
初めての「みいちゃん、ひとりでおつかいでき
るかしら」
ママの一言から物語が進んでいきます。
お姉ちゃんのみいちゃん 5歳、生まれて初めて
一人でおつかいへ行くことになります。
現代社会でお子様だけでおつかいに行ってもら
うのは様々なリスクがありますが、
ママたち世代だとノスタルジックを感じられる
絵本だと思います。
この絵本にはみいちゃんの成長がギュッとつ
まっており、読み終わった後とっても暖かい気
持ちになります。
ご自身の幼少期に照らし合わせつつ、今は送り
出すママの気持ちになってお読みいただきたい
作品です。

スタッフおすすめ！ 絵本の紹介

　絆の会の会員の皆様、お元気ですか？
　私は一昨日、ある団体に依頼されて講演してまいりました。
　勤務医時代は一般の方を対象に更年期などのお話をすることは
ありましたが、開業してからは医療関係者にお話しすることはあって
も一般の方を前にお話しするのは、初めてのような気がいたします。
 「命の大切さと家族の絆」について産科医の経験からお話しした
のですが、お話を進めていくうちに本当に産科医にそして開業医に
なってよかったという思いを強く感じながらお話しさせていただきまし
た。勢いあまって、息子が初めは麻酔科医を目指したこと、それを
娘たちが息子の気持ちを理解しながらも育良のためと、息子を説得
し産婦人科医に転向させたことも披露してしまいました。
　そのせいか、質疑応答の一つに、「開業してよかったことは？」
とのご質問がありましたが、これは予想していた質問の一つでしたの
で、「勤務医とは違ってスタッフの思いを診療方針に掲げ、患者様
に良いと思われることを即実行できることです。」と、いう模範解答
を用意していたのですが、つい「勤務医のままであればたとえ息子
が医者になったとしても別々の道を歩む可能性が高かったのです
が、育良を開業したということで息子だけでなく家族がひとつのより
どころのもとで力を合わせて働けることです。」というようなことを答
えてしまいました。
　これは家族だけでなく、育良に来てくれた職員一人一人について

もいえることです。本当に職員のみん
なが育良をよりどころとして考えてくれる
ことを願ってやみません。
　さて、通院中の方はお気づきでしょ
うが今育良の隣が工事中です。騒音
や通行の邪魔になるなどご迷惑をおか
けしているかもしれませんが、クリニッ
クの拡張工事をしております。
　もともとアトラスタワーの4階は医療モールとして始まったのです
が、隣の眼科が診療を中止しヨガ教室になってしまいました。健康
にかかわるところなのでよいかなと思っておりましたが、そこが空くこ
とになったときに院長がそこで高度生殖医療をするという計画を立
ち上げました。
　産婦人科の世界では高度生殖医療は今や花形産業ではありま
すが、さすがにそろそろ飽和状態です。
　不安は多 あ々ります。しかしながら今でも育良クリニックには生
殖医療で通ってくださる患者様はおられるし、なんといっても育良に
はお産で培った信用がある、と思っているのですが・・・・・
　開設は早くても秋にはなりそうですが、育良のお産共 ご々ひいき
にご支持いただけますようお願いいたします。

（理事長　浦野 晴美）

はじめてのおつかい
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東山中学校職場体験
　毎年恒例になっていますが、目黒区内の中学校 2
年生を対象とした職場体験で、今年も 6/25( 火 ) ～
6/27( 木 ) の 3 日間、東山中学校の 4名が育良クリニッ
クにきてくれました。
　助産師をはじめ、臨床検査技師、パラメディカル ( 医
療補助 )、鍼灸師、受付 ( 医療事務・コンシェルジュ )、
リネン ( 配膳や清掃などを担当している部署 ) などのた
くさんの職種のスタッフと関わり、「なぜこの仕事を選
んだのか」「資格の有無や取り方」「やりがい」「どんな
ことに気をつけているか」「業務の内容」などを聞いた
り実際に見たり体験しました。
　入院中の患者様にご協力いただいて赤ちゃんの沐浴を
見学したり、体温を計ったり、おむつ替えや着替えも手
伝うことができました。
　助産師になりたいという生徒さんもいて、体験前から
赤ちゃんを見たい！という希望がありました。毎年そう
ですが、赤ちゃんと触れ合う場面が一番気持ちが高まる
時でもあり緊張する時でもあるようで、特に抱っこさせ

