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宮城県助産師会だより

宮城県助産師会のロゴマーク

～巻頭言～
宮城の助産師の力を結集し成功させよう！
～H２８年度日本助産師会通常総会に向けて～

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。山々の緑も一段と濃さが増
し、清々しい季節となりました。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。
平成27年度通常総会を4月18日に仙台市シルバーセンター第１研修室において公益社
団法人宮城県看護協会長様にご臨席いただき、開催することができました。平成22年1月
に一般社団法人となり第6回目の通常総会でした。昨年度は会員や役員皆様の協力のも
と、諸事業を滞りなく実施できました。中でも「じょさんしフェスタinみやぎ」では350名余の来
場者があり、助産師をアピールできたことがあげられます。更に日本助産師会主催の研修
会のサポートも行いました。
今年度の事業の「じょさんしサロン」は予算不足で継続も懸念されましたが、寄付サイトを
立ち上げたところ、皆様の助産師への期待が高く、目標額をすでに上回りました。今年度も
継続出来そうです。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
８月３０日に開催します「じょさんしフェスタinみやぎ２０１５」の準備も順調に進んでおりま
す。開催当日の会員の皆さま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
ンター事業の「電話相談と講演活動」は仙台市との委託契約も更新しました。
今年度は新たに石巻市から、妊産婦相談事業、父親の子育て参加促進事業、中高生
の子育て教育推進事業の3件の委託事業が加わりました。助産師会としての活動がより充
実できるよう、施設、地域の垣根を越えて会員間の連携を深めましょう。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会員を増やし組織強化を図っていきましょう。本年度も
本会運営に、より一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。
最新情報としては仙台市子供未来局で「産後ケア事業」について意見交換をいたしまし
た。産後ケアの一環として母乳育児支援の助成制度の導入などを提案しました。
最後に日本助産師会の全国総会・助産師学会が平成28年5月26日～28日に、仙台国
際センターを会場に開催されます。開催担当県として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。
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平成27年度日本助産師会会長賞を笠松愛子さんが受賞されました

～各受賞者紹介～

ナーシング助産院

笠松愛子さん

昨年度までに、助産師としてそれぞれご活躍の方々

この度日本助産師会の会長賞を頂き誠にありがとうございました。
この話を伺った時「え！」と驚きました。
病気した後、支部活動には出席しておりませんでした。現在は塩竈地区
母子ネットワークで病院・産婦人科勤務や地域助産師と共に少し参加でき
るようになりました。東北大震災4か月後、もろもろの疲れがたまってい
た頃に脳梗塞を患い、三ヵ所の病院合わせて９か月間の闘病生活を送りま
した。一時左半身麻痺となりました。その間大変辛い日々でした。しか
し、家族や先生・お母さん方や友人から多くの励ましの声を頂き、リハビ
リの励みとなりました。私は赤ちゃんの生まれた時の姿勢から歩けるまで
の成長発達過程の姿を思い浮かべて一生懸命リハビリを致しました。ほん
の少しだけ動けるようになったときは、100倍嬉しさを感じました。当た
り前に動けた生活が何と幸せだったかを知りました。当たり前のことに感
謝することもなく日々過ごしておりました。大病し、人生観が大いに変わ
りました。現在半日仕事をし、午後は急な乳房トラブルの方を診させて頂
いております。仕事を続けることが出来るまでに回復し本当に幸せです。
そんな時に会長賞を頂くことになり感謝申し上げます。今年度会長賞を
頂いた方は55名でした。宮城県から発表されましたので、その間ドキドキ
致しました。京都の方が代表で挨拶と賞を頂き、思わずホッと一息安堵の
笑顔がこぼれました。帰りに偶然乗ったタクシーの運転手さんも母親が兄
弟皆産婆さんからとり上げて貰ったときの話など楽しく語ってくれたこと
も印象的でした。
これからの私は、生涯現役を目指して仕事を続けていきたい。生きてい
る間は働きたい。そんな思いで日々運動に出掛けています。
宮城県内で開業年数は、一番長くなりました。「開業当初の初心を忘れ
ず」「いちにち・1日を真剣に生きる」をモットーに生きていきたいと
願っています。今後とも何卒宜しくお願いします。感謝。

