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理事長 浦野 晴美

コロナが終息したとしてもそのまま私が毎日出勤する必要はなくなるで

しょう。

業務改善のポイントですが、昔は個々の能力に頼ってできていたものが

今の医療、いや他の業界も同じくやっていけなくなっているということで

す。育良にはもともと「垣根のない職種」や「4つの手、4つの目」という

チーム理念がありましたが、それとは少し異なる意味合いでのチーム医療

です。

また、しっかりとした理念を持ってやってきた育良ですが、20年以上もたち

ますといろいろとほころびも出てまいります。

それは分かってはいるのですが、何かしっくりこないものが私の中にありま

す。その気持ちなども今回の本にしたためてあります。

ここに至るまでの間、育良も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。

古いものはすべてだめだ。間違っている。と、簡単に批判することなく先

人に敬意をもって改革をしていきます。

引退を前にしっかりと精査し、残すべきものは残し改めるべきものは改め

育良の本質を変えることなく時代に即した育良にしていこうと思っており

ます。

この巻頭言も次回の57号を最後に院長に引き継ぎたいと思います。

絆の会の会員の皆様、コロナ禍は少し落ち着いてきたかには見えますが

最盛期には自粛自粛でご不自由な毎日を過ごされていたかと思います。

当院もコロナ感染対策として、外来付き添いや分娩立ち合い等の禁止、

各種教室の中止などご不自由をおかけしております。

これらの制限は感染の動向を見ながら徐々に解除していきますが、何より

安全性が問われる医療機関ですので世間の解除スピードよりは慎重に

ならざるを得ません。

さて、来年は育良クリニック開設25周年という節目です。

前にも触れたかとは思いますが、私の中では育良開設20周年を機に引

退を考えておりました。日赤医療センターでの勤務医生活20年と育良で

の開業医生活20年でちょうどよい節目と私なりに考えたのでした。

２０周年の節目には引退すべくいろいろと準備しては来たのですが、次か

ら次に新しい課題が出てまいりましてそうはいかなかったのです。

なかなか思いどおりにはいかず、さらに数年間延長してしまいました。最後

の節目にはさっぱりと引退したいと考えております。

コロナ禍で自宅待機を余儀なくされたハイリスクの私は、時間の余裕もで

き育良25周年を前にしてその記念誌を出すことができました。5月29日

の発売でした。

来年春の発刊を考えていたのですが、コロナ禍の影響で仕事の少なく

なった出版社の都合で出版が早まったのではないかと勘繰っておりま

す。

それに引き換え、承継と業務改善はコロナのせいで中断されてしまい、

やっと先日再開されたばかりですので、しばらくは期間を要すると思いま

す。

コンサルによる改善計画が中断されていたのとは裏腹に実際の業務は

私が自宅待機となったために院長中心の体制となっております。

新型コロナウイルスが心配な毎日ですね…（＞＜）
そこで！絆の会の皆様に正しい手洗い方法を改めてお伝えしますっ！！！
さて、手洗いするときを思い浮かべてみましょう。
手の平は一生懸命洗う人が多いですが、指先、親指、指の間、手首などは不十分になりやすいです。
また、利き手は洗い残しが多くなるので、気をつけましょう。
「せいけつ手洗い」の手順を覚えて、洗い残しをなくしましょう。
石けんやタオルで病原体が繁殖しないように、タオルはいつも清潔なものを用い、
石けんは微生物の伝播のないポンプ容器などに入れた液体石けんを使用しましょう。
液体石けんも詰め替える場合には、容器やポンプを洗って乾燥させてから詰め替えましょう♪

  【正しい手洗いのポイント！】
         しっかりと石けん液を泡立てること。 泡立てることで、手全体や手のしわなどに石けん液がいきわたります。 
        「せいけつ手洗い」を行うと 30 秒かかります。
        30 秒の手洗いを身につけるために、砂時計やタイマーを置いて実施してみる方法もあります。

  2 回手洗いを実施することで、ウイルスの除去効果があるというデータもあります。
  特に冬場のウイルス流行時のトイレの後は 2回手洗いの実施をお勧めします。
  手洗い後に +αでアルコール消毒があると、よりGood ！！です。
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「せいけつ手洗い」「せいけつ手洗い」



