
　絆の会の会員の皆様、お元気ですか。
　今年ももうすぐ目黒川の桜が見事に咲いてくれるでしょう。平成8年
の桜を観てから今年で24回目、平成最後の花見というわけです。途
中クリニックにくぎ付けで気がつけば桜は散ってしまっていた時期もあり
ましたが、私にとって育良と目黒川の桜は切っても切れないイメージがあ
ります。
　いつもこの巻頭言を書くときに前号は何と書いたのかとか一年前のこ
の時期の号は何と書いたのかを見てそれを参考に筆を進めております。
以下の『』内の文章は一年前の春号のものです。
 『今回はいつもの「絆」の会報の春号の巻頭言を書く時の、あのわく
わくした春を待つ、そして新しい仲間を迎える晴れ晴れしいという気持ち
になりきれない自分がいます。
　それは長年勤務してくれていたベテラン医療者が二人もやめるからな
のです。それぞれが家庭の事情でやむに已まれぬことですので致し方
ないことではありますが、本当にさみしい限りです。
　ほかにも結婚や出産で辞める方たちが、めでたい事とはいえ今年は
多いです。いやいや、これは喜ばなければいけないことですね。
　そして、助産師部門に話を戻すと、例年4名ずつ入職していた新人（と
いっても、当院の場合は原則として経験者ですが）が、2名しかいま
せん。』
　今年も似たようなものなのです。
　ここ何年か、新人の入職時期が昔のように4月入職という概念が薄
れてきております。辞める方は3月が最も多いのですが、入る方は初夏
から秋にかけてバラバラです。
　特に新人を採用しない育良ではそれが顕著です。そろそろ新人を入
れてその方たちを大事に育てるという時期に来ているのではないかと思
いますが。

ただ、『育良の最大の特徴は「助産師の
きめ細かいケア」です。これを維持して
いくためには常に良質かつ十分な助産師
を保持していかねばなりません。』
　その為には、ある程度大きな病院で
助産師としての経験を積んで大病院では
できない助産師として何か違うと壁にぶ
つかり悩んだ人がその何かを求めて育良
に活路を求めてきてくれるような助産師が必要です。
　クリニックが移転してちょうど10年になりますが、移転後の入職者は
「悩んで」というよりは育良に3年いれば他ではなかなか経験できない
「アクティブバース、水中出産、和室分娩やガスケアプローチ」を経
験できることを主眼として来られる方が多くなったと感じます。
　何とか5年以上でも残って働いてくれる方が増えるとよいのですが、
助産師としての経験年数や地方からきているということなどからなかなか
そのような方が少なくなっています。
　今、産科領域で様 な々執筆をしている有名なライターの方が「育良」
の本を書いてくれており、私も何回も取材を受けておりますが育良25周
年の記念誌（と、いっても時期は少しづれるのですが）になるのではな
いかと思います。
　折も折、そのようなときに数年前から探していた移転の年にフジテレ
ビ「とくだね」で育良がメインとなって放映された「助産師の力」の
DVDがひょっこり出てきました。
　詳細は避けますが、興味のある方は院内にありますのでいつでも見
にいらしてください。
　あの頃は皆が活気に満ちてよかった…と、思うようでは私もそろそろ引
退の時期かなと思っております。

（理事長　浦野 晴美）

町田助産師からの最後のメッセージ
14年育良に勤めた町田助産師からの最後の挨拶は、スタッフみんなの心に響くものでした。

その素敵なお話を皆様にも紹介させてください。

 「今までありがとうございました。
　できないこといっぱいの私でしたが、私
の良いところをみつけてくれて、皆さんは
伝えてくれるので、とても楽しく仕事がで
きました。
　私は、クレーム担当やトラブル対応担当
と言われるときもありましたが、そんな私
から皆さんに伝えられるとしたら、ちょっ
と丁寧に接することを意識してみてくださ
い。

　晃義院長もよく言っているように、自分の
家族に接するように丁寧に関わっていくと、
患者さんにも伝わってわかってくれます。
　そして、同じように、スタッフにも少し
丁寧に関わっていくと、もっとみんなが気
持ちよく仕事ができると思います。
　ちょっと丁寧に…で、皆さんがもっと気
持ちよく楽しく仕事してもらえたら嬉しい
です。
　本当にありがとうございました。」
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生後 2ヶ月から赤ちゃんの予防接種がはじまります。
当院の予防接種の特徴をご案内させていただきます。

