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宮城県助産師会だより
～巻頭言～

宮城県助産師会のロゴマーク

会員を増やし、活動の輪を広げましょう！
会長 後藤美子

宮城県助産師会会員の皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
日頃より会の運営にご支援ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
９月の北関東・東北集中豪雨の被害はいかがでしたか？自然の力に抗う事は出来ないこ
とが身にしみ、自然との調和を考えていかなければならないことを痛感いたします。
東日本大震災後の各地の火山活動の活発化やここ数年の異常気象に驚くばかりです。改め
て、組織としても災害に備え、準備の必要性を感じるこの頃です。
さて、本会の平成27年度事業、仙台市、石巻市からの委託事業も順調に進んでおり、こ
れも会員の皆さまの協力のお陰でございます。
5月の京都での都道府県代表者会議で日本助産師会・助産師組織率が示されました。宮
城県の組織率20.1％(平成25年1月時点会員数)はワースト５でした。会員を増やし組織強
化する事で今後、更に宮城県内の助産師がより充実した活動ができるようになると思いま
す。会員一人が一人を勧誘していただくとかなりの会員増になります。どうぞ、職場の皆
さまに声掛けをよろしくお願い致します。一人でも多くの助産師に入会していただき、助
産師のパワーをアピールしていきましょう。
今年度から開始しました賛助会員制度も企業1社と個人1名からの加入申し込みがありま
した。助産師会の活動を支援していただけるものと心強く思っております。会員の皆さま
には多くの賛助会員の勧誘も併せてお願い致します。
賛助会員入会の特典は下記の通りです。
＜企業・団体＞宮城県助産師会機関紙送付、宮城県助産師会機関紙送付時の広告等の同封
（年１回）研修会の会員価格での受講、機関紙への広告掲載（要別途料金）、宮城県助産
師会研修会等での展示
＜個人＞宮城県助産師会機関紙送付、研修会の会員価格での受講
来年度、仙台で開催の日本助産師会の全国総会・助産師学会の実行委員会も順調に準備
を進めております。期日は平成28年5月26日～28日です。会員の皆さまの協力のもと準備
を進めていきたいと思いますので重ねてご支援ご協力をお願い致します。
最後になりますが下半期も更に充実した活動をすすめていきたいと思いますので会員の
皆さまのご支援・ご協力を重ねてお願い致します。

「すくすく赤ちゃん献金」のご理解とご協力のお願い

副会長
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後藤あき子

私達助産師は、生まれてきた全ての赤ちゃんが、生まれる前から人として大切に育まれ、両親をはじめご家族や周りの人たち
から祝福された中に誕生を迎え、健やかに成長して、幸福に歩んでいくことを願っています。妊産婦様やご家族の皆様、そして
研修等に集まって頂いた助産師・看護師の方々のあたたかい心遣いによって頂いた「すくすく赤ちゃん献金」は、毎年母子福祉
施設への備品贈呈や母子福祉に関する調査・研究・事業などに役立たせていただいております。今まで、1億5,000万円以上の献
金がなされ、贈呈母子施設総数は400施設・調査研究1施設・主な贈呈品目は、機能訓練遊具・乳児検診ベッド・デジタルビデオ
カメラ・避難用ワゴン等・パソコン（昭和43年～平成20年）でした。
来年は仙台で一般社団法人日本助産師会総会があり、その中で宮城県の母子施設の数施設に贈呈式を行う予定です。機会があ
れば、献金へのご協力をよろしくお願いいたします。宮城県助産師会開催の研修会の受付に設置しております。
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石巻イクメン講習会に参加して