乳幼児の熱中症は
予防できます 東邦大学医療センター大森病院　新生児科教授　

育良クリニック　非常勤小児科医　与田仁志

新型コロナの予防が続く中、季節も夏を迎えようとしています。大人でもマスクをつけてのこの季節は辛いですね。
環境省では熱中症予防のための「声かけプロジェクト」を実施しています。
特に乳幼児は、大人よりも熱中症になりやすいことを知っておきましょう。

乳幼児は自宅と屋外での発生が多く、屋内でも注意が必要です。

・乳幼児や小児は体温調節機能が未発達です。特に汗をかく機能が未熟で、体に熱がこもりやすく、自分で水分を補給したり、服を脱ぐなど　

の暑さ対策ができないことも熱中症への危険を高めます。保護者の対応が不適切だとリスクが高くなります。また、遊びに熱中してしまい、

暑いのを忘れ熱中症を招くこともあります。

・身長が低いため、地面から照り返しの影響を強く受けます。このため、大人が暑いと感じているとき、子どもはさらに高温の環境下にいる　

事になります。大人の顔の高さで 32度の時、子どもの顔の高さでは 35度くらいあるそうです。

・子どもを自動車内に放置したことによる熱中症があとをたちません。冷房をつけていても、何かの拍子で切れることもあります。季節にか　

かわらず、わずかな間であっても、車内に子どもだけを残さないでください。

・子どもの異変に敏感になる：

・外出時は照り返しに注意：

・服装を選ぶ：

・水をこまめに飲ませる：

・日頃から暑さに慣れさせる：

・絶対に、車内に子どもを置き去りにしない

顔が赤く、ひどく汗をかいている場合は、涼しい場所で十分な休息を取らせましょう。

ベビーカーは、地面からの位置が高いものを選ぶと、照り返しの影響を受けにくくなります

意識的に涼しい服を着せるようにしましょう。暑さに応じて脱ぎ着するようしつけましょう。

水分補給は熱中症予防の基本中の基本。水筒やペットボトルを持ち歩かせましょう。

適度に運動させ、暑さに強い体を作りましょう。本格的に暑くなる前から運動することが大切です。
いつもエアコンの効いた部屋にいて汗をかかずにいると、暑さに弱くなります。

◎子供の熱中症の特徴

◎熱中症予防のポイント

◎熱中症対処・判断チャート



赤ちゃんと一緒にエクササイズしてみよう！

コロナ禍で外出ができず、赤ちゃんとおうちで過ごす時間が増えているかと思います。
授乳や抱っこで 1日の大半を過ごし、身体が凝り固まっているのではないでしょうか。
そこで、今回は赤ちゃんと一緒にできるエクササイズを紹介させていただきます。

※首がすわった赤ちゃんとのエクササイズです

まず、首のストレッチです。
あぐらをかき、赤ちゃんは足の上に寝かせておき背筋を伸ばします。
首を倒し、上になっている耳のあたりを手で押さえます。
手の重みで自然に首筋が伸びるのを感じ深呼吸を 2～ 3回行います。
反対側も同様に行います。
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次に、腕から脇のストレッチです。頭上で肘を折り曲げ、もう片方の手で肘をひき、
上腕から脇にかけての伸びを感じ、深呼吸を 2～ 3回行います。
反対側も同様に行います。
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胸と背中のストレッチです。
背筋を伸ばし、両側の肩甲骨をお互いにくっつけるように意識し深呼吸を 2～ 3回
行います。
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上半身のストレッチです。
赤ちゃんをサイドに置き、赤ちゃんに近い足をもう片方にクロスさせ、できるだけ赤
ちゃん側をみるようにして上半身をツイストします。
このとき、息を吸いながらねじり、そのまま一呼吸し、息を吐きながら元に戻します。
反対側も同様に行います。
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最後に、太もも、腹筋のストレッチとお尻の引き締めを行います。
仰向けになり、赤ちゃんを両手で安定させ、息を吸いながらお尻を持ち上げます。
引き上げたまま、一呼吸し、息を吐きながら元に戻ります。2～3回繰り返し行います。
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絆の会の皆さま、ご無沙汰しております！鍼灸師の柿沼です。
6月から30度越えが続いて、毎日毎日暑いですね…(*0*)

夏本番の今こそ、夏バテ・熱中症対策をして乗り切っちゃいましょう！！
身体を動かし汗をかくことで熱を発散させるのですが、現代人は冷房が効いた部屋で過ごしているとうまく発汗できずに体内にこもってしまいます。