もちろんお近くの小児科でも予防接種を受けることができますが、風邪を引いているお子様やイン
フルエンザのお子様、リンゴ病やはしか・風疹などに感染している患者様が大勢来院します。予
防接種を受ける元気な赤ちゃんを連れていくのに抵抗のあるお母さんもいらっしゃると思います。
その点、当院の予防接種外来は、予防接種や乳児健診を受けに来る元気な赤ちゃんがほとんどです。
そして、受診対象は育良で産まれた赤ちゃん・里帰りまで当院で妊婦健診を受けていたお母さん
から産まれた赤ちゃんです。
また、まだ定期接種になっていないロタウイルスワクチンやおたふくワクチンなどできるだけ多
くの赤ちゃんに接種できるようにと、他院より自費のワクチンを安く設定しております！

ここで予防接種外来の担当医師の紹介です。
小児科専門医・新生児専門医　川上義医師。前日赤医療センター周産母子・小児センター長。
丁寧で親切な診察を行っています。小児科に診てもらうほどじゃないけど心配なことでもご相談
ください。

予防接種外来のご案内

など、誰もが小さい時に感じていた疑問です。
本当ですよね（笑）なんでだよ？ ! と皆さんも私も子どもの頃は思っていたは
ずなのですが、、、
自分が大人になったら、大人だからという理由で様々な特権を行使しています。
この本を読んで『あとでねっ』とすぐ言ってしまうことを反省しました。
たまに子どもっていいなーと思うことがありますが、子どもも大人っていい
なーと思っているようなので、結局お互い様ですね（笑）
アドラー心理学の本『嫌われる勇気』にも親子であっても対等な関係を築く重
要性が書かれていたのを思い出しました。
子どもの気持ちも自分の気持ちも大切にしようと思える一冊ですので、是非お
手にとられてみて下さい☆

例えば、、、

どうして子どもは早く寝ないといけないの？

どうしてお風呂に入る時間を決められてるの？

どうして寝る前におやつを食べたらいけないの？

どうしてパパがほしいものはすぐ買うのに、

私がほしいものは買ってくれないの？

皆さん、こんにちは
。

今回の会報では絵本
を

紹介させて下さい。

ヨシタケシンスケさ
んの

『ふまんがあります
』です。

スタッフおすすめ！ 絵本の紹介
？？？

この本では、お子達が
日々不満に思っていることが
書かれており、それにパパ
さんがユーモアたっぷりに

答えています。



調理場さんのここが言いたい

調理場さんの簡単レシピ

Beauty 
News

鍼灸師の楽間です。穏やかで過ごしやすい気候になってきましたね。
ここ数年「お灸女子」という言葉を耳にすることが増えました。
言葉通り、セルフケアとして自分でお灸をすることです。鍼灸師としては嬉しい限りです^^　
今回はお灸とは何かをご紹介したいと思います。

2000年以上前に中国で生まれました。
ヨモギの葉から作られた‘モグサ’を体の上に置き火を点け、ツボを温めます。
血行改善や自然治癒力・免疫力を向上させ、体の症状を改善させる治療法です。
また、ヨモギに含まれるシネオールという精油成分には強力な消毒・殺菌・鎮
静・鎮痛作用があり、お灸をすることによってこの成分が皮膚表面から内部に
浸透していき、痛みを和らげる等の効果も

皮膚に直接行う直接灸と、生姜やに
んにく、台座の上などにモグサを置
いて行う間接灸があります。

モグサ 箱灸

せんねん灸

通常のせんねん灸は煙が出ますが、ヨモギを一度炭化させたスモークレスの
せんねん灸やアロマ灸、火の使わないお灸（太陽）なども発売されています。
初めての方は熱さがマイルドなものから始めると安心です^^冷え性改善、肩こり、
腰痛など様々な症状の改善・予防に自宅でお灸をしてみてはいかがでしょうか。

お灸とは

お灸の種類

●手順●
①せんねん灸の裏に付いているシールをはがします。
②火を付けます。
③ツボや凝っている場所、ハリのある場所に乗せます。
④熱さを感じなくなったら終了です！！
　（熱い場合は、我慢をせず少しずらしたり終了してしまってかまいません）

