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理事長 浦野 晴美

業務改善はこちらが行うべき部分はだいぶ実行できつつあると
思っておりますが、さらに大きな改変をしなければこの経営難を乗り
越えることは不可能です。
ただいかなる経営難にあろうと医療機関として守らなくてはいけな
いのは、利用者の安全性・安心感・快適性を保ちつつ職員を雇用
しつづけることです。
例えば、育良は開設当初から様々な妊産婦の要望を受け入れるこ
とを目標に、和室分娩や水中分娩、アクティブバースやガスケアプ
ローチなどより多くの選択肢をそろえてきたと自負しております。
しかし、私が一番心がけていたことは「良い医療を提供するために
はよい助産師を集めること」でした。
良い助産師・職員がいてからこそ、患者様への安全性・安心感・快
適性が保たれます。これはいかに経営難になろうと忘れてはならな
い鉄則です。
最後に前号で述べた言葉をもう一度書かせていただきます。
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。
この巻頭言もこの号を最後に次期理事長に引き継ぎたいと思いま
す。

皆様、長い間本当にありがとうございました。

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
ますが終息には至らず、逆に再び猛威を振るいそうな時期や社会
情勢となってきております。
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が、最盛
期よりは少しずつ緩和しております。
皆様にはまだまだという感が強いかもしれませんが、他施設の状況を
見ますとずいぶんと思い切った緩和をしていると自負しております。
これは全職員の努力のたまものと感じ入っております。
さて、私の巻頭言はこの号をもって最後となります。皆様、長い間
お世話になりました。
といっても、何らかの形で皆さまにはかかわりたいので、どこかに
コーナーを作ってもらい「理爺長のつぶやき」とでも題して絆の会
の会報に投稿しようかと思います。
本業のほうも実務は息子である院長がしっかりとやってくれている
ようですので、残りの一産婦人科医としての人生、人としての人生
を過ごしていこうと思います。
思えば日赤医療センターの勤務医時代は子宮がんの手術や胎児
の出生前診断など様々な症例にかかわらせていただき、育良の開
業医時代は先端医療にかかわることはできなくなりましたが地域に
密着し、場合によっては患者さんの人生にかかわることもある診療
人生を過ごすことができました。
引退記念本ともなった「育良の軌跡」（幻冬舎）も完成し、これをけ
じめに来年3月をもって理事長を息子に引き継ぐことにいたします。
ただ、業務改善も道半ばなうえ、コロナ禍の影響等で医業経営も
大変厳しい状況に追い込まれる中、生殖医療を立ち上げ奮闘中
の院長（次期理事長）にすべてをゆだねるわけにもいかず、理事長
引退後も今しばらくは新理事長を補佐しようと思います。

　例年冬になると流行するインフルエンザ。
しかし今年は新型コロナウイルス感染症の流行もあり、同時流行が懸念されています。
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザは症状が非常に似ており、迅速かつ的確な検査を受けることができなかった場合、
本来必要な治療が遅れしまうことで重症化する可能性も少なくありません。
　感染症予防として『こまめな手洗い』『うがい』は皆さんすでに心掛けているかと思います。
もう一つの予防策として挙げられるのがワクチン接種です。今年はインフルエンザなど呼吸器系の病気に対するワクチン接種を、世界保健機関
WHO（世界保健機関）等が、皆さんの健康のために強く推奨しています！
まだ今年予防接種を受けていない方にはぜひおすすめ致します。