すると、熱が身体の上部に上がりイライラ・不眠・胸苦しさという症状が出現します。
血液の流れが悪くなるため、めまいや動悸、熱中症に注意が必要です。 

夏の養生のポイントは、適度に汗をかき、発汗で失われる気（エネルギー）・血・水分を補うことです。

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

鰺は3枚におろし、腹骨と小骨を取り皮もはいで包丁であら細かくたたく

    の鰺にみじん切りした生姜、大葉、味噌を加えてさらにたたく

1

12

    の鰺にひきわり納豆を混ぜ合わせて出来上がりです。3 2

調理場さんのここが言いたい

鰺と納豆のなめろう

鰺と納豆は免疫力を上げる効果が共に有り、鰺は血管を丈夫にするEPA,
脳の機能を活性化するDHAを含み、納豆は血行不良による冷えや肩こり
に効果的です。

材料 2 人前

ひきわり納豆1パック
鰺１尾
生姜１片
大葉3枚
茗荷1本
味噌小さじ2～3杯

作り方
小柱は水けを切り、三つ葉は2～3㎝に切る
小柱、三つ葉、紅生姜をボウルに入れて小麦粉少々を振りかけて混ぜ
①の衣を合わせた物を注いで軽く混ぜ合わせる
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揚げ油を熱し混ぜ合わせた小柱をオタマですくい入れカラリと揚げる3
小鍋に②を合わせて一煮立ちさせ天つゆを作る4
揚げた小柱を盛り大根おろしを添える5

紅生姜と小柱のかき揚げ

ミネラルが豊富な帆立は滋養強壮に優れ老化防止に効果が有り、
生姜は新陳代謝を高めて体を温め魚介類などの中毒予防や
解毒作用にも効果が有ります。

内関 (ないかん)陽谷 (ようこく)
吐き気、めまい

【他効果】
頭痛、めまい、耳鳴り、難聴、後頸部や肩の痛み、歯痛
【押し方】
手の甲側、小指のラインと手首が交差するあたりのくぼ
み（ボコッと出ている骨の小指側の際あたり）

身体の熱を冷ます

【他効果】
イライラ、ヒステリー、動悸、つわり、乗り物酔い、胃痛
【押し方】
指３本分下がったところ

小柱１００ｇ　　　三つ葉２５ｇ
紅生姜２０ｇ　　  小麦粉少々
揚げ油適量
①ころも（小麦粉1/4カップ、卵1/2個、水50ml）
②天つゆ（鰹だし汁1000ml、味醂50ml、醤油
50ml）大根卸適量

材料 2 人前

夏におすすめの薬膳食材編

熱中症対策ツボ編

そら豆、かぼちゃ、うなぎ、鶏肉、山芋 など

　②気（エネルギー）を補うもの

人参、ほうれん草、牛肉、レバー、ブドウ など

③血を補うもの

トマト、なす、きゅうり、冬瓜、さやいんげん、もやし、ゴーヤ、
すいか、ハトムギ、蕎麦、緑茶 など

①熱を冷まし水分代謝を上げるもの
身体にいいものでも、何事も摂取しすぎは『毒』に変わるので要注意です！



育良NEWS育良NEWS
スタッフ紹介

助産師

リネン

事務局 助産師

助産師 助産師

この度、育児支援や妊娠～育児期の悩み事の聞き手として、今までのクリニック勤務とは異なる形での活動をし
ていきたいと思い、退職することに致しました。医療理念に共感した育良で6年超にわたって勤務させて頂き、絆
の会の皆様とご縁がありましたことを大変嬉しく思います。ありがとうございました。
まだ感染症への不安が拭えない時期ではありますが、皆様の健やかな日常をお祈り致します。