※せんねん灸購入時についてくる説明書をよくお読みのうえ行ってください※

●準備するもの●
せんねん灸、灰皿、着火マン（ライター可）

材料
ゴーヤ1/2本、豚小間肉100g、もやし1/2袋、クルミ30g、カニ蒲鉾20g、卵1個
調味料（醬油・大さじ１／味醂・大さじ1／柚子胡椒・少々／鰹節・適量／胡麻油・
適量）

作り方
①ゴーヤは、縦半分に切りワタをスプーンで取り除き少し厚めのスライスに
切る。
　切ったゴーヤを片栗粉にまぶし油でさっと揚げておく。
　※ゴーヤを1度揚げる事で苦みがマイルドになります。
②フライパンに胡麻油を引き豚肉を先に炒め、もやし・カニ蒲鉾・クルミ
を入れてさっと火を通し溶き卵、調味料を入れ炒める。
　火を止めて最後にゴーヤを混ぜ合わせ鰹節、糸辛子を上からかける。

材料
トウモロコシ缶・1缶（250g入り）、冷凍のむき枝豆・30粒ぐらい、片栗粉大さじ
1/2、明太子1/2腹、スライスチーズ・4枚、アーモンドスライス20g、水大さじ1杯
　

作り方
①ボウルにコーン、枝豆、アーモンドスライス、片栗粉を入れよくかき混ぜ
る。
②1のボウルに水と明太子を入れて軽くかき混ぜる。
③フライパンに油を引きスライスチーズをのせて、その上に1の具材を敷き
入れ両面を焼きチーズがパリパリになるまで焼き上げる。冷蔵庫で冷ま
したら、出来上がり！（そのままでも美味しいがケチャップをつけても美
味しいです）

●ゴーヤと豚バラの柚子胡椒炒め● ●トウモロコシの明太チーズ焼き●

調理場さんのここが言いたい
『夏の暑がりタイプの薬膳レシピ』
ゴーヤには、体にこもった熱を冷まし目の疲れ充血を解消する働きがあり、
クルミ、卵、豚肉はビタミンB₂が豊富で滋養強壮効果があります。

夏野菜の代表ともいえるトウモロコシや枝豆は暑い夏の栄養補給に効果的！
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籾山祐佳里さん
増井みどりさん

上地苑佳さん

助産師
毛利由佳さん

秘　書
出口乃梨子さん

サブマネージャー
寺戸さつきさん

 受　付
白井徳恵さん

町田純子さん
諏訪田悦子さん

中村晶穂さん
内海ゆきえさん

助産師 助産師

入職しました！

復職しました！

ス タ ッ フ 紹 介

助産師
笠井ゆめ子さん

医　師
大浦訓章先生

産休に入ります！

中村晶穂助産師

諏訪田助産師
（旧 宮下助産師）

町田助産師

内海助産師

諏訪田助産師

1 年ほどの育児休暇をいただき、この度 4月に復職しました。
妊娠中も出産も育良クリニックのスタッフに支えられて楽
しく安心して過ごすことができました。
仕事をお休みして子どもと過ごした日々は毎日が
新鮮で、毎日成長に驚かされています。
妊婦さん、産婦さん、赤ちゃんと関われる助産
師の仕事に戻れることを大変嬉しく思っていま
す。私自身の経験を生かしながら少しでも皆さ
まのお役にたてるよう頑張っていきますので、
どうぞよろしくお願いします。 

毛利助産師復職コメント

絆の会のみなさま、この度育良クリニックを退
職することになりました。
長かったようであっという間でした。
いろいろな勉強をさせていただき、たくさんの
方の出産に関わらせていただきました。
15年の間に自分も母親になり、これもまたいい
経験・勉強になりました。
たくさんの楽しい思い出のある育良を辞めるの
はさみしいですが、なつかしい地元で、こちら
での経験を生かして働きたいと思います。
今までありがとうございました。子どもたちの
健やかなる成長をお祈りしています。

長い間お世話になった育良を退職することにな
りました。
たくさんの方のお産に関われたことで、担当の
方から数年後にもお声をかけてもらえる幸せな
時間を過ごしました。担当ではなかった方も私
との関わりを覚えていてお話してくれたことも
ありました。
そんな記憶に残る関わりができる育良と、その
育良で出産してくださった皆さんに、感謝して
います。本当にありがとうございました。

3月いっぱいで退職することになりました。
育良クリニックでの 3年半で沢山の方と出
会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