あべクリニック産科婦人科 小田嶋清美

石巻市子育てパパ育成事業 『石巻イクメン講習会』～備えあれば憂いなし～を宮城大学看護
学部の塩野悦子先生を講師に迎え開催されました。当日は51名(大半は男性)の参加があり、うち
未婚の方の参加が19名ありました。石巻市長・石巻信用金庫理事長もご臨席いただきました。石
巻市は震災後人口減少が著しい地域です。石巻のＰＡＰＡの活性化・石巻の未来の安定化を目
的として今回の講習会は開催されました。
講習会は、お父さんの大切さと女性のマタニティ人生における男性の大切さの2つの内容でし
た。女性のマタニティ人生における男性の大切さでは,イクメン予備軍の方々に妊婦体験ジャケッ
トを装着してもらい妊婦体験をしていただきました。落ちた物を拾ったり・お風呂の掃除をしてみた
り・階段の昇降などの動作をしてもらい、動きづらい・足元が見えにくいなど妊婦さんがいかに大変
かを体験しました。その他には信用金庫産婦人科で急にお産が始まったというのを想定してお産
劇をしました。パパはもちろん会場にいるイクメン予備軍の中の一人。突然パパになったにもかか
わらず、分娩室でのサポートを頑張ってくれ、今まさに出産する妻の腰をさすったり・御安産うちわ
であおいだり・水を差しだしてくれたり・“がんばれ”と力強く励ましてくれ無事元気な男の子を出産
する事ができました。次は、赤ちゃん人形の抱っこ体験。当日は参加助産師の8ヶ月の女の赤ちゃ
んにも協力していただき、実際の赤ちゃんの抱っこも体験できました。いつもは人見知りをするは
ずの赤ちゃんも泣かずに協力してくれました。みなさん緊張しながらも、話しかけたり・あやしたりし
ながら抱っこしていました。講義の他に体験もあり、あっという間の1時間でした。子育てを終えた
先輩でお孫さんがいる方から、自分は仕事が忙しくて妻の話をほとんど聞かなかった。今日参加
して聴くことが大切な事が分かり、勉強になりましたという感想を頂きました。
『親になる備え』をして、すてきな人生を送ろう…は皆様に伝わったと思います。

しおがま地区母子保健推進ネットワーク活動報告

河北新報にも
載りました

いけの産婦人科小児科医院 青山幸恵

第14回研修会テーマ 「知っていれば簡単！虫歯予防」 「この地域の重症虫歯の子どもたちを皆さんの力で助けてください」

前列中央・小久江由佳子先生
向かって後列右側筆者
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当ネットワークでは、3ヶ月に1度、周辺施設などで従事している看護職、医師などを対象に
研修会を開催しています。9月12日（土）には、上記のテーマで2時間の予定で研修会を開催し
ました。講師には日本小児歯科学会認定専門医で、塩竃市でご主人と共に開業医としてご活
躍されている小久江由佳子先生をお迎えしました。塩竃市のご出身である小久江先生は、宮城
県は虫歯保有率が高い、とりわけ塩竃地区の子どもたちの虫歯保有率は全国的にも高い、しか
し小児歯科専門施設が塩竃地区には殆どないという事実に直面し開業を決意されたという事で
した。虫歯予防の具体策を伝えると母親達から、「知らなかった。そうだったんだ」と理解が得ら
れた経験から「知っていれば虫歯予防ができる。母子達だけではなく母子と関わりのあるあらゆ
る職種の人たちを含め地域全体として、虫歯予防に取り組む必要性を強く感じた。」というお話
に感銘を受けました。今回は初の試みで、一般のお母さん達にもお声掛けしお子様連れで参
加して頂きました。産科の医師や、保健師、保育士の方も含め26名の参加者でした。おやつの
だらだら食いと口腔内のPHとの関係、噛むことと唾液の分泌促進と虫歯予防、飲み物と糖類の
含有量、味覚を育てよう、家族みんなの口腔内の虫歯菌を減らすことの重要性、歯周病の予防
や妊娠中の口腔対策などについてのお話しでした。「虫歯からネグレクト発見」という記事もあっ
たという事から母子への観察の視点が広がりました。参加者からの感想では、役立つことが多く
勉強になったと好評でした。妊婦健診などの機会に口腔
衛生について積極的に取り入れることは子育て中のお母
さんにつなぐことが出来、地域全体の虫歯予防につなぐ
ことが出来ると再認識しました。
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CTG研修会を受講して ～クリニカルラダーレベルⅢ認証に向けて～

仙台赤十字病院 渡辺由美

この講義を受けるきっかけは、助産師会からの案内の一枚のはがきでした。昨年、クリニカルラダーレ
ベルⅢの認証が取れるということは、正直、うっすら記憶にある程度でした。
私は今年の4月から職場が変わり、現在NICUという今まで全く経験のない科に配属になりました。職場
環境と仕事に慣れるための日々で心身ともに忙しく、クリニカルラダーのことまで頭がまわらない状態で
した。やっと仕事にも慣れてきたころに講義のご案内。クリニカルラダーのことを思い出した次第です(笑)
NICUでは、直接お産と関わることはありませんが、未熟児で出産した母親・疾患を抱える子の母親・もち
ろん健常児の母親と様々です。助産師は、主に乳房ケアで関わることが多く、その分野においては頼り
になる存在にならなければいけないと思っています。
乳房ケアの関わりの中で、認証された助産師がいることはNICUの中でも
さらに頼れる存在になるのではないかと思います。
私がこれからお産と関われることがあるかどうかはわかりませんが、今ま
での自分の経験をアドバンス助産師として置き換え、新生児・未熟児治
療についても極めていきたいという新たな目標ができました。
のんびりになるかもしれませんが、来年度の認定に向けて日々邁進しよ
うと思います。ありがとうございました。
東北大学病院
周産母子センター
岩間憲之先生