てもらう時はその表情がかわいくもあり頼もしくもあり
ました。
　3日間の中で様々な体験、初めての体験をして、きっ
と疲れたと思いますが最後まで元気に頑張りました！
　参加してくれた 4名が今後、どのように考え進路を決
めていくのか将来が楽しみです。
　最後に、快く協力してくださった患者様方と赤ちゃん
達、ありがとうございました。

　６月２７日に目黒消防署より３名の消
防士さんにお越しいただき、当院スタッ
フを対象にAED講習をして頂きました。
　現在のガイドラインでは人工呼吸より
優先して胸骨圧迫 ( 旧：心臓マッサージ )
を行うそうです。
　成人 [8 才以上 ] には手根 ( 手の平の付
け根 ) 両手、5cm 沈む程度で行うのはご
存知の方も多いですが、実はお子様へは
少し異なり、小児 [1 ～ 8才未満 ]へは手
根部片手、乳児 [1 歳未満 ]へは指 2本で、
小児・乳児ともに胸の厚さ 1/3 沈む程度
に胸骨圧迫を行います。
　消防士さんがデモストレーションをし
てくださった時は、とてもテンポよく胸
骨圧迫をされていたのですが、実際にス
タッフが体験すると胸骨圧迫が入りきら
ない！！

　体験したスタッフ達からも「こんなに
押すのですか！？」とどよめいたほど。
　消防士さんが現場で行う際にも汗だく
になるそうです。
　AED講習後は防災食体験もあり、5年
備蓄できるアルファ米を試食しました。
　熱湯15分、お水60分で出来上がります。
　付属のゆかりで頂いたのですが、防災
食なのに美味しい！！
　夕方の講習だったので腹ペコなスタッ
フたちはモリモリ食べていました。
　東日本大震災がまだまだ記憶に新しい
中、日々各地で大きな災害が起こってい
ます。
　街中でAEDの設置をよく見かけるよう
になりましたが、いざ！その時！に行動
できるようになるためにもとても大切な
講習会でした。

AED講習会



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。夏真っ只中！暑い日が続いていますね。私は暑くて夜寝苦しかったり、冷房をつ
けて寝ると冷えすぎてしまった…なんて事がよくあります。
今回は気分と体をリフレッシュしてくれるツボを紹介したいと思います。予防も兼ねて日頃からツボを
押してみてください^^

【場所】
頭の頭頂に位置します。左右の耳の穴を結んだライ
ンと眉間の中心から頭頂へ向けたラインが交わると
ころにあります。

【押し方】
両手の中指又は人差し指を使い、息を吐くときに押
し吸うときに緩める、というのを15回～20回程度押
します。痛気持いいくらいの強さで押しましょう。
また、頭痛・ストレス・抜け毛・めまい・痔などにも
効果があります。

【場所】
左右の足の甲にあり、親指と人差し指の骨が交わる
手前に位置します。（親指と人差し指の骨の間を足首
の方にたどっていくと分かりやすいです）

【押し方】
足裏を床につけ、中指又は人差し指で押します。５
秒押し３秒はなすというのを５～１０回繰り返し、片
足が終了したら逆足の太衝も行います。肝臓の経絡
にあるツボなので、二日酔い・目の疲れなどにも効
果があります

【場所】
神門…手のひら側にあり、小指側の手首の横ジワ上
ですこしくぼんだ場所に位置します。
内関…手のひら側の手首の真ん中から指三本分（人
指し・中・薬指）肘の方に向かった場所で腱と腱の
間にあります。