が、日本助産師会や宮城県から表彰されました。受
賞された方々のメッセージです。
おめでとうございました。今後の益々のご活躍を期
待いたします。

平成27年度「看護の日」知事表彰を、後藤あき子さんが受賞されました
ナイチンゲール生誕日の5月12日に県知事表彰を受賞させていただきました。皆様の
ご支援により受賞できしましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。助産師
会には19年間在籍しており、諸先輩方のご指導を受け、様々な活動や研修を通し成
長させていただきました。東北大学病院には38年間務め、勤務助産師として乳房マッ
サージや助産師外来開設の基盤作り、県内のハイリスク妊産婦が退院後に地域でス
ムーズに支援が受けられるよう「地域拡大カンファレンス」の企画実施、フリースタイル
分娩の導入と公開講座の企画実施、等々行ってまいりました。今後も再雇用として働き
ながら少しでも助産師会のお役にたてますよう、また１つ１つの家庭が幸福に向かえる
よう活動してまいりたいと思います。
東北大学病院
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後藤あき子さん
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自然なお産を守る～最新のエビデンスをもとに～を聴講して

登米市民病院 嶋村陽子

妊娠・出産のエピソードは、女性にとって一生忘れない出来事のひとつではないかと思い
ます。しかし、日々助産ケアを行う中で常に〝この援助は合っているのか〝〝役に立ってい
るのか〝など迷いながら仕事をしているというのが現状であり、そのため今回のテーマに強
く惹かれました。
研修会は早産の話から始まり、早産は症候群であり、遺伝的素因・環境因子・細菌相が関
連していることを様々な研究データをもとに知ることができました。そして、それをもとに
本当に必要な医療を行うことがお母さんのQOLを高めることに繋がると感じました。
お産については、胎児娩出反射が出現する前の早すぎる回旋の評価はあまり意味がないこ
とや、内診所見は曖昧であり科学的に証明することも難しいことなどを聞き、産婦全体をみ
て判断することの大切さを再確認しました。
最後に佐藤先生は、『周産期医療の原点は慈愛であり、心、癒しが大切である』というこ
とをお話してくださいました。また、『誰でもいい良いお母さん、お父さんになれるが、ひ
とつ条件がある。それは、適切な援助がある、ということである』というウィニコットの言
葉を引用されていたことが印象的でした。その適切な援助が行えるよう、これからも勉強を
積み重ねていきたいと思うと同時に、目の前のお母さんに心を向け、援助を行うことが、ひ
いては自然なお産を守ることに繋がるのではないかと思うきっかけとなった研修でした。こ
のような機会を下さり、ありがとうございました。

会場は、満員！！
アンケートでも
満足という回答が
ほとんどでした

青森労災病院 佐藤秀平先生

ママサポートタクシー講習会に参加して

独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター附属仙台看護助産学校
助産学科教員 新井香奈子

5月25日に、第一交通株式会社で「ママサポートタクシー」の講習会
に講師で参加させて頂きました。妊婦さんの関心とニーズが高い「ママ
サポートタクシー」に非常に興味があり参加出来ることを楽しみしてお
りました。
講義では、妊婦さんは病院に着くまでとても不安な気持ちを抱えてい
ること、お産の始まりではどのような事が起こるか、その際にはどの様
なサポートが必要か話されました。その後、妊婦体験ジャケットを受講
生の皆さん一人一人が着用し、階段昇降、タクシーの乗車体験をしまし
た。妊婦役の女優・石澤さんと、実際を想定したロールプレイ。講評を
担当させていただきましたが、どのドライバーさんも、緊迫した中でも
妊婦さんの立場を考えた配慮と接遇の高さに感心させられました。
開講式の際は緊張の面持ちでいらっしゃったドライバーの皆さんもそ
の後の振り返りでは、沢山のご意見やご質問があり、より理解が深まっ
たのではないかと思います。今後もこのような講習会を通してさらに充
実したサービスが妊婦さんに提供されることを願っております。