東北大学にある東北メディカル・メガバンクで行われました。
遠くは愛知県からも参加がありました。

NCPR・Bコース研修会開催報告

安全対策委員会 伊藤朋子

8月2日に大崎市の古川健康福祉プラザで、新生児蘇生法Bコースの研修会を開
催しました。クリニカルラダー認定のための必須研修となったこともあり参加希望者が
多く、キャンセル待ちが出る盛況ぶりでした。インストラクターは、大崎市民病院 小
児科の工藤充哉先生・鳴海僚彦先生・産婦人科 星合哲郎先生と、東北大学病院
助産師 新生児集中ケア認定看護師の加藤早奈恵さん・とも子助産院 佐藤真理子
と伊藤朋子の6人が担当しました。受講者は46人でした。鳴海先生の愉快な講義と、
各ブースでのリアルな演習に、とても盛り上がりました。

今年8月から助産実践能力習熟段階“CLｏＣＭ
ⅰＰ”レベルⅢ認証制度が始まりました。認証を
受けた助産師は「アドバンス助産師」と呼称され
ます。実力のある会員様の認証の為に、関わる
講習を開催して行く予定です。ホームページな
ど閲覧していただき、多くの会員がアドバンス助
産師として活躍してほしいと思っております。

中央

加藤インストラクター

星合先生

工藤先生

鳴海先生の講義の様子
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じょさんしフェスタ㏌みやぎ２０１５開催報告

助産院カイロLightSnow 山口之雪

8月30日（日）、たいはっくるにてじょさんしフェスタ㏌みやぎ２０１５が開催されました。宮城県助産師会としては3回
目の開催となります。沐浴体験を始め体験講座１０講座、育児相談や歯科相談、赤ちゃんの体重測定、ハンドマッ
サージ、お話会、子供の歯の健康講演など、たくさんの職種の方のご協力のもとに行いました。県内各地の助産師も
総勢50名程集まり、楽しくサポートしていただきました。参加者の内訳です。受付した大人253名・受付した子供128
名・ハンドマッサージ70名・沐浴102名・歯科相談208名・骨密度170名・ストリーテーリング50名・体重測定と育児相談
50組・ベビーマッサージ32名（16組）・ベビーヨガ28名（14組）・マタニティヨガ21名・ゴムチューブ体操35名・セルフリフレクソロ
ジー12名・バランスボール32名（16組）・歯科講演70名と、どの講座も大盛況で、アンケートも良かったの回答を多数いただきま
した。
「助産師はここにいます」をコンセプトに、たくさんの方々に助産師の活動を知っていただけたのではないかと思います。また来
年も開催いたしますので、たくさんの会員の皆様のご協力をお願いいたします。たくさん写真載せました。開催当時の様子が伝
わるといいなと思います。

今年も総括をしてくださったまんまは
うすの武者さん。大変な準備をしてく
ださいました。ありがとうございます。
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じょさんしフェスタ㏌みやぎ２０１５

