
今年でコロナが問題になってから3年目になりました。その間に生活様式な
ど大きな変化がありました。
呼吸器感染症は毎年冬に爆発的に増えます。例年はインフルエンザが流行し
ているので、1月に入ってコロナ感染が増えるのはある程度仕方ないことだ
と思います。
コロナに関して分かっていることは感染経路は飛沫感染と接触感染です。対
策はマスクと手指消毒に尽きます。変異株が出現してもこの対策は変わって
いません。
極論すれば顔からの感染です。マスクと手洗いを心掛けていく必要があると
思います。
感染対策はこの2点だけということを話し、当院に通院している患者様やス
タッフ、そのご家族の方々は、この2年間しっかりと守って頂けました。他
院では禁止になっている立ち会い分娩や家族宿泊の継続が出来ているのはそ
のお陰であると思っております。本当にありがとうございます。
これからのコロナに関する問題点は、どのようにコロナ感染症と付き合って
いくかと言うことです。

今のコロナの感染症の扱いは2類相当以上(1類に準じる)のままです。1類の疾
患はエボラ出血熱など感染するとほぼ100%助からない疾患で、万一国内で
発症者が出ても日本全国で数名とか数十名程度の罹患者数を想定しているた
め、毎日数万人罹患している疾患を想定した法整備ではありません。実際に
保健所の職員が感染者から感染経路を特定して接触者の割り出しをしようと
頑張っていましたが、人数が多すぎて直ぐにパンクしてしまいました。

院長 浦野晃義

　コロナ禍の中にも春は巡ってまいりました。
ここまで書いてふと手に目を向けると、手が油気なくしわしわです。
以前は全身脂ぎっていた私ですがここ数年老化現象が激しいですね。
老人の楽しみは孫たちの成長を見守る事と人との交流です。特に青春を共
に謳歌したころの友との交流は大きな楽しみです。今ちょうど、ある頼み
ごとがあり高校時代の柔道部の親友と2週間に一度の割合で会う機会を得
ています。私も嬉しいし、彼も嬉しいらしくいそいそと訪れてくれます。
私には彼のほかにも3人の親友がいますが、もう一人の高校時代の親友は
クラスメートですが、あとの二人は大学時代の柔道部の親友です。一人は
同学年ですが法学部でした。もう一人は医学部ですが後輩です。残念なが
ら3人は遠方でなかなか会えません。
そこで、
今回は「親友とは」について考えました。読んで字のごとく「親しい友」
なのでしょうが、私の親の世代が持っていたような「戦友」とは違い、生
死を共にするほどではありません。
しかしながら、ただ親しいだけでもないようです。考えますと、彼らとの
長い付き合いにおいては付き合っていた当時は意気投合し始終一緒にいた
感はありますが、その後は常に交流を持っているわけでもなく、機会があ
れば会う程度でした。
しかしいまでも親友と呼んでいます。なぜなのでしょうか。それは信頼関
係なのだと思います。例えば、ある人が親友の一人がお前のことをこんな
風に言っていたよと私の悪い噂を伝えたとします。その時に、「あいつが
俺のことをそんな風に言うはずはない。」と、きっぱりと言えるかどうか
だと思います。

理事長 浦野 晴美

もちろんそれに近いことを言ったのかもしれません。でも、彼は私のため
にそのように言ったのだと言い切れる相手が親友ではないでしょうか。
親友でなくとも、クリニック内ではとても信頼関係は重要です。上司が部
下を注意するとき、多少酷な言い方をしても信頼関係があれば、「自分の
ことを思って言ってくれている。」というのが伝わるはずです。信頼関係
がなければ、単なるパワハラになってしまいます。
患者さんと職員との関係でも信頼関係はやはり大切です。まったく同じケ
アや言葉がけをしても私たちは正反対のとらえ方をされることが時にあり
ます。
私たちのちょっとした言葉や表情が影響することもありますが、往々にし
てそこに信頼関係があれば相手は良いほうに良いほうに解釈してくれた
り、信頼関係がなければ相手のためを思った行為すら、疑いの目で見られ
てしまうことは医療の世界だけでなく世間一般によく見られることではな
いでしょうか。
育良がその理念の中に「信頼関係」が大切であることをうたっているのは
そういうことなのです。
　春にはまた新しい仲間も増えます。これらの人も私たちや患者さんとの
信頼関係を大事にしてくれることをと願っております。
　今海外に目を向けると、ウクライナでロシア軍が同胞ともいえる人たち
を攻め立てています。ここにも信頼関係が築けて平和が訪れることを願っ
てやみません。

