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誰もがハッピーで家族や恋人、お友達と過ごし街中が浮かれている素敵なクリスマス。
あちらこちらでクリスマスソングを耳にするとわくわくするはず。

…ですが、この絵本の巻頭言
「みんなが クリスマス・イヴを たのしんでいる とき、すてられた こねこが 一ぴき、おなか
を すかして、さむさに ぶるぶる ふるえながら、あるいていました。」
と少し切なさを誘い始まります。

クリスマス・イヴ、みんな大好き○○○さんとの出会いでこねこの運命が大きく変化して
いきます。
こねこの運命やいかに…！！

水彩画タッチの挿絵がとてもあたたかみのある作品になっています。
クリスマス作品なので、色鮮やかなのも読み進めていてお子様の視覚刺激にもオススメ
です。

絵本の紹介スタッフ
おすすめ！

絆絆

理事長 浦野 晴美

ただ、この二十数年の歳月の間に育良人の人間性も変化したのか、
本体でのこととは異なるからか、今回の生殖部門開設は私が主導し
た育良クリニック創設、アトラスタワーへの移転のときと比べ育良全
職員が総力を挙げて成し遂げるというようなパワーが感じられないの
は残念です。そういう私がその一人といえばそうなのですが。
私ももうすぐ古希となります。「古来稀れなり」。今ではそれほど珍しい
年でもなく、ジムに行けば私より年長と思われるジジババが運動に励
んでおられます。
そうはいっても歳には勝てないもので、もともとの三高（高血圧、高脂
血症、高尿酸血症）に糖尿病、心臓病、あげくは前立腺肥大に睡眠
時無呼吸症候群まで患い、今では脊椎すべり症から来た脊椎管狭
窄症で歩くのもままなりません。
若い時からの不摂生がたたったとはいえ古希を前に一気に老け込ん
でしまいました。

今日ももうすぐ2歳になる孫と手をつないで近くに買い物に行きました
が歩く速さはちょうどよく、それと入れ替わりに遊びに来た小1、5歳、
4歳の孫たちが走り出そうものなら追いつけず高3の孫がいなければ
散歩にも行けないところでした。
とはいえ、ろうそくの灯も消える前には一瞬明るくなるがごとく最後の
輝きに向けてともしび続けますのでもうしばらくご加護ほどお願いいた
します。

絆の会の会員の皆様、お元気ですか？
前号にも触れたように、生殖医療部門が開設しました。
育良の中では、育良クリニック創設、アトラスタワーへの移転、武蔵
小杉レディースクリニック開設に続く第4の節目といえます。
武蔵小杉レディースクリニック開設のときも私はほとんどタッチしてお
りませんでしたが、今回も同様です。
生殖医療部門は院長が成育医療センターでの経験を生かして軌道
に乗るまでは一人医師でやる予定のようです。培養士や専門の技
師、看護師もそろっているようですので安心はしておりますが、私に
とっては未知の世界ですので本院を守っていくことで手助けをしよう
と思っております。
今、育良25周年を前にしてその記念誌を出そうと計画しております。
それはほぼ完成し、後は細かい修正や校正がすめば出版の予定とな
るところまでこぎつけることができました。
その為に、何回も何回もそれを見返しているところですが、そうします
と育良のたどってきた軌跡がふつふつとよみがえってきます。ここまで
来るのにどれだけ多くの育良人や患者様がその時期その時期に協
力してくれたか知れません。
ここに至るまでの間、決して順風満帆に成長してきたわけではありま
せん。
その時期その時期の多くの育良人の尽力があり、それを支えてくだ
さった皆様のお力添えがあったからこそ今の育良があるのだと改めて
感じております。