筆者の新井さん（講義の様子）

講師の皆様
お疲れ様でした

3

宮城県助産師会だより

「宮城県の助産師が赤ちゃんとママのためのサロンをひらきたい！」
READYFOR寄付サイト、活動報告
保健指導部会長 武者文子
じょさんしサロン寄付サイト成功しました。
保健指導部会では震災後の支援事業として、（公社）日本看護協会と国際協力NGO
JOICFPの支援を受けて、各地でじょさんしサロンを展開してきました。お母さん達にとても好
評であることから、宮城県や仙台市に産後ケアのひとつの形であることを提案したり、JOICFP
の担当者が他のファンドに申し込んでくださったりして活動が続けられるようにみんなで力を
尽くしてきましたが、今後の予算確保が難しい状況でした。そんな折、じょさんしサロンにつ
いてICMでの抄録を英訳してくれたアメリカ人の翻訳家さんから「このような公益になる取り組
みはアメリカでは寄付サイトでお金が集まるよ。」と背中を押され、役員会でも承認の上、READYFOR?というクラウ
ドファンディングで「宮城県の助産師が赤ちゃんとママのためにサロンをひらきたい」というプロジェクトを立ち上げ
ました。半年分のサロン人件費、事務運営費、ファンディング手数料17％、寄付してくださった方へのお礼の品
代、郵送費の合わせて854,100円を40日間で集めるというものでした。結果、119人の方に1,229,000円（達成率
152％）の支援を申込んでいただきました。
特に、宮城県が誇るフィギュアスケーターの羽生結弦選手を応援するファンの方が書いてくださった紹介ブログ
を読んだ方からの支援が続々とあり、私自身も支援者の方からの応援コメントを読んで随分エンパワメントされました。
街頭募金のような少額ではなく、3000円が最低金額ということで寄付していただく方には申し訳ない気持ちもあり、鬱々としたこともありま
したが、寄付は無理だけれど拡散には協力できるという若い世代の皆さんにも助産師の存在を知ってもらえたことも大きな成果でした。
フェイスブックの「いいね」を押してくださった方も641人にのぼり、32人の方がツイートしてくれました。寄付だけで実施していくのは限りが
あることなので、じょさんしサロンが継続の事業となるように今後もアピールを続けていきたいと思います。サイトを是非ご覧になってくださ
い。

～ＲＥＤＹＦＯＲ寄付サイトからご支援くださった皆様～
ジェスペール様（東京都）

鹿島貴子様（茨城県）

横山亮子様 （神奈川県）

觧良淑子様 （神奈川県）

浅野康子様 （東京都）

東藤亜紀子様（宮城県）

高橋真理子様 （宮城県）

田島ゆかり様（埼玉県）

青山雄二様 （宮城県）

金田英樹様 （秋田県）

天方久美子様 （宮城県）

松田志帆様 （大阪府）

稲葉薫様 （東京都）

浅香光様 （宮城県）

村形美由紀様 （宮城県）

小野寺慎太郎様 （宮城県）

牧野知子様 （大阪府）

ダーギー・ダグラス様（宮城県）

和泉久美子様 （新潟県）

畠中久美子様 （大阪府）

大野暁美様 （宮城県）

西城幸子様 （宮城県）

柏倉ちあき様 （東京都）

廣間直子様 （京都府）

青山幸恵様 （宮城県）

光岡ゆかり様 （愛知県）

戸田恭子様 （宮城県）

亀井理恵様 （東京都）

桑原慎一様 （東京都）

林ことえ様 （愛知県）

八木理佳子様 （大阪府）

立花ありみ様 （神奈川県）

佐藤美代子様 （岩手県）

藤原みどり様 （神奈川県）

伊藤朋子様 （宮城県）

下倉啓予様 （東京都）

宗祥子様 （東京都）
鈴木裕佳様 （宮城県）

クロレラ工業(株)様 （宮城県）
第一交通株式会社様 （宮城県）
東北ヤクケンみどり会様（宮城県）
NPOわらべうたベビーマッサージ様
TK様 （千葉県）
佐藤妙子様 （宮城県）
福井智賀子様 （奈良県）
深世古尚里様 （愛知県）
仁平陽子様 （茨城県）
小野由起子様 （宮城県）

奥山恭子様 （東京都）
坂田早苗様 （大阪府）
山下篤美様 （静岡県）
井上恵子様 （三重県）
三橋利晴様 （岡山県）
佐野弘子様 （東京都）
木島典子様 （宮城県）
岩渕将士様 （宮城県）
日野なつみ様 （宮城県）
原田玲子様（大阪府）
宮本浩子様（滋賀県）

小武幸様 （大分県）
金丸正子様 （東京都）
武井恵子様 （埼玉県）
白石由美子様 （東京都）

高津真理子様 （宮城県）
土倉真理様 （宮城県）
池上道子様 (長野)
小田切房子様 (埼玉）

宮原契子様 （神奈川県）

10000円以上のご支援の方々のお名前をご紹介致します。
3000円のご支援の方々、また拡散にご協力いただいた方々ありがとうございました。
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Ｈ27年度（公社）日本助産師会通常総会・第７１回日本助産師会 報告