コロナの感染力や重症化率は季節性インフルエンザと同等かそれ以下である
と思います。季節性インフルエンザよりも重症化率が高いと発表されている
先生がいましたが、そもそもコロナ感染症は全数把握出来ていない(隔離され
る事を恐れて検査しない人やそもそも気付いていない人がかなりの人数で居
るようです。インフルエンザの場合は定点観測によりおおよその数を割り出
しています。)その為、把握している人数よりも遥かに多くの感染者がいると
予想されます。また明らかに他の疾患や交通事故などで亡くなった場合でも
コロナ検査が陽性であればコロナ死にカウントされています。その為、実際
のコロナの病態よりも重症化率や致死率は高く算定されています。(そもそも
の統計のとり方が論理的ではありません)
ゼロインフルエンザや風邪が撲滅出来ないのと同様に、ゼロコロナは不可能
でしょう。今後は風邪やインフルエンザと同様に日常生活を送っていくこと
になると思います。重症化してしまった患者さんの受け入れが困難になるな
どの事態が避けられるよう、必要な方に必要な医療が届けられるように元に
戻して行く必要があります。
そのためには感染症法の位置づけの見直しという政治判断が必要ですが、総
理のリーダーシップが問われるかと思われます。イギリスは首相判断でウィ
ズコロナに舵を切りましたが、政治家として後に評価されると思われます。
もちろん感染しないに越したことはありませんので、隔離政策がなくなるま
での間は感染リスクが高まることは控えて頂ければと思います。マスクは今
後どのような位置づけにするかは意見が分かれるかもしれませんが、手洗い
は良い習慣だと思いますので今後も継続できると良いですね。

一日も早く日常生活を取り戻せるように願っております。

2022年 春号

Vol.61

理爺長のつぶやき
2022年 春号 Vol.61



ブランケット代わりにしたり、授乳ケープ代わりにしたり多様な使い方ができる「おくるみ」
おくるみを巻くことによって

❶抱っこしやすくなる  ❷モロー反射（※）の対策になる  ❸体温調整をサポートする  ❹赤ちゃんに安心感を与える
基本的な巻き方・おしゃれな巻き方をご紹介します♪

月齢や赤ちゃんの体調を見ながら巻き方を変えることもおすすめ！
ぜひご参考下さいね☆

※生後まもない赤ちゃんに見られる原始反射の一つ

おくるみ
の

巻き方

おくるみ
の

巻き方

基本巻
き

おくるみをひし形になるように上の角を中心くらいまで内側に折り込みます。
赤ちゃんの肩を折り目と合わせるようにおくるみの上に寝かせます。

赤ちゃんの片方の手を胸の上に置き、その上から布をくるっと包み込み端は体の下に入れ込みます。
下に余ったおくるみを軽くまとめながら巻き、赤ちゃんの肩までもっていき、先端を背中の下に入れ込み
ます。

反対側の手も胸の上に置き、その脇のおくるみを持ち上げて赤ちゃんに巻きます。

ぐるっと一周程巻きつけて完成です。

❶

❷

❸

❹

おひな
さま

巻き

おくるみを四角い状態に広げます。
赤ちゃんの顔だけがおくるみから出るようにしておくるみの上に寝かせます。
この時両腕は前におさめておくとよいです。

赤ちゃんの右側のおくるみを左側に斜めにもっていきます。
真っすぐ伸ばして体に密着させておきます。おくるみの端は赤ちゃんの肩に入れ込みましょう。

同じ様に反対側も、左側のおくるみを持ち上げて右側に持っていきます。
赤ちゃんの腕は真っすぐ下に伸ばしながら巻きます。おくるみの端は赤ちゃんの肩に入れ込みます。
おひなさまというネーミングからも想像通り！
赤ちゃんを包む工程でおひなさまのような台形になるようにするのがポイントです。

台形になったおくるみの赤ちゃんの右下の部分を持ち上げて、斜め上にある赤ちゃんの左肩までもって行きます。
足はクロスか足の裏を合わせておくといいでしょう。端は同じ様に肩の下に入れ込んでおきます。

同じ様に余った赤ちゃんの左側のおくるみも赤ちゃんの肩までもっていき、肩の下に入れ込みます。
ピッタリ巻かれていること、赤ちゃんの呼吸が妨げられていないことを確認して完成です。

