました。

意外に難しかったのが、ガスケ式呼吸の仕方。普段の呼吸とは違う為、変
に意識してしまい結構苦戦しました。ペリネに優しい呼吸だけど、深く呼吸が
できない！！

研修で印象に残った言葉「ペリネを保護して、出すべきものを外にだす！」
これを頭に入れて、ガスケ式呼吸法や座り方・立ち方を身につけ、普段の

生活に取り入れていきたいなと思いました。これから出産する方も出産後の
方にも大切なペリネ。様々な悩み解消に繋がるので、全ての女性に少しでも
ガスケアプローチを知っていただけたら、私のように自分の体への考え方が
かわるのではないかと思いました。

興味のある方は産後1年以上たっている方でも是非受講してみてください。

VCローションを愛用しています !!!

院内で製造しているので、新鮮な高濃度ビタミンCが入った水溶性ビタミンC誘導体高配合ローションです。
市販化粧品はビタミンCが3 ～ 5％配合なのに対し、VCローションは10％濃度に調整されています！

【効果・作用】

VCローションを使用して約半年！
ニキビ痕がだんだん薄くなり、生理前に
必ず起きていた肌荒れも少なくなり、気
になっていた毛穴の開きも目立たなくな
ってきたように思います♪
院内で生成しているため保存料や香料な
どの余計な添加物が入っていないのでお
肌にとっても優しいです。ビタミンCは
水 分 を ぐ い ぐ い
ひっぱり込むため、
保湿をしっかりして
あげるとお肌の調子
がUPします!!

◆コラーゲンの合成を促す
⇒肌にハリを与え、しわ・たるみ改善

◆皮脂分泌の抑制
⇒�ニキビ予防、ニキビ跡のケア、�
皮脂で開いた毛穴を引き締める

◆�メラニン色素を薄くする、 
メラニン合成を阻害する
⇒シミ予防、くすみ改善、美白効果

◆抗酸化作用、アンチエイジング効果
⇒�肌の老化の原因のひとつである�
活性酸素を取り除く

◆炎症を抑える
⇒肌荒れ、ニキビケア

◆肌のターンオーバーを促進する
⇒肌表面のキメを整える

体験記

VCローション

洗顔後、化粧水の前にコットンまたは直接手に
取ってなじませます。
皮脂分泌抑制作用があるので、VCローション後
に化粧水・乳液等で保湿してください。
フェイスシートマスクに染み込ませ、10分パッ
クするとより効果を実感いただけます。

※水溶性ビタミンCは紫外線に弱いため、朝や日中に使
用する際は日焼け止めを併用することをオススメします。

【使用のポイント】

受付A



12月

あっという間の
一年でした。

１歳のお誕生日を
みなさんと祝えて
よかったです！

最後の集まりなんて
さみしい！

2月

3月12月

1月

大人と話す時間が少ない日々
でしたが、

ママさんたちとお話できて楽し
かったです。

ベビーがたくさん集まると可愛
い♪

抱っこの仕方が
とても参考になりました。

同じ月齢の赤ちゃん・ママさんに
会って刺激になりました！

2月

1月

3月

2月

1月

3月

２ヵ月 
めだかの会

1歳お誕生会

９ヵ月
ひよこの会

12月
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助産師
中村ちさのさん
早川友香さん
山富里美さん
山﨑実生さん
渡辺祐子さん

（4 月末まで）

パラメディカル
山本香織さん

（４月末まで）

医　師

山田美貴先生

助産師

高場祥子さん
奈良佳恵さん

受　付

茂木美希さん
片岡玲子さん

　2018年3月16日に育良クリニックで女の子を出産しました。
　なかなか陣痛が強くならず、強くなってからもお産が停滞し、
最終的に帝王切開でのお産となりました。
　陣痛の痛みは不思議と忘れてしまいましたが、陣痛中に先輩
助産師の温かいサポートを受けたことは、心に深く刻まれました。
　帝王切開が決まってからは、素早く準備してくれた先生方やス
タッフの皆に心から感謝しています。
　信頼できるスタッフに囲まれてお産ができたことは、私たち家

族にとってとても幸せな思
い出となりました。
　少しお休みをいただき、
幸せなお産をサポートで
きる助産師にパワーアッ
プして戻ってきたいと思
います。
　これからもよろしくお
願いします。