「こねこのクリスマス」
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生殖医療

産婦人科

お子様連れ通院可能
採卵・移植などの処置は生殖医療施設のみ
生殖医療施設の休診日はお子様連れでない
方も診察可能
診療時間

産婦人科

17：00～18：45
（月～金：第4木曜午後除く）

お子様連れでない場合も
ご利用いただけます。

お子様連れでない場合は
生殖医療施設でご予約ください。

9：00～11：30　14：00～16：30
（月～日：第4木曜午後・日曜の午後除く）

産婦人科

お子様連れ通院不可
一般生殖医療から生殖補助医療まで可能
診療時間

夕診なし

生殖医療

9：00～11：30　14：00～16：30
（月～土：木曜午後除く）

すっかり寒くなり、秋を通り越して冬の寒さになって来ました。
育良クリニックは産院として皆様に支えられて来ました。
地域のクリニックとして、産科だけではなく、婦人科や不妊治療など付
随する診療も行わせて頂いておりました。
不妊治療は人工授精まで行って参りましたが、この度高度生殖医療
である体外受精も始めることになりました。
不妊治療の専門施設はこの10年程で増えて来ました。
渋谷や自由が丘にも専門施設はあり、どの先生方も熱心に取り組んで
いらっしゃり、妊娠後に大勢の妊婦さんが当院へ転院して下さります。

不妊治療の大変さは通院の頻度がどうしても多いことと、次回の受診
日が直前にならないと分からない事が多い事などがあります。
その為、物理的な通院のし易さはどうしても大切になって来ます。
より通院しやすいクリニックを目指し、地域の方々のお役に少しでも立
てるように精進して参ります。

院長　浦野晃義

育良クリニックでの乳児健診やおっぱいクラスなどの勤務の傍ら、訪問専門の助産院を開業しています。
赤ちゃんを連れて外出することへの不安や、外出そのものの負担がないことが訪問助産師利用の大きなメリットです。

出産したその瞬間から、愛しい我が子との生活、育児がいよいよスタートしますが、
入院中は覚えることや慣れることが盛りだくさんであっという間に退院となってしまいます。

育良クリニックでは、出産直後から入院中のサポートが重要と考え、母子同室を勧め授乳のサポートをしております。
しかし、実際にお家に帰ると、「赤ちゃんが泣き止まない」「なんで泣いているのかわからない」「母乳が足りているのかわからない」「おっぱいを上手く飲ませる

ことができない」「おっぱいが痛い」など、一生懸命頑張れば頑張るほど悩みや不安が募り、涙がこぼれることもあります。

　ご心配やお困りのことなどございましたら、お一人で悩みを抱えずに育良クリニックや訪問助産師にお気軽にご相談ください。

　お母さんと赤ちゃんが本来持つ力を最大限に活かして、最高の笑顔で日々の育児を楽しめるように精一杯お手伝いさせていただきます。

「赤ちゃんに母乳を飲ませたい」
お母さんの当たり前で純粋なその一途な思いと努力に、最大限の敬意と確かな知識、技術を持ってサポートさせていただきます。

廣野助産師の『ひまり助産院』のお知らせ

生殖医療 専門施設オープンします



菊入湯豆腐

冬の寒がり薬膳レシピ

材料 (4人分）

下処理

作り方

菊の花5個の花びらを摘み少量の酢を入れたお湯でさっとゆで、鶏肉は1口大に切りお
湯をさっとかけて臭みを取り除く、ゆり根はほぐして洗い、春菊は葉を摘みネギはななめ切
り、豆腐は8等分に切る。

鍋に水、昆布を入れて煮立たせ、豆腐、野菜、肉、を入れて加熱して仕上がりに
茹でた菊を入れて火を止めたら残しておいた生の菊を飾りに散らす。

鍋に醤油、味醂、削り節を入れて一煮立ちして、こし網などでこしてタレを作る1

2

下処理

作り方

里芋、大根、人参は5～６ｍｍのいちょう切りにし牛蒡、蒟蒻は３ｍｍぐらいの食べやすい
大きさに切り大根、人参、牛蒡、蒟蒻、を軽く下茹でしてざるにあける。

だしは本だし（鰹だし）から→本だし（いりこだし）に変える事で違う味わいになります。
味噌はたんぱく質、ビタミンＢ群が豊富で水分代謝を良くして血流を改善、美肌効果
が期待できます。

鍋にすべての具材を入れて煮立ったらあくを取り、蓋をして１０分煮る。1

御御御付（おみおつけ）

・木綿豆腐2丁　・春菊1/2袋
・ネギ2本　・ゆり根1個
・菊の花6個　・鶏肉1枚
【調味料】
・水6カップ　・だし昆布１0cm
・醤油1/2カップ　・味醂大さじ２
・削り節４g