この度、桶谷式乳房管理法を勉強するため
に学校へ行く決意をし、約 10 年いた育良ク
リニックを退職することとなりました。こ
こで沢山の患者様や仕事仲間に出会えたこ
とは私の宝物です。勉強の後も生涯助産師
のつもりでいます。またいつか皆様と関わ
ることができる日を夢みています。
本当にありがとうございました。

退職者から
のあいさつ



1歳
お誕生会

2月

3月
12月 1月

２ヵ月
めだかの会

自分の赤ちゃんしか見たこと
がなかったので色 な々子と
会えたのが新鮮でした。
集合写真に癒されました！

1月

12月

12月

2月

1月

めだかの会めだかの会めだかの会

2月

12月

3月

離乳食について同じような疑問
を持ったママが多く安心しました。
気を引きしめて3回食頑張ります。

2ヶ月の頃から一緒に参加した子
たちが大きくなっていてほっこりしました。
子どもたちもママたちも1歳おめ
でとうございます。

９ヵ月
ひよこの会

3月



　絆の会の皆様こんにちは。
　今年も桜まつりで３月末～４月上旬には中目黒にたくさんの人が集まってい
ました。
　屋台が出ていたり、お酒を楽しむ方が多く、うらやましい～と思いながら直
帰の日々（笑）
　みなさんはお花見楽しまれましたか？
　この時期といえば、毎年当院では小学校と中学校入学のお子様たちに入学お
祝いカードを送付させていただいております。今年はジェネラルマネージャー
がカードへお子様一人一人の名前を丁寧にお祝いの気持ちを込めて書いてくだ
さいました。皆様のお手元に届きましたでしょうか。
　カードを送った方からお返事が届きましたので、ご紹介いたします！
　今年小学校入学のＭくん。もう字がかけて
いることにびっくり！さらに漢字までかける
なんてすごい！！
　裏面の宛名と差出人は全て漢字で書いてく
れていました。私がその位の頃はこんなしっ
かりとした手紙はかけていなかったと思いま
す。
　また、理事長先生への『長生きして頑張っ
てください！』のメッセージには笑っちゃい
ました！（笑）巻頭言で引退をつぶやいてい
ましたが、まだまだ現役でいてほしいですね！
　出産されてから６年・12年とたっている為、
引越しなどで住所が変わられており、カード
が戻ってきてしまった方もいます。届いてい
ないよーという方は是非ご連絡くださいね☆

　絆の会の会員の皆様お変わりございませんか？
今年も目黒川の桜は見事に咲き始めましたが、それにも増し
て年々桜のもとに集まる人の多さにびっくりさせられます。
　23年前の開業当時はここまで人は多くなかったと思います
が、索漠した世の中にあって束の間のいやしを求めて人は集
まって来るのでしょうか？
　さて今年の入学カードには昨年までのような表書きはでき
ませんでしたが、小・中学校の新一年生のお名前書きだけ参
加させて頂きました。
　少しばかりの参加でもお子様の成長を垣間みられる喜びを
感じました。
　又、この３月、５人目（育良では３、４、５番目の３人）
を出産されたお母様がとても嬉しいメッセージを残してくだ
さいました。
　病院が清潔、ごはんがおいしい、医療従事者の皆さんが丁

寧な仕事ぶりで心から信頼できるとい
う内容でした。“やはり最後は人の力
ですね”と締めくくってくださったこ
とに理事長を始め、全スタッフも嬉し
く励まされたことと思います。
　そして、理事長が巻頭言最後にふ
れておりますように、10年前フジテレビ『とくだね』で『助
産師の力』が放映されました。
　その内容は理事長が理念としている医療者と患者様の間の
信頼関係が築けた出産をしていることを示してくれています
が、私の拙い説明よりも「百聞は一見に如かず」と言います
ようにDVDをご覧になって頂けたら幸いです。
　心浮き立つ春は大好きな季節ですが、花粉に悩まされるこ
の季節、どうぞお大事になさって、平成最後となる春を充実
してお元気にお過ごしください。

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
育良「絆の会」事務局（編集委員：菊池、関、柿沼、品川、畠山）
TEL 03-3792-4103
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あ と が き

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。

 5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

6月：2ヶ月 13日 10：00～ 11：30
9ヶ月 27日 10：00～ 11：30
1才 13日 12：00～ 13：30

7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

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

編集後記