　2017.12.17 予定日前日に、出産しました！
　色々あった出産は、まさに十人十色。 陣痛は ガスケ呼吸法を
意識しても、余裕がなくなり 呼吸が乱れてしまった時に、理事長
の「呼吸短い！ヘタくそ。」と宮入さんの「上手！できてるよ。」
　交互に聞こえ、まさに飴と鞭（笑）
　そして、主人や家族のサポートのお陰で、無事に乗り切ること
ができたと思っています。
　出産直後 内反（子宮の内側がひっくり返って出てくる）が起こ
りましたが、すぐ戻してもら
え、改めて いざとなった時
に対応できる安全性の高さ
や大切さを痛感しました。
　妊娠中、出産を通して 
周りの方のお陰で 無事に
息子を胸に抱けたことを 
心から感謝しています！

毛利助産師が出産しました！ 秘書 出口乃梨子さん（理事長の三女）が
出産しました！

入職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

結婚しました！

助産師

毛利由佳さん

受　付

白井徳恵さん

産休に入ります！

鍼灸師
滝田麻理子さん（旧姓：小坂）

柿沼美登里さん（旧姓：中村）

育良クリニックが代官山にあった時代から
15年間働いていた早川助産師が3/30（金）
に退職しました。
新しい場所での早川助産師の活躍をみんなで
願っています☆



　寒かった冬も終り桜が美しい春満開の頃となりました。
　絆の会の会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか？
　今年は小学入学の表書きが約450名、中学が約200名で
したので、これだけ沢山の方が出産を通して育良に心を
寄せて頂いていることに感激しております。
　そこで、理事長が巻頭言で記していますように２月終
り頃の箱根への旅の話題にもどりますが、親友夫婦との
旅は理事長を久しぶりに満開の桜のような笑顔にさせて
くれました。
　私も自身のことと重なりしみじみ親友とは親・兄妹のよ
うな血縁関係もないのにいいものだと嬉しくなりました。
　そして、そもそも理事長が絆の会を発足した意図は「育
良を選んで出産という大切なスタートを切ってくださっ
た方々が互いに絆を感じて頂ける出会いがあれば」と願

ってのことでした。
　理事長は常に「信頼関係で成り立っている育良であり
たい」と申します。
　生活環境や社会環境の変化の中で希薄になりがちな人
間関係ですが、私もそれでは淋しい気がいたしますのは
古い世代の人間だからでしょうか？
　和室の部屋をご利用くださった開業当初の患者様のご
主人が「実家に帰ったみたいに落ち着く」と喜んでくだ
さった言葉が今でもはっきり脳裡
に蘇ります。
　今春も育良っ子がより良く羽ば
たいていく希望あふれる新年度に
なって欲しいと願っております。
� 平成30年3月30日記

ご住所を変更された会員様へ 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

診療時間（完全予約制）
受付時間 月 火 水 木 金 土 日

午前9:00～11:30 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 診察 診察 診察 休診

夕診17:00～18:45 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科 婦人科

●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
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集会情報
めだかの会、ひよこの会、
１才お誕生日会

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。

絆の会の皆さま、こんにちは。
4月もいよいよ終わりが近づいてまいりました。
　20℃を超える日も増え、じわじわと初夏の訪れを感じます。
　さて、絆の会の皆さまなら、桜といえば…？お花見！中目黒！育良クリニック！　
と連想していただけたら嬉しいです♥笑
　当院では入院のお部屋によっては、窓から桜並木をご覧いただけます。
上から見る桜もとてもキレイですよ！
　中目黒は今年も桜が見事で、たくさんの方でにぎわっていました！
目黒川は全長3.8㎞にわたり約800本のソメイヨシノが並んでいるそうです。
　中目黒のお花見は、いちごシャンパンが名物とのこと。おしゃれ～☆
　現代人はスマートフォンを操作しながら、下ばかり見ているので
桜の季節は、上を向いて歩く方が多くてなんだか素敵ですね♪
　次回は8月頃発行予定です。
　絆の会の皆さまにお楽しみいただけるようなラインナップでお届けしたいと思
います。� スタッフK

編集後記

5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

6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

7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

8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


