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新年度スタート特大号！！
４月からの活動の様子をもれなくお伝えします。

平成25年度一般社団法人宮城県助産師会通常総会を終えて
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宮城県助産師会会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。
宮城県助産師会が一般社団法人になり第４回目の通常総会が4月20日エルソーラ仙台大研修
室で行われました。会員数は141名で出席者23名、委任状51名で総会成立に必要な会員の過半
数の出席で、無事、総会を開催することができました。活発な意見交換が行われ有意義な総会と
なりました。
一般社団法人の目的とするところは「目的を同じにする人たちの集まりで、専門職としての助
産師としてより充実した活動をするため」の組織です。宮城県助産師会の目的は「会員相互の親
睦と職業的地位の向上を図る・・・」（定款第3条）です。
今総会で、会員の名簿を皆様にお届けしました。名簿を有効に活用し、会員相互の連携協力
を今まで以上にし、助産師としての活動に力を発揮して参りましょう。言うまでもありませんが、名
簿の取り扱いには十分ご注意ください。
今回、宮城県助産師会細則も改正させて頂きました。会の運営に一人でも多くの会員に関わっ
て頂きたいと考え、教育委員、災害対策委員、安全対策委員、みやぎ子育て・女性健康支援セン
ター委員を１名から２名に、新たに広報委員を２名、書記補佐、会計補佐を各１名増員致しまし
た。今まで以上に充実した活動ができるのではないかと思います。委員をお引き受けいただいた
皆様にはよろしくお願い致します。しかし、会が円滑に、活発に活動できるかどうかは理事や委員
の力ではなく、会員一人一人の皆様の協力が必須です。今まで以上にご協力をお願い申し上げ
ます。
今年度の会員向けの研修は教育委員と各部会との連携協力のもとに企画運営します。勤務部
会はマザークラス研修会、保健指導部会は乳房ケア学習会、助産所部会は助産所見学ツアー、
安全対策委員会は新生児蘇生法講習会です。11月には進純郎先生の講演も企画しております。
会員の皆様の積極的な参加とご協力をお願い致します。9月21日（土）22日（日）には北海道にて
北海道・東北地区研修会が開催されます。多くの会員に参加して頂きたいとの案内がきておりま
す。是非、参加下さい。
母子保健事業としては昨年度から、公益法人日本看護協会東日本大震災復興支援事業の助
成により行っている「じょさんし赤ちゃんサロン」を継続します。宮城県内各地で開催予定ですの
で、地元で開催時には会員の皆様のご協力をお願い致します。
みやぎ子育て・女性健康支援センターは、今年度から仙台市からの委託契約により「せんだい
妊娠ほっとライン」の電話・メール相談も引き受けることになりました。相談を担当してくださる会員
を増やすことが今後の課題ではないかと思います。
今年度の事業の目だまの一つは、ジョイセフ等の後援を基に「じょさんしフェスタinみやぎ」を６
月２９日に東北電力プラザ仙台で開催することです。日頃の助産師の活動を紹介するとともに、女
性や妊婦、母子の皆さまに助産師によるケアを体験して頂きながら、助産師への理解を深めて頂
く企画です。会員の皆様のご協力をお願い致します。
東日本大震災から丸２年が経過しました。５月にも震度５強の地震がおきております。宮城県
助産会でも「災害対策マニュアル」を完成し、会員の皆様にお届けしました。是非、活用して頂き、
災害時に慌てないよう準備して頂きたいものです。
最後になりましたが、会は専門職である助産師の資質の向上と活動をより充実するための団体
で、会員の皆様のご協力の基に成り立つものです。重ねて、協力をお願いし総会の報告と致しま
す。
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日本財団 東日本大震災にかかる支援事業
「被災地での母子預かりによる産後ケア推進事業」監査を終えて
会計 山岸和子

会計の山岸和子さん

事業終了から1年経過しました。返還予定で、預かり金にしてあった事業の残額3,956,545円
について、未払い分の充当にしてよいという承諾をいただくことができました。
震災直後から大変厳しい状況のなか、被災した母子のために、自らも被災者でありながら、積
極的に支援活動されたことを高く評価されました。
監査担当の方は「どれだけ多くのお母さんたちが、先の見えない不安な生活の中での子育
てに励ましをもらい、安心して休める場所を提供され癒されたことか、これからを少しでも前向
きに生きていけるようにと、現地で一生懸命支援した助産師たちがいることも十分理解してお
り、財団の助成金が役に立ったということはうれしいことだ。」と話されました。
未払い分として計上した項目は以下のとおりです。
・産後入所支援費上期との差額分 ･新聞告知広告料
・石巻被災関連事業運営費
･開業マップ、リーフレット制作料
・事業説明会、会議費
･事務、会計処理業務委託料
･上期人件費
詳細についての報告は、支払いが終了してからになりますが、長いこと懸念事項であった預か
り金がこのような形で処理できることになったのも、会員が力を合わせ頑張った成果だと思い
ます。ありがとうございました。