※乳幼児が接種する場合は生後6か月以降で、2回ワクチン接種をします。
※乳幼児自身が接種しない場合は、周囲の大人が接種することで乳幼児の感染予防となります。

インフルエンザワクチンの接種



産後ママの生理について

産後どれくらいで生理が再開するの？また出産を機に生理不順になった、生理痛がひどくなった、と不安に思う

方もいらっしゃるのではないでしょうか。

出産後いつから生理が再開するのかについては、かなり個人差があり、授乳が関係しているといわれています。

赤ちゃんに母乳をあげると、「プロラクチン」というホルモンが分泌され、それにより排卵

が抑えられます。

そのため、授乳の回数が減ったり、離乳食が始まる頃、卒乳をしたタイミングで生理が再開

するママが多いようです。ミルクを与えているママより、母乳をあげているママの方が生理

開始が遅い傾向があるようですが、個人差が大きいため生理が 1年以上きていない場合で

も心配しすぎないことが大切です。

また慣れない育児へのストレスや、慢性的な不眠、生活環境の変化によって、以前は生理周

期が安定していた人も、産後に生理不順や生理痛に悩まされることは珍しくありません。

そこで、低用量ピルという治療法があります。ピルは、避妊の効果も高い上
に、月経前症候群（PMS）や生理不順、生理痛を改善し、卵巣癌や子宮体癌、
大腸癌などの発生頻度を抑えてくれるなどメリットが示されています。しか
し、産後ママはピルの副作用である血栓症のリスクが高いため、母乳をあげ
ているママであれば産後半年後くらい、ミルクを与えているママであれば産
後 1ヶ月以降を目安に処方されることが多いです。

産婦人科医
西野有美先生

産後の生理でお悩みの方は、一人で抱え込まずに、いつでも気軽に御相談ください。



絆の会の皆様こんにちは。鍼灸師楽間です。
寒さも厳しくなってまいりました。私は寒いのが苦手なので、毎日布団から出るのに苦労しています。

さて、今回は寒い冬に大活躍のカイロ！の貼る場所について紹介しようと思います。
どこにカイロを貼ると体が温まりやすいのでしょうか？？

正解は“太い血管がある場所”です。
温まった血液が全身を巡ることにより、体が温まりやすくなります。

全身を温めたいならお腹や腰、足元なら足首や太ももの内側、
腕や上半身なら首や背中に貼るのがオススメです！
一番大きい血管は心臓付近なのですが、心臓は常に全身に血液を送り出す
仕事をしているため温めすぎると負担になってしまいます。
体温が1℃下がると免疫力は30%も下がると言われているので、
外出時などはしっかり対策をしてくださいね！

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

鶏肉は１口大のそぎ切りにして、魚は一口大に切り、カキはよく洗い、
白菜、長ネギは一口大に切り、春菊は根元を切り落とし、キムチはぶつ切りにして
春雨は２つに切る

 土鍋に材料を入れて、合わせたスープを注ぎ入れて中火でアクを取りながら火を通す。
※キムチは好みで加減しましょう。

1

2

調理場さんのここが言いたい

納豆薬膳鍋

冬の寒さにより血行不良を抑える効果のある納豆、
冷え性を改善する代表的な食べ物で、
冷えによる肩こり、美肌、生活習慣病の予防に効果的です。

材料 2 人前

納豆１パック、豚バラ薄切り４枚、鶏モモ２００g
生カキ６個、 タラ２切れ、 にんじん適量
白菜６枚、 長ネギ１本、 春菊1/2、
キムチ４２０g、 春雨1/2束、 うどん１玉

スープ
いりこだし４カップ、 薄口醤油40㎖
濃口醤油30㎖、 味醂７０㎖
高麗人参微塵切り少々

作り方
牡蠣は塩もみ洗いして水でよく洗い粗めに切りフライパンで白ワインを振り蒸し焼きにして火を
よく通す（ノロウイルス防止のため）玉葱はみじん切りしてバターでキツネ色になるまで炒める。

鍋にバターを入れ溶かし小麦粉を入れて玉が無くなるまで軽く混ぜ弱火にして牛乳を4回に分
け入れながら練る。最後に火を止めて①の牡蠣と玉葱を加えて塩コショウで味を調整する。
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余熱を取り冷蔵庫で完全に冷やす。
冷ましたものを8等分して小麦粉→卵→小麦粉→卵→パン粉の順につけて160度の低
めの温度の油で揚げる。（ケチャップとマスタードを合わせた物を添えて提供する）

3

冬カキのクリームコロッケ

冬の滋養強壮に欠かせないカキ（ビタミンA、B群、カルシウム、亜鉛、ミネラル、
タウリン、その他）海のミルクと呼ばれるほど栄養が豊富ですが１日の食べてよい数とは、
大人の１日に摂りたい亜鉛は約13㎎で牡蠣5個分となります。
（栄養価が高いため摂りすぎに注意しましょう）

首の後ろ、背中

大椎(だいつい)・・・
首の出っ張っている骨あたり

風門(ふうもん)・・・
左右の肩甲骨の間

お腹

関元(かんげん)・・・
お臍から指４本分下

腰

命門(めいもん)・・・
ウエストラインにあり、お臍の裏側

足首

太谿(たいけい)・・・
内くるぶしとアキレス腱の間

牡蠣8～10個、
玉葱１/4個、
バター約2㎝角×2個、牛乳250cc
塩胡椒適量、 白ワイン適量、
ケチャップ適量、 粒マスタード少々
衣（小麦粉・卵・パン粉）適量

