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 宮城県助産師会が一般社団法人になって４年目を迎えます。本会の目的は一般社団法

人宮城県助産師会定款第３条に「当法人は助産師相互の親睦と職業的地位向上を図ると

ともに専門的学術の研究につとめ～」となっております。 

 助産師相互の親睦や会員の活動の連携強化のために会員の名簿公開の要望がありまし

たが、会員の名簿の公開については長年の懸案でありましたが個人情報保護法との関連

で公開はしておりませんでした。 

平成２３年８月１８日に横浜弁護士会所属の武井由起子先生を講師に保健指導部主催で

勉強会が行われました。本来であれば、一般社団法人になった時点で名簿を公開しなけ

ればならないことが分かりました。 

講演の主な内容を記します。 

・一般社団法人とは個人がより強力な力を発揮するために一定の目的のもとに集合し

て構成される人の集団である。つまり、構成員個々人のつながりが社団法人の本

質である。つながるためには会員がどこに誰がいるのかがわからなければつなが

りようがないということです。 

・一般法人法第３１条     名簿作成の義務 

      第３２条１項   名簿の備え置きの規定 

      第３２条２項３項 名簿の閲覧・謄写の規定 

      第３４２条    名簿の閲覧謄写の不当な拒否は過料 
上記の条項より法人は会員名簿を作成・備え置かなければならないこと。会員は理由を示せば名

簿の閲覧・謄写を請求できること。法人はそれが悪用されるような場合以外（助産師会に関連す

ること以外の目的での使用等）はその請求を拒否できないこと。法人が不当に拒否した場合は、

理事等は100万円の過料が科せられること。会員はその請求が認められなければ裁判が出来るこ

と。 

・個人情報との関連はどうか？ 

 一般社団法人の社員名簿の記載項目は「社員の氏名又は名称及び住所」これは個人

情報にあたるが、一般法人法により名簿作成を義務づけられているの個人保護法

には適用しないこと。一般法人法は平成18年成立で平成15年成立の個人保護法に

関する観点が盛り込まれているとのこと。 

以上のことより、一般社団法人になったメリットを高め活動の充実を図るためには会

員相互の連携と協力がより重要となります。宮城県助産師会会員がどこで活躍している

かが分かれば連携協力し活動の充実につながると考えます。公開が定められているのは

会員の氏名と住所です。名簿は、平成25年通常総会でお渡しする予定です。名簿の適正

管理は社員の義務です。名簿の不正使用行為をした場合は懲戒、除名、損害賠償の請求

などの対象となります。会員名簿の適正管理をお願い致します。。。   

会員数140名 

2013年2月1６日時点 

宮城県助産師会会員名簿公開について 

 会員同士がつながっていくために！ 

～理事会報告：ダイジェスト～ 
 平成25年1月19日に第9回理事会がエルパーク仙台セミナー室で開催されました。毎回、全国との連絡事

項と今後の当会の事業について話し会われます。日本助産師会では、全国の子育て支援センターの電話相

談の活動評価のために、シークレットコールを行って、クオリティー調査を行ったということでした。ま

た助所部会は、分娩情報のIT 化の4月からの本運用に向かってすでに試行が始まっています。災害対策委

員の塩野悦子先生を中心に、災害対策マニュアルの作成と震災時の活動記録の作成に取り組んでいます。

来年度の研修やイベントも企画中です。今後、会の活動を活発にしていくために、どんなことができるか

毎回アイディアを出し合って取り組んでいます。 

 理事会議事録は、当会ホームページの会員専用ぺージに全文掲載しております。ぜひ、ご覧ください。

（パスワードは機関紙8号でお知らせしておりますが不明な方は、事務局へお問い合わせください。） 

理事 伊藤朋子 

 

以下未提出の方は、早め

の返信をお願いします。 

 