【押し方】
神門・内関ともに逆の手の親指で５秒押し３秒はな
すというのを５～１０回繰り返し、片手が終了したら
逆のツボを行います。
神門は不眠や動悸、内関はイライラや乗り物酔い・
つわり・二日酔いの時にも効果があります。

百会（ひゃくえ） 太衝（たいしょう） 内関（ないかん）

材料
オレンジ2個、プレーンヨーグルト200g、牛乳100cc、砂糖15g
粉ゼラチン５g、水少々、オレンジジャム適量

作り方
①オレンジ1個の上1/3を切って、2/3の部分の果肉を出し、白い皮の部分
をむき、小さく切ったら、皮のカップに入れます。
②鍋に牛乳、砂糖、水で溶かしたゼラチンを加え、沸騰しないよう弱火で
温め、火から下ろして冷ます。余熱が取れるくらいに冷ましたら、ヨーグ
ルトを入れてかき混ぜ、①のカップに3/4ぐらいまで流し込み、冷蔵庫で
冷ます。
③固まったらカップの残り1/4の隙間にオレンジジャムを入れて、①で切っ
た上1/3の蓋をしたら、出来上がり。

材料
ジャガイモ（メイクイーン）2個、コンビーフ１缶、塩コショウ少々、バター大匙1、片
栗子少々　

作り方
	 ①ジャガイモは皮をむき、万能スライサーで細千切りにする。水にさらさ
　ずに片栗粉、塩コショウを入れて軽くあえる。
	 ②コンビーフはフライパンで炒め、ざるに入れ余分な脂を落としておく。
	 ③フライパンにバターを溶かし、①を1/4量ずつ丸い形にして、弱火で両
　面を狐色に焼きあげる。
	 ④丸い形に焼いたポテト2枚で、②のコンビーフをサンドし、お皿に盛り
　付ければ出来上がり。

オレンジ
ヨーグルトゼリー

ハッシュドポテトの
コンビーフサンド

今年も暑い夏がやってきました。
冷房の効いた室内と外気との温度差が大きく、自律神経のリズムが乱れると

疲れがたまる・だるい・食欲がないなどの症状が出やすくなります。
そんな時は食べやすものやいつもと少し変わった食事でしっかりと

栄養を取るようにしましょう。

食欲不振に効果あり！暑さで食欲が減退し
ているときにオススメ☆

生のオレンジの皮をカップに使った

（２人分） （２人分）

朝食がいつも代わり映えしないなーと
思っている方にオススメ☆

自律神経失調症、
不眠などに効く

イライラ、血行不良
（冷え・のぼせ）に効く

心の悩みや精神的な緊張に効く神門（しんも
ん）、ストレスや胃のムカムカや不快感に効く

※右足 ※左手

神門

内関
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ス タ ッ フ 紹 介

コンシェルジュ
品川麻郁さん

助産師
櫃本光恵さん
谷内法子さん

助産師
岩崎敏子さん

リネン
塚原仁子さん

 受　付
島田万紀さん

パラメディカル
須藤千尋さん

リネン
山村佐奈江さん

産休に入ります！

谷内助産師 櫃本助産師
絆の会の皆様こんにちは。
お元気ですか。
このたび夫の転勤の為、長野県に転
居することになりました。
育良で沢山のお母様、赤ちゃん、御
家族にお会いし、出産や育児のお手
伝いをさせて頂くことができ幸せな
日々でした。
今後も絆の会会員として育良を見守
り、応援していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

絆の会の皆様、こんにちは。
近年は分娩を離れ、産後の母乳外来
の方でサポートさせて頂いておりま
したが、開業のため、長年お世話に
なった育良を退職させて頂きました。
妊娠やお産と同様に、おっぱいの状
況もおひとりおひとり全く違いま
す。毎日たくさんのお母さんたちか
ら学ばせて頂きまして、本当にあり
がとうございました。
子育ては大変ですが、どうぞ毎日た
くさんの愛情をお子さんに向けてあ
げてください。皆様のご多幸をお祈
りしております。



