平成１３年９月２２日発行

新役員紹介特集

ごあいさつ
宮城県支部長

新田

双葉

秋も日毎に深まり行くこの頃でございますが、会員の皆様にはお元気でお過ごしでしょうか。お伺いします。
１３年６月１６日の総会で支部長に推薦されて早、３ヶ月近くになります。今までの仕事に加えてまた仕事がふ
えたなと実感しています。
２０数年も宮城県支部長として助産婦会を引っ張ってこられた野窪前支部長は大変だったろうと推察されます。
体調を崩されて種々の情報をお聞きするチャンスもないまま、他界されてしまいました。突然の事で会員一同悲し
みにくれましたが、会としては新たに態勢を整えて、前に進まなければなりません。支部長の役を引き受けたから
には役員・理事会員が協力して、２００１年新世紀を自分たちの会（組織）である事を一人一人が実感できるよう
に、進めて行きたいと思っております。
総会で決議された事業計画に沿ってと、新たに名簿の作成、地区割の明確化、機関紙の発行等を実施して行こう
と役員会で決まり、着々と準備しております。新体制の方針を会員の先生方に隅々まで情報を流す事を第１目標に
取り組みます。それによって活発なご意見も頂戴できるのではと期待しております。
日本助産婦会本部では、男性助産師問題・会館貸借問題、規約の改正等、諸々の問題を抱えてより良い環境作り
に取り組んでいます。我々支部でも、助産婦の地位の向上と社会へのプロとしての参加、母子支援への取り組みに
培った知識、技術を還元して行けるように努力していこうではありませんか。ご一緒に前進しましょう。会員皆さ
んのご協力を切にお願いしてご挨拶といたします。

支部長

役員のご紹介（アンケート）

新田

双葉

★

現在の主な活動の場はどこですか？

汐見台クリニック（開業医）にて皮膚科・内科・小児科・
婦人科・アレルギー科の診療介助、乳房マッサージ・乳
幼児育児相談・予防接種相談・更年期相談

✿

お好きな事・得意な事はなんでしょうか？

✿

サッカー観戦・社交ダンス

∮

苦手な事は？

∮

じっとしている事・早起き
オールマイティー

助産婦の仕事を一言で表すと？

＃

会員の皆さんにメッセージをどうぞ。

＃

ご一緒に前進しましょう

日本助産婦会

１/６

宮城県支部だより
創刊号

ードな助産活動をしました。時代の推移とともに昭和３
副支部長

６年仙南保健所長委託を受け、現在住んでいる柴田町の

戸村

新生児訪問指導員として活動しました。平成９年から町

たまよ

に移管されましたが、ひきつづき現役で新生児と育てる

★ 月１回の支部役員会・仙台市泉区の理事

✿

お母さんが健やかに生活出来るようお手伝いさせて頂い

新生児訪問は平成１２年３月引退。

ています。

その後時々、℡相談を受けている。

✿

音楽を聴く（クラシック） 野菜作り―料理を作っ
たり漬物をつけたり、花作りをして仏壇に供えるこ

旅行・温泉・園芸 等

とが好き、得意なことなし

∮ 字を書く事(特に最近は…)

∮

母と子の支援または相談役

必要以上に緊張すると気分が悪くなる
過去はお産を取り上げる人。現在は妊産褥婦の自主

＃ 助産婦の権利を忘れずにがんばろう

性を尊重してまるごとかかえこんで、支援する。
＃

助産婦ひとりびとりが研鑚し、妊産褥婦をサ
ポートして幸せな家族作りを応援して下さい。

書記

田村

副支部長

新田

雪子

みつ子
助産院（出張専門）マミーズルー

★

東北労災病院産婦人科婦長

✿

乳房ケアー 母乳外来にて実践している

光が丘スペルマン病院非常勤職員

★

特になし

赤ちゃんほっとダイヤル電話相談員

愛 和

尚絅短大講師小児保健講師

「助産婦」好きですか。私は好きです。

仙台医師会準看護学校母性看護学講師

★

みんなから「助産婦さん」と呼ばれたいですね。

ム田村

✿

独学で学んだパソコンにハマッテいます。
また、この頃出来ずにいますが、洋服作り、編物（機
械）大好き。プラス誕生後ずっとやらせてくれたこ
とに感謝しつつ、こどものヘアーカットはプロ並？

会計

伊藤

祝子

∮

立食パーティ（内気です。？）
洗濯物をたたむこと

私は現在宮城県支部の会計をさせて頂いています。平成
５年から担当させて頂いていますが、当初不慣れで大変
でしたが皆様のお力添えでなんとか今日仕事ができるよ
うになりました。会員の皆様の会費を正確に使わせて頂
いています。亡母の後継者として昭和２３年開業しまし
た当時、開業助産婦全盛時代で年間分娩が 200 件とハ