● 宮城県助産師会による

会員現状調査 

● 日本助産師会による被

災県の会員アンケート 



  平成２４年１１月１８日 

 宮城県助産師活動普及啓発活動 

「安心安全なお産のために」

パート1 報告 
 

 昨年の１１月１８日に毎年の恒例である「安心安

全なお産のために」パート1 がエルソーラ大研修

室にて行われました。講師として東北公済病院・産

婦人科勤務の柿坂はるか先生にご協力いただき、安

心安全なお産に向けて、妊

産婦さんはもちろん女性が

日頃から気をつけること・

心がけることなどを講演い

ただきました。また後藤会

長の「子育てはみんなで」

も日頃の生活に役立つ基本

的なことをお話しいただき

ました。講演後の助産師広

場や骨盤体操にも多くの方

に参加いただき、楽しい時

間を過ごすことができまし

た。 

 参加された方々はご夫婦

やプレママたちがほとんど

でしたが、実際にスリング

でお人形を抱いてみたりおむつを交換して本番

への実感を高めているようでした。パパたちは

妊婦体験ベストを着込み、日頃の妊婦さんの大

変さを実感。ママにさらに優しくしなくて

は・・と改めて感じていたようです。天気もよ

く楽しい会になりました。 

 次回、パートⅡは２月２３日大河原町総合体

育館で開催です。妊婦さんやこれからお孫さん

を迎えるおばあちゃま達からの申込みが入って

来ています。 

 お近くの方はどうぞ参加いただき、地域のマ

マたちに助産師パワーを振り撒いてください。 

       助産所部会長 小野由 起子 



  日本看護協会東日本大震災復興支援事業 

「じょさんしサロン」報告 
 財団法人日本看護協会の災害復興支援事業の助成

により、当会が開催しています。長町南・泉中央・

亘理で開催しました。1月末までに6回開催し、好

評でした。平成26年3月までに計30回程度を予定し

ています。 

 平成２４年１２月５日の河北新報朝刊でも紹介さ

れました。会員の皆さん、一緒にサロンで活動しま

せんか？楽し

いですよ。。  

  

今後は、北仙台・南三陸での

開催も決まっています。サロ

ンの育児相談を担当する会員

や共催団体も募集中です。 

 

 ご連絡お待今後の開催日程

は、決まり次第、ホームペー

ジでお知らせしていきますち

しています。 



  平成２５年１月２４日 

 保健指導部会 勉強会 報告 「乳腺炎のケア」 
 

 1月24日に保健指導部会で乳腺炎についての勉強会を行いました。

私は乳腺炎については詳しく学ぶ機会はあまりなく、学生時代も就

職してからも詳しい勉強をあまりできていないと感じていたため、

乳腺炎に関する文献を30年くらい前のものから現在までの文献を検

索して読みました。 

 乳腺炎の分類や乳腺炎時の授乳の可否について諸説あることを知

り、ケアについても統一したものがなかったことがわかりました。

そのため、受診機関や担当する医師や助産師によって様々なアドバ

イスを受けていた経緯があってもおかしくない状況であったことが

わかりました。 

 この混乱した状況に終止符を打っ

たのが、2000年にWHOとユニセフが

185の文献をまとめたMastitis Causes 

and Managementです。この資料は今

でもWHOのHPの検索にMastitis
（＊日本語で乳腺炎の意味）と入れ

ていただくと、英語をはじめ5か国語

で無料でダウンロードできます。残

念ながら日本語訳はありませんが、

たくさんの文献の引用文献で使われ

ています。皆さんがご存じのラレー

チェリーグやラクテーションコンサ

ルタントの方たちが引用されている

アメリカ小児科学会の資料でも、助産師会が2011年に発行した「乳

腺炎」という小冊子にも引用文献になっています。 

 

 平成17年にまんまはうすのお隣の施設であるたいはっくる内に、

仙台今村クリニックが開業し、先生にWHOの資料を見て頂き、連携

をお願いしたところ快く引き受けてくださり現在にいたっていま

す。今回の勉強会では

はじめに私からWHO

の資料に書いてある内

容を説明し、その後に

今村先生からたくさん

の症例のエコーと治療

の様子をスライドで見

せて頂き、大変に勉強

になりました。平日の

夕方からの勉強会でし

たが、遠方の方も含め

53名の参加があり、勉

強になった。ケアに活

かせるという意見がほ

とんどでした。パンと

飲み物も用意して参加

者の方から喜ばれまし

た。今後も実際のケア

に活かせるような勉強

会を企画して実施して

いきたいと思います。 

 