材料 3人前

大椎

風門

私たち鍼灸師が治療時にも使用している“火の使わないお灸”も
オススメです！温める作用+モグサ(ヨモギ)の効果により、
鎮静・鎮痛・リラックス効果なども期待できます！！！



育良NEWS育良NEWS
スタッフ紹介

看護師

鍼灸師

助産師

パラメディカル

マネージャー　
１０月１２日に第５子を出産しました。
5回目の出産となる大ベテランの私は、陣痛のさなか見守る家族の手を優しく握り返し、助産師さんの声かけにも冷静に応じ、
穏やかな表情で静かに娘を出産・・・・・するはずでした。
全くの予定外のお産となったのです。経産婦なのに、初産並に時間がかかり、疲れ果て最後は子宮収縮剤のお世話に。
（出産レポは育良ホームページのブログに掲載。）
私の手を握ってきた長男の手を振りほどいてしまったし、助産師さんのアドバイスを聞きたかったけれど、
私の叫び声が大きすぎて全然聞き取れなかったし、赤ちゃんより先に出してしまったものもあり・・・。
これもまた思い出に残る良いお産でした！また私も一から子育て楽しみます。

助産師　

この度、8月27日に育良クリニックで第二子を出産しました。妊娠中から産後まで、関わる方々に優しく見守っていただきまし
た。
本当にありがとうございました。
現在は、長女のイヤイヤ期と重なり、毎日が慌ただしく、大変な事も多いですが、笑うようになった次女に癒されています。
2人の娘の子育てをしながら、一緒に自分も日々成長し、また助産師としても少しでも皆さまのお役に立てるよう、
仕事復帰に向けて過ごしていきたいと思います。

絆の会オンラインに参加して頂いたママさんに感想を聞きました！
オンライン上ではありますが、皆さんとても楽しそうにママさん同士で交流されています！

ひよこの会

ヵ月99
かえるの会

ヵ月55

助産師
11月ご出産)

胚培養士

優

胚培養士

コンシェルジュ

医師

子供の育児で、一人でいっぱいいっぱいだった
けど、育児の情報などシェアできてよかった。
また、頑張ろうと思えた。
同じ月齢のママと話す機会があってよかった。
コロナの影響で出かけることができなかった
ので、オンライン上ではあるが、他のママの顔
をみて話すことができてよかった。

離乳食の話を聞いて、チャレンジしてみよう
と思えた。

皆さんの成長を見ることができてよかった。

オンラインでも、同じ月齢の子がどんな風に
成長しているかみたかったので、参加して良
かった。
コロナでどこまで誘っていいかわからなかっ
たので、オンラインでも参加して良かった。

お誕生日会
歳11

めだかの会
ヵ月22

出産しました♫



高場助産師が教えるベビーの保湿ケア

空気が乾燥する秋、冬の季節は赤ちゃんの皮膚にも負担がかかりやすい季節です。
生後１ヶ月以降は皮脂の分泌が変化してくるため、お風呂に入ったあとの水分を十分に拭き取り、ローションや
オイルをつけてあげましょう。ローションはさらさらとしており広範囲に塗りやすいです。
ベビーに使えるものでも保湿力や成分に違いがあるため、自分のお子さんにあったものを用意してください。
オイルを使う場合はホホバオイルかファーナスオイルがおすすめです。
ホホバオイルはしっとり、ファーナスオイルはサラッとしたつけ心地です。
育良クリニックで購入できる FDローション（ネットショップでも販売中）もおすすめです。
保湿ケアの際は全身を観察するチャンスにもなるので、皮膚の状態をみながら行い、傷がある場所はかさぶたに
なってから保湿していきましょう。
赤ちゃんによっては皮脂が多めの子 ( 特に男の子 ) もいるので、ローションやオイルの量は皮膚の状態をみて調整
してください。べたっとする場合は少し量を減らし、乾燥がひどい場合は、1日に数回塗ってみましょう。
それでも乾燥がひどく皮膚の状態が改善しない場合は小児科または皮膚科の受診をお勧めします。