宮城県助産師会の「防災名簿」＆「防災マニュアル」について
災害対策委員 塩野悦子
このたび、宮城県助産師会の「防災名簿」と「防災マニュアル」を作成し、会員の皆様に配布しております。（総会で配布し
たものはシュレッダー等で破棄していただき、今回送付したものをご使用いただけますようお願いいたします。）
作成した経緯には、昨年度の日本助産師会災害対策委員会による防災マニュアル作成の研修会（9月）、全国一斉の安
否確認訓練（10月）などがございますが、宮城県助産師会でもこれを機に会員が一丸となって今後の大規模災害へ備えてい
きたいと思います。
「防災名簿」作成では、同じ施設や地域などを基準に会員のグループ分けをさせていただきました。まずは、ご自身のグ
ループとグループリーダー（およびサブリーダー）をご確認下さい。そして、会員は、大規模災害発生時（地震の場合は宮城
県で震度5強といたします）に、各グループリーダー（もしくはサブリーダー）に安否の連絡をお願いします。連絡できる余裕が
出てから、慌てずにゆっくりとご連絡下さい。そのため会員はグループリーダー（およびサブリーダー）の連絡先をご自身の携
帯電話やパソコンに必ずご登録願います。また、「防災マニュアル」記載欄にもご記入願います。なお、リーダーの連絡先は
後ほどリーダーより連絡いたしますので、お待ちください。リーダー（もしくはサブリーダー）は、会員からの安否の連絡を受け
ましたら、まとめて災害対策本部に連絡願います。
今年度も会員の安否確認訓練を実施する予定でおります。その際には、会員の皆さまのご協力を何卒よろしくお願いいた
します。なお、名簿の取り扱いには厳重な管理をお願いいたします。
「防災マニュアル」は、初めて作成しましたので、内容にはまだ不備もあるかと思います。皆さまからのアイディアを取り入
れ修正を重ねる予定です。ご意見がございましたらご連絡願います。なお防災マニュアルは折りたたむと名刺サイズになりま
す。日頃よりカバンや手帳に入れておくなど是非ともご活用下さい。

塩野作

災害対策委員・塩野悦子さん
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みやぎ子育て・女性健康支援センター便り
副代表(事務局兼務) 田村雪子
新緑の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
新年度に伴い、平成25年度役員体制をお知らせ致します
○代表 石川初枝 ○副代表 新田みつ子 ○副代表(事務局兼務) 田村雪子
○会計 加藤由美 ○会計監査 高津真理子
会員合計14人です。助産師会会員の皆様には今後共ご支援の程お願い致しま
す。
さて、みやぎ子育て・女性健康支援センターの近況をお知らせ致します。昨年度の
事務所移転に伴う電話番号の変更・一昨年の震災による広報不足により、電話相
談件数が少なくなっております。昨年の相談件数は右表の通りです
電話
①相談件数（平成24年度）1月1日～12月31日まで（右表参照）
相談
②講演件数は41件、総対象人数5,533人です。
１７９

なお、今年度から、仙台市委託事業をお受けしております。
「せんだい 妊娠ほっとライン」と称し、妊娠等(望まない妊娠含む)に関する相談
事業です。電話相談日は、月・水・金曜日の10時～19時となりました。思春期保健
講話も仙台市委託で7校追加されました。真摯に受け止め、一件一件、一校一校
を大切にして参りたいと事業推進に向けておるところです。(広報カード在中)
なお、今後の講演予定は、
6月⇒太子高校 のびすく仙台 寺岡中学校 南高校
7月⇒八幡小学校 蔵王高校 石巻商業高校 五橋中学校 柴田農林川崎
校
南小泉中学校 館中学校 泉館山高校
9月⇒石巻好文館高校 田子中学校
日時未定⇒泉松陵高校 富谷高校 南光台中学校 築館高校 角田高校‥
最後に、支援センターに入会したい方は、代表:石川初枝までご連絡下さ
い。なお、講演見学に関しては、副代表:田村雪子までご連絡下さい。事務処
理や広報担当、講演資料の検討・作成等の業務もご協力頂ける方の入会も期待
しております。
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支援センター代表の石川初枝さん