日本助産師会総会に参加された役員の皆様
向かって左から二人目、筆者の新田さん

宮城県助産師会監事

新田みつ子

Ｈ27年5月21・22・23日京都立命館大学朱雀キャンバスにて開催されました。
私は代議員として後藤あき子副会長と参加してまいりました。
総会はＨ26年度の事業・会計報告・Ｈ27年度事業・予算計画・審議事項すべてスムーズ
に終えることができました。
助産学会は「伝統の技・魂の継承」京都にふさわしいテーマのもと開催されました。特
別講演では立命館大学教授・桂良太郎先生の「助産師のゆめ・ゆとり・ゆうき」と題して
これからの助産師に対してのエールをいただきました。助産師は、女性の一生のライフス
テージとフェミニズムやリプロダクティブヘルス・ライツを支える‘ささえびと’であ
る。高度な医療技術と熟練助産師の経験から学び取った経験智をもとに、産科と小児科を
とりもつ‘むすびびと’でもある。そして最後に、家族の幸福と世界の平和の構築に導
き、貢献する‘つかさびと’でもある。と講演されました。現実を見据え、これから助産
師はどのように行動しなければならないか考えさせられました。
来年は宮城県開催です。テーマ「ありがとう、繋がるいのち・見守るいのち」です。会
員の皆様のご協力お願いいたします。

賛助会員募集の広報について

一般社団法人宮城県助産師会
会長 後藤美子

一般社団法人宮城県助産師会会員の皆さま、日頃より活動にご支援、ご協力を賜り有難うございます。
本会では会員向け、一般向けに様々な活動を行っておりますが、今後も安定的に活動を継続できるよう、基盤となる財源の
確保を図ることと致しました。財源確保の方法としては助成金を受けての活動ですが、もう一つは賛助会員の加入を図ることで
す。つきましては、会員の皆さまには賛助会員加入の声掛けをお願い致します。なお、賛助会員会費金額については平成２７
年度通常総会にて承認されております。

～賛助会員募集要項～
申込書：宮城県助産師会ホームページからダウンロード可（別紙のとおり）
会費：企業・団体は１口１万円で２口以上～
個人は３千円で１口以上～
入会者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
宮城県助産師会主催研修会の会員価格での受講
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賛助会員様のご協力を得て
益々活動の幅を広げられるよ
うに頑張りましょう！

宮城県助産師会だより

～参加募集～
石巻市妊産婦相談事業が6月から始まりました。
ほんだ母乳育児相談室の本田さんを始め数人の会員がこの事業に協力しています。震災後、沿岸部では助産師不足のため十分な
ケアを受けられない状況が続いています。この事業を機会に、宮城県の母子保健の向上に寄与できればと思っています。

ほんだ母乳育児相談室
本田由美さん

(事業の概要)
石巻市役所２階の授乳室で、妊産婦対象に相談を受けます。予約制で、相談時間は１０時から１
５時まで。一人約１時間です。相談日は、６月・７月は月２回、８月からは月３～４回で、火曜
日です。乳房マッサージが出来るようベットや水回りも整備しており、体重計もあります。マッ
サージ中に赤ちゃんが泣いているときなどは、保健師さんが対応してくれます。５時間の相談に
なりますが、１日二万円です。相談のご利用は、一人２回までとなっています。
(相談の感想)
６月９日、初めての相談日の予約は、３名と、予想以上の申し込みと保健師さんが言っていまし
た。３名とも、母乳育児の相談で、母乳不足？の心配と、卒乳後のケアについてでした。ゆった
りしたスペースと時間の中で、みなさん安心して帰られたようでした。今回は、全員、乳房マッ
サージをいたしましたが、お母様方にとっても、無料でマッサージを受けられる機会は貴重だっ
たようです。（本田由美）

「じょさんしサロン」は寄付サイトの成功により、今年度も継続いたします
READYFOR寄付サイトが大成功をおさめ、今年度も赤ちゃんとママのための「じょ
さんしサロン」の継続が決まりました。毎回大好評のこの企画。常に満員です。のび
すく泉中央やのびすく長町などで開催されています。今年度は登米、塩釜でも開催
されることが決まっています。お近くの地域のママと赤ちゃんと触れ合ってみません
か？（詳しくは、ホームページをご覧ください）