 保健指導部会長  

  武者 文子      

母乳育児支援業務基準  

  乳腺炎 2013年版 

       （1575円） 

日本助産師会出版会のサイト

よりネット購入できます。 



骨盤底体操：尿漏れ予防のために 
 

みやぎけんき助産師（MIJO）は、震災後の支援活動を行うために

結成した助産師有志の会で、企業や財団からの資金をもとに、母乳育

児支援やサロン活動を行いました。そして平成24年6月にその活動を

終え、解散しました。その間、以前より骨盤底体操の普及を行ってい

た小山みね子助産師らが中心となり、MIJOの資金を元にパンフレッ

ト作成、さらに仙台市の男女共同参画財団の支援を受け3回セミナー

を開催しました。(7/14,9/8,11/10）  

 内容は①DVDを使った講話 ②骨盤底筋体操 ③バランスボール

（インストラクター：中本ひなこ看護師に委託）を使った骨盤底筋に

効くエクササイズです。(3回目は①②のみ） 

 参加人数は定員20名のところ1回目は9名、2回目は16名、3回目は

23名でした。年代は30～70歳代と幅広く3回目は若い方の参加が目立

ちました。お子さんを連れて参加した方もいました。 

 参加した方にアンケートをお願いしたので概要を報告します。1回

目9名中7名、2,3回目は全員から計46名からの回答です。 

 セミナーの内容について＊受講した満足度はどうか？＊ 

悩みや不安は軽減したか？＊尿漏れの仕組みが理解できたか？＊骨

盤底筋を意識できたか？＊呼吸法はできたか？等を聞きました。 

 ほとんどの方は内容を理解でき、悩みや不安が軽減し、満足したと

いう回答でした。全体の中では不満だった方が2名、悩みや不安が軽

減しなかった、骨盤底筋を意識できなかったという方が1名いまし

た。それでも受講した方全員が今後日常生活に体操を取り入れたいと

回答しています。 

 感想では又参加したい、体操を実践したい、高齢化社会で生を楽し

んでいくきっかけになった等。バランスボールは初めての方がほとん

どで好評でした。 

 要望では他の人にも知ってもらいたい、産後のケア、骨盤の歪みの

ケア、更年期に適した体操や食事について知りたい等です。 

 今後の課題は参加した方全員が理解し満足できる内容にすることで

す。アンケートで出された要望を取り入れていくか、年代別のクラス

分けが必要か等検討していきます。受講した方が体操の成果を上げら

れるように再受講も勧めていきたいです。 

           助産師 小山みね子、佐藤ミツ子、氏家紀子 

≪会員活動紹介≫ 

日本助産評価機構の認定 
 とも子助産院が平成24年10月に認定を受けました。ケアと管理の質

が規定を満たしているかを審査する病院機能評価の助産所版のようなも

のです。全国で4番目の認定でした。130項目以上の評価項目があり、

沢山の書類つくりが大変でしたが、スタッフみんなで分担し、提出でき

ました。どこの産科施設も慢性助産師不足な中、中堅助産師が活き活き

と活躍し、潤沢な人材にめぐまれているところが、当助産院の自慢で

す。評価結果は、日本助産評価機構のホームページに掲載されていま

す。58ページもありますが、ご覧いただけたら嬉しいです。 

 宮城県で分娩を扱っている３助産院は、役員さんたちの協力のもと、

毎年、日本助産師会の安全管理のための第3者評価を実施してきまし

た。平成25年度も、10月21日・22日を予定しております。このような

積み重ねと、産科医会のご配慮による医療連携、先輩諸姉のご指導の賜

物と思います。今後とも、精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。    とも子助産院 伊藤朋子 



2月９日 石巻・市民フォーラム 

“がんばってますね！お母さん“ 

を終えて 
 

平成25年2月9日、石巻市民フォーラム“がんばってます

ね！おかあさん－母子保健医療システムの復興に向けて－”

を石巻グランドホテルで開催し、お子様づれのお母様方や行

政関係の方など約50名が参加して下さいました。 

本フォーラムは、平成24年度厚生労働科学研究費補助金

「震災時の妊婦・褥婦の医療・保健的課題に関する研究」班

によって主催され、宮城県助産師会等が後援したものです。 

東日本大震災後ほぼ2年を経過して、その間に新しい命を迎え、子育て中のご家族の奮闘を含め、あの震災の時

“お母さんはどうしたのか、どの後どうだったのか？”“お母さんを支える側の保健師さん達はどうだったのか”

“災害弱者である子どもたちの安全をどう守るのか”“あの時医療機関はどう対応し、今後の課題は何か”などの

内容について、各代表によって様々な震災時の対応や現在の状況が語られました。また、岩手県と福島県の状況に

ついても報告がありました。以下にフォーラムで語られた内容の一部をご紹介します。 

まずは、震災者を支える側の保健師の多くは、津波で市役所の屋上に避難したものの4日間も水が引かず取り残さ

れ、避難してきた市民の健康維持に努めるのがやっとであったもどかしさを、小児科医は心身障害児の安全を守る

大変さを語ってくれました。そして研究班ではこれまで実施した、震災後①10ヶ月目の母子の実態、②1.4年目の

父母と児の実態について話しました。震災時妊婦さんだった方の産後EPDS：9点以上は21.5％（協力者677名）

で、産後1－2か月と8－9か月目は経産が高かったこと。1.4年目での父親は（249名）育児や家事に協力していた

が、GHQ28（精神健康調査票）では、ハイリスク者は46.2％であったこと等です。また、お母さん代表は遊び場

や保育受け入れの不備など育児環境の充実を切望されておられました。 

災害後2年とはいえ、まだまだ大きな問題を孕みつつ育児が進んでいる状況です。津波被害を受けた石巻での

フォーラムで、改めて母子・家族支援の重大さを感じたことでした。 

 東北大学医学部保健学科 佐藤喜根子 

 