❶

❷

❸

❹

❺



おくるみ
の

巻き方２

おくるみ
の

巻き方２

おひな
さま

巻き２

丸めたタオルハンカチ（首枕の代わり）をおくるみの上に置きます。

タオルハンカチを上からおくるみで巻き込みます。

首枕の上に首がくるように赤ちゃんを寝かせます。（※首枕に股が巻き込まれないよう注意）

おくるみの左端を右下に向けて引っ張り赤ちゃんのお尻の下におくるみをねじ込みます。

おくるみの右端を左下に向けて引っ張り赤ちゃんのお尻の下におくるみをねじ込みます。

下にあまったおくるみを上にぐいっと引っ張って持ち上げます。

持ち上げたおくるみの両端をねじねじします。

左右のねじねじをクロスします。

ねじねじを首の後ろに持ってきて、首枕の下で結んで完成です！！

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

2015 年 4月 2日～ 2016 年 4月 1日生まれのお子様が小学生に、

2009 年 4月 2日～ 2010 年 4月 1日生まれのお子様が中学校に入学されました。

この度はおめでとうございます！

毎年入学されたお子様に、育良クリニックから入学祝カードを送らせていただいておりますが、

皆様のお手元に届いていますか？

住所が変わり、まだ届いていない方はご連絡下さいね♪

育良っ子がすくすく成長し、楽しい学校生活を送れるよう、スタッフ一同願っております☆

育良っ子新入生！！
ご入学おめでとう
ございます

クロス
巻き

おくるみを広げ、上下どちらかの左右の角を入れ替えるようにして中央でクロスします。

赤ちゃんの両肩のラインとおくるみの上辺を合わせて、おくるみ中央に寝かせます。
反対側の手も胸の上に置き、その脇のおくるみを持ち上げて赤ちゃんに巻きます。

おくるみの左上と右下の部分をお腹の前で対角に結びます。
この時、赤ちゃんの両腕は脇を締めるように体の横に、両脚はがに股にして足の裏同士がくっつく形にし
ます。

反対側も❸同様に対角の布を結んで完成です。

❶

❷

❸

❹



鍼灸師の楽間です。時期や時を選ばずやってくるのが腰痛やギックリ腰です。
（個人的にギックリ腰は季節の変わり目に多いイメージです）

あれ？なんか怪しい…と思ったら予防も兼ねてツボ押してみてください。

Beauty News

薬膳レシピ

作り方

フライパンにバター大匙1を入れ、法蓮草を炒め醤油、塩胡椒で薄く味を調えておく

別のフライパンにオリーブ油大匙１を加え、玉ねぎを入れ弱火で両面に焼き色がつくま
でゆっくり3分ほど焼き、水お玉1杯分加え蓋をし、しんなりするまで弱火で4分ほど蒸し
焼きにし、残った水を捨て合わせダレを加え、焦げ付かないように混ぜながら半分ほど煮
詰め塩胡椒をして味を調えタレを別のさらに取っておく

1

1

2

焼いた玉ねぎを鉄板に乗せ芯を抜き　  の法蓮草を入れ真ん中にくぼみを作り、卵を割
り入れオーブンで卵が半熟ぐらいまで焼き、取っておいたタレをかけて完成

3
4

新玉ねぎの巣ごもりエッグ
材料（2人前）

玉ねぎ1個、法蓮草100g、卵S玉２個
バター大匙２、塩胡椒少々、醤油少々、
オリーブ油大匙１

鯛（小）１尾、薩摩芋（小）１個、
パプリカ赤（１個）、スナップエンドウ８個
ナス１本
ドレッシング
和風だし汁大匙３、醤油大匙３、
酢大匙2杯、サラダ油大匙2杯、
砂糖大匙1と1/2  レモン汁大匙1、
塩少 （々合わせ混ぜる）

合わせタレ
砂糖大匙１、醤油大匙２、
卸にんにく小匙１

作り方

真鯛の炙りサラダ

調理場さんのここが言いたい

材料（２人前）

玉ねぎの起源は古く、もっとも古い栽培された記録でも紀元前までさかのぼ
り、その栄養パワーはピラミッドを作る労働者に配られるほどでした。
日本では明治以降に輸入され「玉ねぎはコレラに効く」とのデマから爆発的
に広まりました。

鯛は、高血圧、動脈硬化、抗ストレス作用など生活習慣病の効果があり
ます。カリウムを豊富に含んでいることから、余分なナトリウム（塩分）
の排泄を促し、血圧コントロールをしてくれるので、高血圧にも良いと
言われています。

鯛は鱗を取り3枚におろして骨を抜き皮ごとスライスして鉄板に並べ薄塩をして
おく

薩摩芋、パプリカ、ナスはスライスしてオーブンで焼きスナップエンドウはボ
イルしておく

1

2

　 の鯛をバーナーで炙り氷水に落として水から上げて水分をふき取る3 1

　 の鯛を器に盛りその上に焼き野菜を乗せ合わせドレッシングをかけてス
ナップエンドウを散らせる

4 3

慢性腰痛に効く腎兪（じんゆ）と志室（ししつ）

【場所】
腎兪…お臍の高さで腰に手を置き、親指が届いた所
にあります。（ウエストの高さで背中の正中線から
親指１本半）
志室…腎兪から外（ウエストの方向）に向かい、さ
らに親指１本半の所にあります。（背中の正中線か
らは指４本）