開催場所
のびすく長町南
のびすく泉中央
のびすく泉中央
のびすく長町南
のびすく長町南
のびすく泉中央

（連絡先) 一般社団法人 宮城県助産師会
℡：０２２（２４４）８００７
FAX：０２２（７７４）１９７０
Email：miyagisanba@gmail.com
ご協力いただける会員様のご連絡をお待ちしております

「じょさんしフェスタ㏌みやぎ２０１５」が、８月３０日（日）たいはっくるで開催されます。
宮城県内の赤ちゃんとママを１日中癒してあげましょう！そして、県内の助産
師がたくさん集まるイベントです。今年こそは、参加されたことのないあなたも宮
城県内各地の助産師やママ達と交流を図りませんか？（チラシ同封）

（連絡先) じょさんしフェスタ実行委員会
℡：０２２（２４４）８００７
FAX：０２２（７７４）１９７０
ホームページ：josanshifesta.com
Ｅmail：info@josanshifesta.com
ご協力いただける会員様のご連絡をお待ちしております
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予定月日
7月16日（木）
7月22日（水）
8月19日（水）
8月20日（木）
9月17日（木）
9月23日（水）

宮城県助産師会だより

～これからの研修会等予定～

８月２日（日） １０時～１４時３０分
ＮＣＰＲ Ｂコース研修会
会場：古川保健福祉プラザ

～北海道東北７県助産師会開催の教育研修受講についてお知らせ～
・所属県以外での北海道東北地区内の助産師会主催の研修を会員価格で受講が可能です
・受講申し込みの際に、宮城県助産師会会員であることを伝え、受講時は宮城県助産師会会員証
を提示してください
北海道・東北７県の平成27年度の教育研修教育は各県ＨＰ等で確認ください。

職場の皆様お誘いあわせの上、多
数のご参加お待ちしております。
チラシ同封のない研修会は、ホー
ムページをご参照ください。

７月２０日（月）～２２日（水）パシフィコ横浜にて、ＩＣＭ
アジア太平洋地域会議・助産学術集会が開催されま
す。宮城県助産師会も参加いたします。次号にて、そ
の様子をご報告いたします。発表内容は、左のポス
ターになります。発表者の皆さんがんばってください。

7

宮城県助産師会だより

Ｈ２８年度公益法人日本助産師会通常総会・第７２回日本助産師学会
「ありがとう 繋がるいのち

見守るいのち」

Ｈ２８年５月２６日（木）～２８日（土）に仙台開催が決定いたしました。

一般社団法人宮城県助産師会

会員皆様のご協力
をお願いいたします

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

塩野悦子実行委員長

5月に京都で開催された全国総会で、来年度開催
の総会のプレゼンをしてくださった役員の方々で
す。お疲れ様でした。

宮城県助産師会の「安否確認名簿2015版」と
「防災マニュアル2015版」の配布
災害対策委員長 塩野悦子
このたび、宮城県助産師会の「安否確認名簿2015版」と「防災マニュアル2015
版」を会員の皆様に配布しております。
まずは、「安否確認名簿2015版」でご自身のグループを確認願います。各グ
ループリーダーとサブリーダーには各グループメンバーの連絡先を別途配布して
おります。新会員もしくはグループ変更のあった会員の皆様は、リーダーからの
連絡をお待ち下さい。
宮城県助産師会では、①大規模災害発生時（地震の場合は宮城県で震度5
強以上）もしくは②安否確認訓練時（2月第１火曜10時に震度5強の地震発生の
設定で定例化）に、会員は安否確認名簿のグループリーダー（もしくはサブリー
ダー）に安否の連絡をすることを取り決めております。皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。なお、名簿の取り扱いには厳重な注意をお願いいたします。
また、宮城県助産師会の防災マニュアルは他県より高い評価を受けておりま
す。会員の皆様におかれましては、安否確認連絡先をご記入の上、日頃よりカバ
ンや手帳に携帯するなど是非ともご活用願います（折り畳んでご使用下さい）。内
容にはまだ不備もありますが、年々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。

８

全国総会では「僕がジョンと呼ば
れるまで」の映画上映や川島隆太
教授の講演を予定しています。
全国の助産師を宮城県の助産師
一同でおもてなししましょう！！

～編集後記～
H27年度宮城県助産師会も順調にスタートしました。会員も増
えて活発に活動しています。その様子が届けられれば、と思っ
ています。
6月号にご協力してくださった会員の皆様ありがとうございまし
た。10月号もよろしくお願いいたします。
広報委員 山口之雪