大阪府

祖母、父、母、姉、私（次女）、犬たち

お寿司、焼肉、焼き鳥

納豆、セロリ

旅行、映画鑑賞、音楽鑑賞

出身地：

家族構成：

好きな食べもの：

苦手なもの：

趣味：

1

2

3

4

5

休日の過ごし方： 筋力トレーニング、犬と戯れる

一期一会

西野
多くの女性に満足して頂けるような、親切で丁寧な
診療を心掛けております。
どうぞよろしくお願い致します。

座右の銘：

会員の皆様に一言：

6

7

8

岩手県

妻1人、娘1人、両親、四人兄弟（姉、兄、妹）

肉、刺身、卵、ぶどう、桃

パクチー系、辛い物（キムチ以外）、
ネギ、虫・蜘蛛・蜂

釣り、水泳、スキー、野球観戦（ヤクルト）、競馬

出身地：

家族構成：

好きな食べもの：

苦手なもの：

趣味：

1

2

3

4

5

休日の過ごし方： 家族でドライブ、家族で月一居酒屋、競馬、野球観戦、釣り、ゲーム

」るたわていたたを橋石「、」るなばせなも事何「

心がけて診察していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

座右の銘：

会員の皆様に一言：

6

7

8

マネージャー



　絆の会の皆様いかがお過ごしでしょうか。
日に日に気温も上がり夏真っ盛りですね。
今回は夏号ということで、当院で大変お世話になっております東邦大学医療
センター大森病院　新生児科教授　与田仁志先生に「お子様の熱中症対
策」を教えて頂きました！
また助産師よりご自宅でできるストレッチも教えてもらいました！
いかがでしたでしょうか？！
暑さに負けす今年の夏も乗り切りましょう♪
今年は新型コロナウイルスの影響で多くの夏のイベントが開催中止となって
しまい、なんだか寂しい夏となってしまいそうですが・・・。
私の出身の秋田県では、8月に全国的にも有名な「大曲の花火大会」が開
催されます。こちらも今年はコロナの影響で中止となってしまいました…（T-T）
約1万8000発もの花火が打ちあがり、迫力満点です。是非皆様にも一生に
一度は生でみていただきたいです。
…という私も地元ですが、一度も見に行けていないので数年以内には行きた
いと思います！！
暑い日はしばらく続きますので、皆様くれぐれもご体調にはお気を付けください｡
　　　                                                                         
                                                                                  スタッフI

編集後記　絆の会の会員の皆様いかがお過ごしですか？私達夫婦も高齢ということで、自
粛生活を送っていますが　そんな中　理事長の著書が出版されるという嬉しいこ
とがありました。
　来年3月、育良は25周年を迎えますので理事長の医療人生の集大成とも言え、

　開院して数年間は車で30分位の世田谷の自宅に帰れたのは年に数回と数え
る位でした。
　開業はちょっとしたはずみと書いておりますが、昼夜なく働く姿に永年の夢が実
現できたので頑張っていると思っていました。
　当然家族の微々 たる力も必要になり、何の能力もない私もその一員となりました。
　医療系の人々のことは本の中に網羅されていますので私が担当した食事と清
掃について記します。
　まず相当困ったのが食事の件です。
　いろいろ苦労がありましたが9年目にして育清フーズの木原さんが専属の食事
担当を引き受けてくれました。
　しかし　しばらくは1人で365日の朝昼夕の食事ですので、正月でさえどこにも連
れて行けない小さな坊やを下膳の食器と一緒にカートに乗せていた光景がまぶた
に焼きついています。
　現在はスタッフが増え、食事の評判は益々良く栄養士となった三女の乃梨子も
患者様に喜んで頂ける食事をと楽しく意見をかわし合っていることをうれしく思いま
す。
　さてもう一つの難問の掃除は開業から半年経った頃木村さんが入職しました。
　以来24年の長い間、自宅から1時間半以上歩いて大きな駅の始発にのり、無
遅刻無欠勤で働いてくれますので　その仕事ぶりは改めて明記するまでもありませ
ん。
　他にもここに書ききれない沢山の方々に支えられ助けられて仕合わせな育良生
活でした。
　開院の宴の時に、理事長が「城は外からは滅びない。滅びる時は内側か
ら・・・・。」とわずか十人余りの開院時のスタッフの結束を鼓舞しましたが、私もそれ
が守られる限り　色々な困難も超えていけると確信しています。
　コロナの終息はまだみえませんが少しずつ平常に戻りつつあります。
　どうぞお体大切になさって暑い夏をこえてください。
 

あとがきあとがき

集会情報集会情報

　絆の会会員で集会月にその月齢にあたる方
めだかの会(2ヶ月)
かえるの会（5か月）
ひよこの会（9か月）
１歳お誕生日会

参加資格

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】

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

新型コロナ感染症対策のため、ZOOMにて絆の会を開催いたします。
オンライン開催にあたり、5か月のかえるの会を追加いたしました。

対象の方には、集会の2週間ほど前にメールにて
お知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。
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