≪機関紙に同封するチラシ類について≫ 
 

 今年度より、会員活動を活発化する目的で、会員

が、お知らせを希望する物について、代表理事への

承認の上、機関紙への同封配布を実施してきましま

した。 

 同封できる印刷物の基準を、2月16日の理事会に

て検討し、次回より以下の原則に基き広報協力して

いくことになりました。ご活用ください。 

 

1.  当会が主催または後援している事業 

2.  会員が主催者メンバーに加わっている事業 

 



２月１１日 震災後の支援者のための座談会  

        ～仲間と語ろう～を終えて～ 報告レポート 

 

 去る2月11日（月）太白区中央市民センターにて、兵庫県立光

風病院の臨床心理士である中谷恭子先生（写真右から3番目）を

講師に招いて、震災後の支援者のための座談会が行われまし

た。 

2011.3.11の震災から2年を迎える東北の地ですが、18年前の阪

神淡路大震災を経験した中谷先生だからこそ、東北の被災地の

人々の気持ちも理解した上で、私達がこれからどのような心の

変化を経ていくのかも踏まえてお話を進めて下さいました。 

内容は、震災から2 目に当たり、震災直後から被災地支援をし

てきた人達にも、これまでの蓄積した心と体の疲労が出てくる

時期になるということをはじめ、母子の支援をする上でどこに

着目して支援をしていくかの方向性を見いだせる座談会となりました。 

今回の座談会で私が得たキーワードは「健康は能力のひとつ」「人とのつながり」「人を信頼できる心を育む」でし

た。中谷先生曰く、生まれてから思春期までの期間がキーワードを伝える大切な時期なのだそうです。便利な時代

になり、その中で教育の方法も見方も変化してきた現代社会。「健康」でいることは当たり前のもので、健康でい

ることの大切さについて深く考え、学習する機会は学校教育の中では少ないのかもしれません。だからこそ、健康

について考える時間を作り、一人一人が自分に興味を持ってセルフケアできるように支援していくこと。そして、

震災後「絆」の大切さに気が付いた今だからこそ、「人とのつながり」を大切にして、「人を信頼して相談できる・

SOSが出せる」親子関係の育成の手助けをしていくことが、母子のヘルスケア支援に近い場所にいる助産師にで

きることなのだと感じました。 

終始和やかな雰囲気で進められた座談会では、後藤会長をはじめ、先輩助産師のお話を伺う機会もあり、2歳の子

育て中の私には、支援者としてだけでなく、親としてもとても勉強になる会でした。ありがとうございました。 

但野 歩美（写真左から3番目） 



 

（一社）宮城県助産師会 平成25年通常総会のご案内 

 

平成２５年４月２０日（土） 

会場：アエル ２８階 エルソーラ 大研修室 

 

≪プログラム≫ 
    時45分 ：開場 

10時～12時  ： 通常総会 

１３時半～15時 ： 教育講演 

          講師：堺武男先生 
         テーマ：予防接種について（仮） 

 

委任状の締め切りは、4月13日。 

FAXまたは、郵送にて事務局へお届けください。 

今後の企画案（総会で承認後確定します。） 

 
平成25年６月２９日（土） 助産師フェスタ（仮称） 
 会場：電力ビル グリーンプラザ 

 企画案：「女性のための禁煙講座」禁煙支援アドバイザー 高田修先生 

      災害支援活動のパネル展示 

      助産師個別相談・ベビーマッサージ・マタニティーヨガ・など 

      

平成25年１１月１６日（土） 医療安全研修会 

        「お産の出血と助産師のケア」  
  講師：母性コンサルタント 進純夫先生 

 

（公社）日本助産師会 平成25年通常総会のご案内 
 

平成25年５月２３日～２５日 徳島県 
 宮城県の代議員は、後藤あき子・伊藤朋子が当選しました。補欠代議員は、後藤美子・山岸和子です。 

 会員の一般参加は、3月29日締め切りです。個別申込みをお願いします。 
 

 一般社団法人 宮城県助産師会 

 〒982-0817  仙台市太白区羽黒台２１－２５  

   ℡ FAX ０２２－２４４－８００７ 

メール：miyagisanba@gmail.com 

   イベント・サロン運用 FAX専用回線  

     FAX ０２２－７７４－１９７０ 

 ≪編集後記≫ 

 相変わらず余震が続き、なかなか気が安まらない毎

日です。お隣ロシアに隕石まで落ちてきて、正に天

災！！という感じでした。災害対策委員会により初の

試みである安否確認訓練が２月１８日に行われ、顔の

見える関係の大事さを、あらためて感じました。 

 皆さまのご寄稿をお待ちしております。山口・伊藤 

 