（単位/件）

来所
相談

訪問
相談

メール
相談

合計

０

０

９２

２７１
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じょさんしサロン実施報告

保健指導部会長 武者文子

2014年11月から公益社団法人 日本看護協会より東日本大震災支援による支援金を頂 ジョイセフの支援を受けて活動
き助産師によるサロンを開始しました。2015年3月までにすでに11回実施し参加者は124組 しています。
でした。毎回アンケートを実施し、良かった：123名（99.1%）まあまあ：1名（0.9%）
一緒に活動しませんか？
よくなかった：0名（0%）と大変好評です。良かった理由を自由記載から抽出したところ、
ベビーマッサージを体験できた：43名 、助産師に相談できた：30名、ママ同士の交流ができ
た：17名でした。仙台市内ののびすく泉とのびすく長町南では、毎回受付開始30分以内で
定員になり、定員の３倍以上の方をお断りしている状況が続いています。南三陸町では７
名の参加がありました。南三陸町では母子同士がいつでも交流できる場所そのものがない
状況であるため、イベントとして企画することで母親が集まり、友達が出来る場所作りがで
きることから被害の大きかった地域ほどサロンの必要性が大きいと考えています。
さらにベビーマッサージ以外の希望もあり、参加者のニーズに沿った内容になるように
企画していきたいと思います。
また、特記すべきこととして、5月12日にはジョイセフのアンバサダーであるモデルの冨永
愛さんがとも子助産院に来所し、震災支援をした助産師を中心に冨永さんに支援の様子を 右・助産師の武者さん 中央・岩佐さん
お話しました。その時の様子と15日の石巻でのサロンの様子が16日のミヤギテレビの
ニュースで放映されました。
また、サロンの中間報告として、徳島の学会でポスター発表しま
した。
現在、サロン運営には保健指導部会が中心となっていますが、施
設で働いていらっしゃる方にも協力していただけたらと思っていま
す。看護協会からは2016年の3月までの支援をいただいておりま
すが、平行してジョイセフからも2017年3月までの支援金をいただ
きました。サロンに参加する会員の皆さんに謝礼ができるので、
この機会に是非参加してください。また、謝礼は受け取れないと
いう方には別の形で御礼できます。毎回参加されたお母様たちが
とても喜んでいらっしゃるので、是非参加して体験していただけた
らと思います。興味のある方は保健指導部会長の武者までご連
絡下さい。開催希望地区の周辺の助産師がサロン運営できるよ
うにしたいと思っています。mammamusha@gmail.com

日本助
産師学

atとも子助産院 with富永愛さん
スラーっとして、とても素敵な方です。

会で

６月２１日は、南三陸で開催予定です

毎回大好評のベビーマッサージ(*^_^*)
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ここからは、今まで行われた研修の模様をお伝えします
「新しいワクチンと接種の情報最前線」
～これだけは知っておきたい最新の知識～を受講して
とも子助産院 佐藤由美子
昨年9月には経口接種生ポリオワクチンが不活化ワクチンへ移行。この4月にはヒブ、肺炎球菌の
予防接種が任意予防接種から定期予防接種にかわり、またBCGも接種期間が1歳まで延長するな
ど数々の定期予防接種ワクチンにも変化がありました。その他宮城県でも風疹の流行が拡大し罹
患者が昨年の3倍など報道されています。そんな中私たち助産師にも身近でとても興味深い講義内
容でした。
堺先生といえば行政では生ポリオワクチンを勧めている中、不活化ポリオワクチン接種を先駆けて
勧めていた先生。「1人でも重症化するこどもを減らし命を守りたい」と、国の方針を受け身でなく、
最新情報を得てワクチンを海外から取り入れた予防接種も行っています。
この4月から定期接種になった、「ヒブ・肺炎球菌の予防接種」が日本に入ってきたころ、アンテナ
の高い母達が病院に殺到していたのを覚えています。この予防接種が10年で定期予防接種へ変
更。「10年早ければ日本で500人もの児の命を救えた、他の予防接種ももっと勧めてほしい」との熱
弁ぶりに予防接種の大切さを感じました。
私は新生児訪問で、ここ一年で変更になったワクチンについて説明する時には、任意予防接種の
種類も増えているので「かかりつけの先生と相談してスケジュールを立てていくように」と訪問先で
は話すことが多く、先生のお話を聞き、上の子のワクチン接種との違いに戸惑う母達にも幾分わか
りやすく説明できそうです。
同時接種の安全性・必要性についても堺先生のお考えについてきくことができました。お母さん達
に同時接種について聞かれることもよくあります。講義の中でもありましたが堺先生と同じ考えの先
生ばかりではないことも事実。お母さん達が安心して予防接種できるような声かけが必要です。お
さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック
母さん達の思いをきちんと聞くこと、そして今ある正しい情報をそれぞれのお母さんたちに伝え、子
堺武男先生
供のために選んでいけるような道づけが私たちの仕事であると感じました。
ワクチンの今後では「ノロワクチンを開発中」「帯状疱疹ワクチンを米国では推奨 」「がん予防にも
B型肝炎ワクチン接種 推奨」など興味深いものばかりでした。
今年も海外では鳥インフルエンザで騒がれていました。これまでもSARS、新型インフルエンザなど
ありましたが、時代とともに新しい予測不能なウイルスたちが猛威をふるうこともあります。その時
私たちはアンテナを高くし新しい情報をキャッチして自分自身をも守り、地域で過ごす母子を守って
いかなければなりません。より正確な知識を持ち合わせ情報提供できるよう、またこのように最新
情報を聞ける会の開催をよろしくお願いいたします！ありがとうございました。