1歳
お誕生会

5月
6月

4月 7月

２ヵ月
めだかの会

最初は不安でしたが、
色んな方とお話ができて
楽しかったです☆

赤ちゃん大集合でとっても
かわいい！

5月

4月

4月

5月

7月

6月

7月

6月

離乳食のことやなかなか聞きにく
い事に答えて頂けて良かったです。
さっそく実践してみます！！

気がつけば一年が経過。
本当に感慨深いものがあります。
皆の成長を感じられて
嬉しかったです！

９ヵ月
ひよこの会

6月



　絆の会の会員の皆様お変わりございませんか？
長びいていた梅雨もようやくあけそうで、いよいよ本格的な
暑い夏がやってまいります。
　さて巻頭言で理事長が記しております社会教育団体の講演
会に私も出席しました。
　土曜日の午前中という時間帯はクリニックも忙しいので何
度かお断りしたのですが、とても熱心な依頼に理事長も重い
腰をあげました。
　理事長が引き受ける決心をしましたのは、講演会の責任者
が私の知人であることよりもホームページ等で育良のことを
調べ
「こんな素晴らしい医療理念をもった産院があったのか」
とワクワクした感動でお願いしたことにより心が動いたよう
でした。

　講演は準備の時間があまりなくぶ
っつけ本番でしたが、
「先生の家族、職員、患者様へのや
さしさや愛情が伝わってきた」
　というようなお声の他に
「ぶれない医療理念がすばらしい」
というとても嬉しいお声が届きました。
　育良も助産師を始めいくつかの部門がありますが、互いに
真に協力し高みを目指している職員ばかりと自負していま
す。
　理事長が発足当時からの理念を変えずぶれないでいられる
のは、良いスタッフと育良を選んでくださる患者様のお陰と
あらためて感謝しております。

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、井坂）
TEL 03-3792-4103
FAX 03-3791-4123
e-mail kizuna@ikuryo.or.jp

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

 9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

10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

11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

12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

編集後記
　絆の会の皆さま、あつーい夏本番
ですね！！
夏バテやクーラー病になってらっし
ゃらないでしょうか…心配しており
ます。
　さて、育良でご入院中に召し上が
っていただいた理事長先生からのデ
ザートを覚えてらっしゃいます
か？？
　そう！アロエです！！アロエには
素晴らしい効果があるのをご存知で
しょうか？
　古代エジプトのクレオパトラも愛
用していたアロエ、日本でも別名「医
者いらず」と呼ばれています。
　たくさん種類はありますが、日本
でポピュラーなアロエは【キダチア
ロエ】と【アロエベラ】でキダチは
薬用・観賞用、ベラは主に食用と用
途に分けられます。
　アロエは豊富なビタミン、ミネラ
ル、アミノ酸を多く含みます。
主な効果は…
　肌をすこやかに保つ美肌・美白効
果、ダイエット効果、胃を健康に保
つ効果
　糖尿病など生活習慣病の予防・改
善、抗ガン作用、腸内環境の改善・

便秘改善
　傷を治癒する効果、歯垢を削減、
アレルギー改善（アトピー性皮膚炎
など）etc…
　特に今回オススメしたい効果は…
　アロエエモジン：主に胃腸の働き
をサポートしてくれるのと、子宮収
縮作用があるため産後のママたちの
回復を促進してくれます★
　アロエシン：メラニン色素の元と
なるチロシナーゼの動きを制限する
働きがあります。
　シミ・そばかすの生成を予防する
だけでなく、すでにできてしまった
ものを目立たなくする作用も期待で
きます。夏の紫外線対策におすすめ
です★
　Kはアロエ大好きなので語ると止ま
りません(笑)
　美容にも健康にもいいアロエ、ぜ
ひこの夏取り入れてみてはいかがで
しょうか？

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。