材料 (4人分）

・里芋200g　・大根100g
・人参80g　・牛蒡60g
・蒟蒻70g　・長葱１０ｇ
【調味料】
本だし(いりこだし)小さじ１と1/3
味噌60ｇ
水3カップ

「いつものシンプル湯豆腐を薬膳の効能プラスしたデトックスも期待できる鍋」
春に吹く風に影響される、頭痛やのぼせ、花粉症など主に体の上部に現れるトラブルを防ぎ解毒

の働きが有るので、吹き出物、腫れ物などがある人におすすめです。

「味噌汁のだしを少し変え美味しくいただく事で生活習慣病の予防に有効」
味噌汁と御御御付（おみおつけ）のちがい分かりますか？

汁の中に少量の具材が入っている物を（味噌汁）と言い、汁の上まで盛り上がるほどの多彩な具
材が入っている汁食を(おみおつけ)と言い、現代で言えば「けんちん汁」「豚汁」の事を指します。

調理場さんのここが言いたい

鍼灸師の楽間です。今回は目の疲れに効くツボをご紹介します。目が疲れすぎると頭痛が起こることもあります。
スマホ、PC作業など目を多く使った時には是非押してみてください。
寒いこの時期はゆっくり湯船に浸かりながら押すのもオススメです！

攅竹（さんちく）、魚腰（ぎょよう）、
糸竹空（しちくくう）

眉毛のツボ

【場所】
攅竹…眉毛の内側、生え始めの場所
魚腰…眉毛の中央、鏡を見た時に黒目の真上にくる場所
糸竹空…眉毛の端のくぼみ

【押し方】
親指、人差し指、中指の中で押しやすい指で行います。
左右のツボ同時に、５秒押したら３秒はなすというのを各
ツボ５回くらいずつ行います。
目の充血や顔・目の周りの浮腫みにも効果があります。

天柱（てんちゅう）、風池（ふうち）

首の後ろのツボ

【場所】
天柱…後頭部で髪の生え際、太い筋肉の外側にあるく
ぼみに位置します。
風池…後頭部中央の生え際のくぼみと、耳の後ろにあ
る骨のでっぱりをむすんだラインの中間あたりにありま
す。

【押し方】
手のひらを広げ、後頭部を鷲掴みにする感じで親指を
両側の天柱（又は風池）にあてます。５秒押したら３秒は
なすというのを各ツボ５回くらい行います。
この時少し顎を上げると力が入りやすくなります。
頭痛・肩こり・自律神経をととのえるのにも効果的です。

太衝（たいしょう）

コメカミのツボ

【場所】
コメカミ付近にあり、目尻と眉尻の中央の少しくぼんだと
ころにあります。

【押し方】
両手の人差し指を左右の太陽にあてます。（この時、中
指と薬指は支え指として眉毛付近に置くと安定します）
左右のツボ同時に、５秒押したら３秒はなすというのを５
回くらい行います。
頭痛や老眼にも効果があります。

Beauty News

攅竹
魚腰

糸竹空

天柱

風池
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笠井助産師

胚培養士
内藤奈都子さん
小幡優子さん

事務局

臨床検査技師
沖田直子さん
谷部幸那さん

中村典子さん

パラメディカル
高橋智美さん
神谷美那さん

山岸亜衣さん
平屋優さん

笠井ゆめ子さん

助産師 事務局
土田高記さん

島田万紀さん

受付

石坂佑香さん
金子麻耶奈さん

受付
山田美貴先生

医師

平屋助産師

絆の会の皆様、こんにちは。助産師の平屋　優です。この度、十月いっぱいで育良クリニックを退職

いたしました。育良クリニックで過ごした日々はとても充実しており、皆様のお蔭で素敵なお産の場に

たくさん立ち会うことが出来ました。今後は病院を離れた場ですが、お母さんと赤ちゃんをサポートする

仕事に就くこととなりましたので、まだまだ助産師として活躍していきたいと思っております。育良でお

会いしました全ての方へ感謝いたします。また、育良で産まれた赤ちゃんたちの健やかな成長を今後

ともお祈りしております。

この度、東京から引っ越すことになり、退職いたしました。
素敵なスタッフと患者さんに出会えて、育良スタッフの一員になれたことが幸せでした。
ここでの学びを礎に、もっともっと力のある助産師になります。
ありがとうございました。