ローションやオイルは筋肉の向きに沿って、塗ってあげるとよいでしょう。
両手に保湿剤をとり優しくなでるように、腕や足などは包み込むように広げて
いきましょう。
赤ちゃんに触れることで、お互いに愛情ホルモンといわれるオキシトシンが分
泌されリラックス効果も期待できます。
ぜひ、優しく話しかけながら行ってくださいね。

助産師の保湿ケアに登場したFDローションは
当院のオンラインショップと院内で販売を行っています！

アトピー性皮膚炎・乾皮症用に開発された医療施設でしか販売されて
いないスプレータイプのローションです。
無香料・無着色・アルコールフリー。
敏感なお肌にやさしい顔にも使える全身用の保湿ローションです。
弱酸性で低刺激なので赤ちゃんにもお使いいただけます。

販売価格 ￥1,823
FD ローション 200ml

【写真】 左 :FD ソープ 右 :FD ローション 



編集後記
　絆の会の会員の皆様、今年はコロナ禍に終始したような1年でしたがどんな風にお過
ごしでしたか？
 　「絆の会」報も57号にして理事長が最後の巻頭言と書いておりますので、私も最後
となるあと書きを書かせて頂きます。
　以前ある先達の方の著書の中に「順風のときも、逆風のときも過ぎれば一切が感謝
です。」と書かれた名言をみつけ、心に残っております。
　その時はまだ若く自分勝手な私は楽なことばかり望んでいました。
　しかし、思ってもいなかった転機があり、主人は20年間勤務した日赤医療センターを
退職し、個人産院を立ちあげました。
　それまでの満足していた生活が大きく変わることで、私は若干反対の気持ちがありま
した。
　しかし、主人は人の何倍も身を粉にして働き、育良を築きました。
　お蔭様で来春3月12日育良は満25周年を迎えます。
　この間、順風も逆風もあり、予想以上の大きな風にとまどうこともありました。
　しかしながら今はあのことも、このことも有難い試練だったと思えます。
　そして私の今があるのは、何といっても主人の大きな器に守られたお蔭と感謝してお
ります。
　引退本として、この夏出版した著書からは患者様にも職員にもお一人お一人に、こん
なに心をこめて接していたのかと一行一行からくみとることができ、胸が熱くなります。
　今は主人のそばで25年の開業生活を過ごすことができた幸せに感謝し、バトンを引き
継ぐ次の世代にも創設時の理念が生き続ける産院であって欲しいと願っております。
　長いあいだありがとうございました。

あとがきあとがき

集会情報集会情報
1

　絆の会会員で集会月にその月齢にあたる方
参加資格

ひよこの会（9か月）１歳お誕生日会
かえるの会（5か月）めだかの会(2ヶ月)

GM 浦野 良江

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、当院から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。

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

・お子様連れの受診はご遠慮いただいております
※詳しくは当院ホームページ生殖医療科の『お子様連れ通院の注意事項』をご覧ください

受付時間
午前 9：00～11：30

午後 14：00～16：30

月 火 水 木 金 土 日

生殖医療科 休診・・・診察・・・

婦人科のみ診察・・・休診・・・診察・・・

・祝祭日は休診です
※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

産婦人科

　今年最後の絆の会報となりました。　
毎年1年ってあっという間だなぁとビックリします。
いきなりですが、数年前に懸賞でヨーグルトメーカーが当たりました！！！
それからは日々ヨーグルト生活。最近はホットヨーグルトにハマってい
ます。
ヨーグルトに豆乳or牛乳、レモン汁、蜂蜜を少し、おろし生姜を入れ
レンジでチン！
（分離するので温めすぎ注意です）
寒い夜には温かい飲み物でホッと一息いかがでしょうか？

それでは素敵なクリスマス＆良いお年をお迎えください^^

スタッフR

※診療時間や曜日は変更になる場合がございます。最新の診療情報は当院 HP をご覧ください。

～クリスマス会中止のお知らせ～

毎年大好評いただいているクリスマス会ですが、今年は新型コロナ
ウィルスの関係上、中止とさせていただきます。
絆の会員の皆様は、大変楽しみにされていたかと思います。
来年また開催でき、皆様と交流できることを願っております。
12 月 25 日に当院のインスタグラムにてお子様とクリスマスをお楽
しみいただける動画の配信を予定しております。
是非ご覧ください♪
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