【押し方】
両手を左右のウエストラインに置き、親指で各ツボ
（左右の腎兪、左右の志室）を５秒押し３秒緩める
というのを５回程度行います。
他にも泌尿器・生殖器、月経不順などにも効果があります。
カイロやドライヤーを使い温めるのも効果的です。

慢性腰痛・急性腰痛に効く委中（いちゅう）

【場所】
膝の裏にあり、膝の裏の横線の中央にあります。

【押し方】
座った状態で押す方の膝を抱えます。両手の親指を
重ね、膝のお皿の方に押し上げるように 10 秒押し
３秒緩めるというのを５回程度行います。逆足も同
じように行います。
他にも坐骨神経痛や浮腫みにも効果があります。

ギックリ腰に効く腰腿点（ようたいてん）

【場所】
手の甲側に２カ所（両手で４カ所）あります。一つ
は小指と薬指の間、もう一つは人差し指と中指の間、
どちらも指の付け根から手首の方になぞっていくと
指の止まる場所です。

【押し方】
逆の手の親指を使い揉みます。１分位揉むのを４カ
所行います。
腰の痛みに左右差がある場合は、痛い側の手から
行って下さい。

腎兪

志室

※急性の場合の患部への刺激は様子をみながら優しく行いましょう。腫れたり熱をもっている時はツボ押しをせず幹部を冷やし安静にしてください。

法蓮草は４ｃｍ長さに切り、玉ねぎは根と頭を深く切り横半分に切る



育良NEWS育良NEWS

スタッフ紹介

この度、3月31日をもちまして3年間勤務いたしました育良クリニックを退職し、4月より新しい職場で再出発することになりまし
た。育良在職中は、公私ともに大変お世話になりました。改めて皆様にお礼申し上げます。
新しい勤務先も、現在と同じ産婦人科病棟となりますが、育良での経験を活かしつつも新人のつもりで努力し患者様に信頼され
る看護者を目指し頑張りたいと思います。
最後になりますが、皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

この度2回目の育良退職をすることになりました。母乳育児支援の学校へ1年行くために一度退職した後、再就職し母乳外来等で
関わらせて頂いていましたが、今度は、母乳育児相談室へ移ることとなりました。
助産師人生の大半を過ごし、我が子も産んだこの育良から離れるのは本当に寂しいですが、ご縁は途切れることなくと思ってい
ますので、またお目にかかれる日を楽しみにしています。

医師

助産師

看護師

パラメディカル

コンシェルジュ

助産師　

助産師　

助産師

コンシェルジュ

鍼灸師

看護師

医師 受付

胚培養士

事務局



冬の寒さも和らいで、一気に暖かくなってまいりました。
この会報が皆様のお手元に届くころには、目黒川の桜が満開に
なっている頃でしょうか。
今までのようにお花見・・・というのは、今年もなかなか難しいで
しょうか。
次回の会報が出るのは、夏の暑さを感じる頃です。
その頃には、今まで普通にしてきたことが、少しでもできるよう
になっていることを期待したいです。

絆の会の会員の皆様
コロナ禍は一向に収束せず又悲惨な戦争まで勃発している今ですが、お変わり
なくお過ごしですか？
さて、理事長が“理爺長のつぶやき”の中で、自身の親友のことを記しています。
この方々とは家族ぐるみ（私も親しくさせて頂いている）のおつきあいですので、
ご家庭の内情も大体わかります。
その中の高校時代の親友は奥様が育良マークの創作者であり、お嬢様も育良で
3人のお子様をご出産くださいました。
又、この方だけでなく、他の方も理事長とは性格が全くちがうようですが、価値
観や倫理観が同じことが仲の良い理由だと感じています。
私も理事長にひけをとらず、良い友達に恵まれています。
小さい頃も、子育ての時期も又、老人になった今も時折り意見の違いはあって
も、いつの間にか相手を尊重し、納得し、同じ所に落ちつく、かけがえのない人達
ばかりです。
今、テレビからは悲惨な戦争の状況が間断なく報道され、小さい子供まで否応
なく被害にあっています。
日増しに人事とは思えない状況になっていくことに胸が痛み、ここに友情があれ
ば、紛争、戦争など起こるはずはないと思います。
これから、小学校・中学校と親御さんの手から少し離れ、羽ばたくお子様が沢山
の良い友達をつくって、有意義で楽しいかけがえのない時を過ごして頂きたいと
思います。
この春号がお手元に届くころ、戦争が平和に終っていることを願いつつ筆を置
きます。

あとがきあとがき

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

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、楽間、齋藤、佐藤、海老原）
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
・最新の診療情報に関しては当院HPをご覧ください
※当院受診中の方の産科急患は随時受付致します。
※2022年４月より夕方診療が金曜日に変更になります

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

スタッフ A
GM 浦野 良江

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。

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

めだかの会、かえるの会、
ひよこの会、1才お誕生日会

編集後記
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