めだかの会
なかなか同じ月齢の赤ちゃんやお母さんに
会う機会がなかったため、楽しかったです。

皆で集まって撮った写真もとってもかわいかったです！！

ヵ月22

ひよこの会
成長した皆とまた会うことができてうれしかったです。

ベビーちゃんが一緒に遊んでいる姿はとても癒されました。
お出かけのきっかけになるのでまた参加したいです！

ヵ月99

お誕生日会
みんなと集まってお誕生日をお祝いでき、良い思い出になりました。

安全の話についてはとても参考になりました。
今回が最後のため、とてもさみしいです。

歳11
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9月
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10月

8月

9月 11月

8月 11月

9月 10月

10月



絆の会の会員の皆様、お変わりございませんか？
理事長が巻頭言で申しておりますように、12月3日　育良は生殖医療部門
を開設いたします。
こちらは院長、マネージャーを中心に新たに専門の職員が加わり、従来の育
良が現代のニーズにあった多岐に亘る医療機関に生まれ変わることを意味
していると思っております。
しかしながら、出産ばかりでなく産みの苦しみはつきもので、このオープン
に際しましても傍からみて多少の難儀さを感じておりますが、老齢になった
理事長や私ことGM（ゼネラルマネージャー）は特別手助けさえできず非力さ
を感じております。
しかし、去る23年前に代官山で医師1人助産師3名の他はほんの数名の素
人の職員と家族ばかりで始めた産院でしたが、『随処に主となれ』という言
葉がありますように1人1人が主役にならざるを得ない状況でした。
ここでも産みの苦しみを味わいましたが、常に充足感を味わうこともできま
した。
現在の専門的な分業に高度な医療を感じながらなぜか昔は良かったと思っ
てしまうのは年齢のせいでしょうか？
　話は変わりますが、つい先日20歳になられたご子息をお連れになった婦
人科の患者様にお会いすることができました。
有名な大学に通われる息子さんはスラッとした品の良い好男子で、私が育て
てもいないのに嬉しくなりました。
最近、立派に成長された育良っこのご子息、ご令嬢を理事長に会わせたいと
伴って訪れる昔の患者様も多く、嬉しい結果がゆっくりと現れることを感じ
ました。
もうひとつは1週間程前ある医療機関で可愛らしい坊ちゃんから「病院のお
ばちゃん」といきなり指をさされました。
否定するお母様にどうしても譲らない坊ちゃん。
そこで、「どこで産まれたの？」とつい質問すると、「〇〇君、平成28年7月育
良生まれの3歳です」ということでした。
お母様とは「胎内記憶でも残っていたのでしょうかね」と笑い合ってお別れ
しましたが、どちらも嬉しい出来事でした。
　理事長が目指した産院の良い部分が優秀なスタッフにより残り、
また新たに開けていく育良を次世代がつないでいってくれることを
願い年末のご挨拶とさせて頂きます。

あとがきあとがき

集会情報集会情報
1

めだかの会、ひよこの会、１才お誕生日会

　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。

参加資格

1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

3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

4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

2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

GM 浦野 良江

婦人科のみ診察・・・休診・・・診察・・・

・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。

受付時間

午前 9：00～11：30

午後 14：00～16：30

夕診 17：00～18：45

月 火 水 木 金 土 日

診療時間

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

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。
　 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。�

ご住所を変更された会員様へ

当院のクリスマス会、毎年盛大に行われています★
年ごとに変わりますが、ほんの一例…
楽しいリトミックや、ゲーム大会、プレゼント交換etc…
手作りおやつ、軽食でお腹いっぱいになったらお待ちかね！！
育良サンタさんの登場です！！ここは見どころです★
どうぞお楽しみに…♪
みなさまのたくさんのご応募お待ちしております。
12月に入ると、あっという間に年末ですね。
寒さも日に日に増してきました…。
今年は10月からインフルエンザが流行しているので、皆さま体調を崩すことな
く素敵なクリスマス、年末年始をお迎えください。

編集後記

クリスマス会開催のお知らせ！参加者募集！

12/22（日）14：00～ 16：00

リトミック・ゲーム・プレゼント交換 etc

2 才以上～未就学児の親子（応募者の中から抽選で 10組）
※この案内をもって募集としますので、参加ご希望の方は参加者全員
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。

日時

内容

対象者

〆切り

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 絆の会「クリスマス会」係 まで

12/14（土）消印まで有効
※当選の可否は後日詳細をそえて返信ハガキにてご連絡いたします。
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