質疑応答の時間も足りないほど、
有意義な講演内容でした

会員様だけでなく非会員様もたくさんの参加がありました(*^_^*)
お子様連れの会員さまも、参加されていました。
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新生児蘇生法研修会には、長
野県から 上田産婦人科病院
新生児の蘇生法をもっと学びたいという思いは、助産師として働き始めてから長らくありま
副院長 村田昌功先生が来仙
した。アルゴリズムのポスターが病棟各所に貼ってあるものの、自分はアルゴリズムに
して講義をしてくださいました。

新生児蘇生法研修会に参加して

仙台医療センター 松川 花子

沿ってどこまで新生児の蘇生を行えるのか、という不安と疑問でいっぱいでした。
しかし今までとても幸運なことに、人工呼吸や胸骨圧迫が必要な場面には小児科医師
が立ち会い、自らが率先しその蘇生を行う機会はありませんでした。
今回、宮城県助産師会で「新生児蘇生法研修会」を行うと聞いて、ぜひとも受けてみた
い、受けなければならないと思い参加しました。
研修会には事前学習とテストがあるということで、はじめは緊張しての参加でした。残念
ながら十分な事前学習はできずテストの方の結果は散々だったかもしれません。が、実
習がとにかく楽しかったです。リアリティある事例に対して３人１チームで蘇生を行うことに
夢中になりました。今まで出会ったこともない状態の悪い新生児にどんな処置を行うか、３
０秒ごとに徐脈や呼吸停止の有無を確認しながら、まるで目の前に本当にその場面が起
こっているかのように体を動かしました。
時間が過ぎるのがあっという間で、３０秒ごとに判断し次のステップに進むことがこんなに
忙しいのかと強く感じました。今まで自分が蘇生の初期処置にかかっていた時間はなん
だったのかと。
研修後も、やはり自分一人で蘇生法を実践することは難しいと思いました。手が足りな
い、時間が足りない、そう感じると思います。しかし、そこに関わる何人かが新生児蘇生法
の研修を受けていれば、力を合わせ分担して１人の赤ちゃんを救うことができると思いまし
た。自分がそんな場面に関わることになってしまったときに、今回の研修で学んだことを少
しでも活かすことができるように事後学習に励みたいと思います。
このような研修会に参加させていただき、ありがとうございました。

中央・村田先生

ＮＣＰＲの研修会の模様
中央・松川花子さん

新生児蘇生のアルゴリズムの説明

ハンドマッサージ研修に参加して 桂高森ＳＳレディースクリニック 西城幸子
妊娠中は、体が大きく変化しホルモンの影響などから心が不安定
になる時期です。私はハンドマッサージが、そんな時期を乗り越える
助けになるのではないかと思い、今回藤田愛先生のハンドマッサー
ジ研修会に参加しました。
当日は、すぐにでも家族や患者様に行える具体的で本格的なマッ
サージを教えていただきました。36名の参加者からも、「体が軽くな
り元気になりました。」｢２日前からの頭痛が良くなりました。｣などと
ても好評な意見が聞かれ、皆さん笑顔いっぱいの時間を共有出来
たと思います。
実際マッサージを体験して全身がぽかぽかとなり手と手が触れる
ことでの安心感やリラックス効果を、受ける側施用者側双方が実感
できました。
今回の研修で学んだハンドマッサージを患者様とのコミュニケー
ションを深めるツールとして活用していきたいと思いました。

藤田愛先生のハンドマッサージ
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平成25年度 公益社団法人 日本助産師会通常総会報告 ＩＮ
宮城県助産師会副代表理事 後藤あき子