北海道・東北地区研修会に参加して

写真集

ひかり助産院 早坂ひかり

メインテーマ「ともに歩み、ともに育つ、助産師」のもと、秋田市において開
催された研修会・専門部会集会に参加しました。参加人数は約７０名でした。
印象に残った講演を２つ紹介いたします。
１つめは、岡本会長が講演された日本助産師会の歴史についてです。
１９２５年に日本産婆会として発足し今年で創立９０周年、とても歴史のある職能団体で
す。その間の歴代会長の功績や職能団体としての働きを知ることができました。
平成２１年頃から助産師会役員の７０歳定年制ができたこと、それ以前、６０歳代は若い層
だったという話を聞き、年齢構成が若い層にシフトしてきたのは、ごく最近なのだというこ
とに驚き、私たちに課せられた使命を再認識することができました。
２つめは、「あれっ？と思うお母さんとの関わり方―困惑させられたり傷つけられないた
めに」という精神科医師の講演です。パーソナリティ障害（人格障害）をどのように理解す
るかをふまえ、接し方についての講義でした。【接する際のコツ】●曖昧な態度は避ける。
「出来ること」「出来ないこと」をはっきりさせる。●ただし、いきなり、「無理です」
「駄目です」など否定の言葉を使うのは厳禁。相手の立場に立ち、一緒に困ってみるスタン
ス。「それはお困りですねえ」。そして次善の策を一緒に検討しましょう、と。●我々に大
切なのは一貫性。一貫性を軸として優しさや厳しさを使い分ける。地域で家庭訪問等をして
いて関わりに困難を感じる母親が徐々に増えているように感じられます。講義内容を具体的
に生かしていきたいと思いました。
懇親会では、「なまはげ」が数人登場。太鼓演奏とともに乱舞し、迫力ある演技に心臓が
破れるような思いでした。宮城県からは川島隆太先生の「脳トレ」を紹介し、数種類のト
レーニングを出席者とともにやってみました。岡本会長が、ほろ酔い気分の中一生懸命「指
のトレーニング」をされていたのが、とてもかわいらしかったです。来年、宮城県で行われ
る全国総会で川島先生の講演を企画していますが、その紹介につなぐことができたのではな
いかと思います。

5

宮城県助産師会だより

新規ご入会の賛助会員様ご紹介
初めまして、クロレラ工業株式会社です
クロレラ工業株式会社
クロレラ工業は昨年創業50年を迎え、創業以来クロレラのパイオニアメーカーとして皆様の健康に貢献すべく活動して参りました。
近年クロレラ工業では「食育の研修」「いのちの研修」等を重ねる中で、助産師の先生より教えて頂いた、「母乳育児の大切さ」「親子の絆の素
晴らしさ」「愛情の話」等をチクゴ株クロレラお取り扱いの薬局・薬店を通じ全国各地の方へ発信して参りました。東北地区に於いては、5年前より
ご縁の有りました助産師(特に西日本)の先生を講師として来て頂き、活動をしておりましたが、やはり地域の親子の方々を考えると、地元の助産
師の方々と繋がり、より地域密着した有益な情報を各地域の助産師の先生、チクゴ株クロレラ取り扱いの薬局・薬店と連携し親子のアフターフォ
ローは出来ないかと、宮城県助産師会にお声かけさせて頂き、今回の賛助会員入会への経緯となりました。今後、宮城県助産師会の方々と、
より連携させて頂き、助産師・薬剤師連携した情報を各地域の皆様にお届け出来ればと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。
私たちは大自然がもたらしてくれる恵みに感謝し、そして、地球上の生命が途切れる事なく続いてきた事を謙虚に受け止め、チクゴ株クロレラ
を通じて日々学ばせて頂いております。
当社活動内容の一部をご紹介致します。健やかな赤ちゃんの為の母乳育児の啓蒙活動を通じて、食生活や体の中で起きている事の情報発
信や、生命尊重センターの円ブリオ基金への募金に協力し小さな命を守る活動のお手伝いをさせて頂いております。また、心と体の健康(元気)
の実現を求めて、和太鼓のTAO主催公演や小学校の道徳の授業の副読本となっている絵本「いのちのまつり」を元に心温まるいのちの発信
「いのちのまつりトークライブ」。さらにチクゴ株クロレラお取り扱いの相談のできる薬局・薬店の皆様や、ご愛用頂いているお客様を対象にして、
健康教室等を行っております。私たちクロレラ工業の思いは『人類に健康と幸福を』です。
私たちチクゴ株クロレラの愛用者の皆様とチクゴ株クロレラをお勧め頂いている薬局・薬店の皆様と同じ思いで、健康と幸せを考えていきま
す。

クロレラ坊や
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これからの研修会の予定とお手伝いいただけるスタッフ募集
11月7日（土）13：00～16：00
乳幼児発達 新生児～1歳児の発達観察のポイント（13：05～14：05）
講師：作業療法士 佐藤明子先生
先天性代謝検査 スクリーニングに仕組みと陽性児の予後（14：15～15：55）
講師：国立成育医療センター 原田正平先生
日立システムズホール仙台 エッグホール （チラシ同封）
2016年2月21日（日）13：00～16：00
新生児の観察と救急時の対応 ～見逃すな！あなたの観察眼が赤ちゃんの予後を決める～
講師：倉敷中央病院 総合周産期母子医療センター 渡部晋一先生
仙台市シルバーセンター 7階第1研修室 （チラシ同封）