徳島

初夏を思わせる阿波の国 徳島で、5月24日（金）日本助産師会が公益法人となっ
て初めての総会が開催され、代議員として伊藤朋子氏と共に出席してまいりました。
メインテーマは「助産の新たな挑戦～実践への創造～“連”」でした。会長表彰が40
名に行われ、すくすく赤ちゃん献金贈呈が3施設に送られました。総会は代議員122
名全員が出席で成立しました。役員選挙は厳重に行われ、総務担当理事がなぜ2
名選出なのかという質問もありましたが全員信任されました。
平成25年度事業計画では、全国助産所分娩基本情報収集システムを活用し、安
全対策の強化を図りたいことや「第3版助産師業務ガイドライン」を完成させる・母乳
育児支援業務基準「乳腺炎」の普及を推進すること・安全に関するe-ラーニングの
導入に関して・複数の助産所がNPO法人日本助産評価機構による助産所機能評価
を受審し認定される・助産師の将来構想が計画されるということでは特別委員会助
産師将来構想委員会を設置する等の説明がありました。
質問では妊婦健康診査における公費負担が平等に受けられるようにしてほしいこ
とや、勤務助産師の入会が少ないこと、産科医療保障制度の余剰金をどう考える
か、勤務部の新人助産師教育や労働環境改善に対するアクションを起こしてほしい
ことなど議論されました。審議事項は第6号議案まであり、質問も活発で時間が不足
となりつつも無事「案」の文字が消されました。
前日の専門部会集会では、徳島には分娩を取り扱う開業助産師がいないこと・鹿
児島では離島に助産師が不足して困っている（種子島にはいない）1年でもいいから
来てほしい・他職種から認めてもらえる助産師であることはとても素晴らしい等、有
意義な時間を過ごしました。沖縄県助産師会では地域医療再生計画事業に応募を
し、1億円の補助券が決定し未来母子センターが2月14日にオープンしたという話も
副代表理事の後藤あき子さん・理事の伊藤朋
子さん・とも子助産院スタッフの早坂ひかりさ ありました
懇親会では期待通りの阿波踊り（手の動きがしなやかで助産師の乳房マッサージ
んが宮城県代表で出席してくださいました(^.^)
の手と同じであることに感動！）、海の幸や阿波尾鳥料理で楽しみ親睦が図れまし
た。代議員として総会に参加させていただきありがとうございました。次回開催県は
福岡です、皆様ぜひ参加しましょう。

第1回ゆるきゃら大賞の徳島県
マスコットのすだちくんと
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これから宮城県助産師会が開催する研修会・イベントのご案内

６月２９日（土）じょさんしフェスタ
ｉｎ東北電力グリーンプラザ

7月11日(木）PM
助産所日帰り見学ツアー（森
のおひさま助産院・とも子助産院の
見学です）

7月20・21日 第２回新生児蘇生法研修会
（定員満員のため受付終了）
リクエストがあれば、また企画します。

広報部・山口です
よろしくお願いします

9月20・21日 北海道東北地区
ブロック研修会 (ｉｎ札幌）
ホットな研修内容になっています。奮ってご
参加ください！！（チラシ同封）

11月16日(土）PM「分娩時の出血と助
産ケア」
講師：進純郎 先生
会場：青年文化センター エッグホール

平成28年５月のｉｎ宮城での日本助産師会・全国総会まであと3年！
宮城県助産師会皆様の力で、有意義な総会にしたいですね。企画
を随時募集しています。 研修内容のご意見もぜひお願いいたしま
す。会員の皆様のニーズに合った内容にしていきたいと思っていま
す。メールなどでお気軽にお知らせください。
メールアドレス：miyagisanba＠gmail.com

あなたのそばに助産師がいます
現在改訂中です。

震災記録集ができました。
「３．１１その時私たちは」

宮城県助産師会のホームページから
PDFダウンロードできます。

宮城県助産師会のホームページから
PDFダウンロードできます。

編集後記

一般社団法人宮城県助産師会
所在地：〒982-0817 仙台市太白区羽黒台21-25
電話・FAX：022-244-8007

ホームページもご覧ください
http://www.midwife-miyagi.net/

新年度がスタートして早３か月。その間にも、様々な活動が行われてい
る事を編集を通して知る事が出来ました。もっと各施設・地域に近況を
お知らせして、助産師会を知っていただけるツールになる機関紙作りを
して行けるように頑張ります。
編集にかかわった皆様、ご協力ありがとうございました(*^^)v
広報委員 山口・伊藤
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