求む

２０１６年1月30日（土）１４：００～１６：００の予定
（仮）ソフロロジー式分娩 ～自分の力を信じて産むという事～ 助産師の私たちに求められていること
講師：いけの産婦人科小児科医院 助産師 青山幸恵
元いけの産婦人科小児科医院 助産師 押切良子
坂病院セミナー室

しおがま地区母子保健推進ネットワーク主催 （詳細は決まり次第ホームぺージでお知らせいたします）

石巻市委託事業を運営する会員が不足しています。会員皆様の協力をお願
いいたします。「イクメン講習会」のほかに「親になるための教育事業（１０月から
開始）」や「石巻市妊産婦相談事業（６月から継続中）」があります。下記を参照
していただき、参加できる日のある会員様は宮城県助産師会までご連絡くださ
い。お近くの方でなくでも構いません。仙台からも出張しています。

一般社団法人宮城県助産師会
TEL：０２２（２４４）８００７
FAX：０２２（７７４）１９７０
Email：miyagisanba@gmail.com

「親になるための教育事業」の予定
牡鹿中学校

「妊産婦相談事業」の予定
10/15（木）

13時25分～14時15分（50分）
１０月

門脇中学校
河南東中学校

1/21（木）

渡波中学校
大須中学校
桃生中学校

1/21（木）
1/28（木）

10時40分～12時30分（110分）

1/27（水）

13時30分～14時30分（60分）

1/28（木）
1/28（木）

１０日

１７日

２４日

13時30分～14時30分（60分）
１２月

蛇田中学校

２７日

10時30分～12時15分（105分）
１１月

1/21（木）

２０日

平成２８年１月

１日
１２日

８日
１９日

１５日

２２日

２６日

２月

２日

９日

１６日

２３日

３月

１日

８日

１５日

２２日

10時45分～11時35分（50分）
２９日

13時15分～15時30分（135分）

妊婦ジャケットの装着、人形を使っての沐浴・抱っこ体験などを
予定しています。

いずれも火曜日の１０時～１５時まで。石巻市役所２
階授乳室で実施しています。終了後、保健師とミー
ティング後解散となります。見学もどうぞ
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スタッフ募集の続きです
じょさんしサロンをお手伝いいただけるスタッフ募集！！
地域のママとふれあい、直に地域での育児の様子を見てみませんか？じょさんしサロン事業も
様々なところに認知されて、助成を受けて続けています。下記の予定で開催されています。見学を
してみてからでも構いません。講師ではなくサポートスタッフとしてのご協力でも大丈夫です。会員
様のご協力をお願いいたします。（連絡先：宮城県助産師会）
のびすく長町南

のびすく泉中央

塩釜・利府・松島・多賀城・七ヶ浜

石巻

10月9日(金)

１０月２１日

10月22日（松島町・松島児童館）

11月26日（桃生町・桃生子育て支援セン
ター）１０：３０～１２：００

11月13日(金)

１１月２５日

11月13日（利府町・葉山ペアキッズ）

Ｈ28年2月23日（河南町・河南子育て支援
センター）１１：００～１２：００

12月11日(金)

１２月１６日

12月4日（利府町・葉山ペアキッズ）

H２８年1月14日(木)

H２８年１月２７日

H28年1月22日（塩釜市・つどいの広場）

2月9日(火)

２月２４日

2月22日（多賀城市・市民活動サポートセ
ンター予定）

3月11日(金)

３月２３日

3月未定（塩釜市・つどいの広場予定）

いずれも１４：００～１５：３０ いずれも１０：３０～１２：００

どこで開催しても大盛況
です。地域のママと赤
ちゃんの楽しそうな様子
がうれしいですね。

いずれも１０：００～１２：００

一般社団法人宮城県助産師会
仙台市太白区羽黒台２１－２５
電話022（244）8007
FAX: 022 (774) 1970
電子メール:
miyagisanba@gmail.com

編集後記
無事に１７号機関紙を発行することができました。お忙しい中
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。本会の活動も宮
城県に周知され、自治体からの委託事業も始まっています。会
員が増えて、県南・県北も助産師のケアが充実するように頑張っ
ていきましょう。また次号、ご協力をお願いいたします。
広報委員 山口之雪

８