２/６

母子保健の担い手→家族形成への支援者
社会へのアピール必要。

＃ 初めての大役にて、何かと気づかずにおることが多
いと思います。ご指導の程よろしくお願い致します。

教育部長

小山田

開業部会長

信子

東北大学医療技術短期大学看護学科

伊藤

とも子助産院（平成１２年５月泉区に開業・

母性看護学で講

義と実習を担当

✿

入院分娩を扱っている。
）泉区新生児訪問。
助産婦自主グループにより、
「お産と母乳と歯の

読書

∮ カラオケ

ワークショップ（Ｍ＆Ｍ＆Ｐ）
」
「おばあちゃまのた

黒子 かな

＃

朋子

めの育児講座（三婆）
」
「性教育出張講座（うぶごえ
座）
」じょさんぷりん・
「助産婦と楽しむヨガクラス」

一緒に会を盛り上げてゆきましょう！！

などに関わっている。
✿
勤務部会長

後藤

お産に寄り添う事・お産の話をする事・料理

∮ 地図を読む事・数字･整理整頓

美子

怖い事もあるけど、たまらなく魅力的でやめられな
い。麻薬のような仕事。

★ 国立仙台病院看護助産学校 助産婦科に勤務してお

＃

助産婦は、医療職のマイノリティー（少数民族）で

ります。当校は学生定員３５名ですが、今年は３１名

す。時々さみしい思いも…。助産婦による助産婦だ

の学生です。北は北海道、南は近畿地方からと広範囲

けの会、大事な会と思います。先輩の助産婦華やか

から助産婦を目指して集まって来ています。教官は私

りしころのお話を沢山うかがい、宮城で働く助産婦

を含め３名と教務と教務助手１名です。看護教育が実

は皆、助産婦会に入りたくなる…そんな会にしてい

践力より、思考に重点を置いていますので、学生たち

きましょう。

の看護技術の経験が少なく、とても未熟です。ですか
ら、実習では毎日、
「未知との遭遇（目が点になる！）
」

保健指導部会長

で冷や汗の連続です。でも、臨床指導者の厳しくも暖

松田

美由紀

かい指導のもとに、来年３月には地に足のついた助産
石巻市斎藤産婦人科(非常勤)

婦のヒヨコにしたいと、奮闘中です。
✿

石巻市新生児訪問

山に行くこと（今は時間がなく行けず、ストレス
上昇中）園芸

✿

∮ 緻密に計画を立てたり、作業すること
母と子の味方

のある仕事
＃ 今年から引き受けたばかりで、会のことはほとんど

自動車の

運転 ピアノ 雑貨や

∮ カラオケ ジェットコースター
「産婆」
；女性が母親になるのを手伝う女やりがい

友達とビール片手にワイワイやること

＃

４年前から会員だったもののたまに講習会にでるだ

わかりません。いままでの活動や他県の活動を見な

けで、会のことには関心が薄かった私。サビついた

がら、会の活性化を図りたいと思っています。会員

頭と感覚を研ぎつつなんとかやっていきたいと思

全員で会を盛り上げましょう。いろんな情報をお寄

っています。もっともっと会員が増えるようにがん

せください。よろしくお願いいたします。

ばりましょう。
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宮城県委託第１回講習会の報告

監事

大友

れい
平成１３年７月１４日（土）アエル６Ｆにて行われ、約５０

名取市母子保健推進委員

名の参加者がみられた。

生涯学習推進委員・新生児訪問指導員

✿

辞書をみる事 地図を調べる事 山歩き
得意なこと 別になし

午前の部は、東北大学医学部皮膚科学講座、菊池克子先生の
最近の研究成果を交えて、「乳幼児の皮膚のトラブルとそのケ
ア」というテーマで９０分講演いただいた。皮膚の解剖、生理

∮ 人と争うこと大嫌い

的な知識の確認に始まり、未熟児、成熟児新生児、成人との違

命と心

いについてわかりやすく説明していただいた。アトピー素因に

＃ 健康第一 笑うことのおすすめ

関する基礎的知識の確認と、先生の研究成果の一部として、新
生児の皮膚のＰＨ、水分、油性成分量の変化、アトピーの家族
歴、生まれ月との関連に関する興味深いデータを示していただ
き、ケアする側の知見が広められた。また紫外線と可視光線の

監事

石川

初枝

皮膚に対する影響について、映像を用いた説明では、皮膚の老
化がよく理解できた。アメリカの日光照射指針から、６ヶ月以

★

✿

★

産婦人科外来勤務しております。

下の乳児は薬を用いない日よけの方法が適しており、それ以上

主に更年期の相談に応じています。

の子どもにはサンクリー剤を用いる事を教示いただいた。日常

どこへ行くにもカメラ持参チョットシャッター

的にはＳＰＦ１５程度で十分であり、また、サンクリーンには、

赤ちゃんの笑顔大好き

物理的なものと科学的なものがあり、前者の方が刺激が少ない

生涯を通して女性の健康を支援していくこと

という、現実的に即活用できる有意義な内容であった。

助産婦として友達の輪を広めるために会員になっ
て下さい。

午後の部は１３時から９０分、宮城県赤十字センター研究室
長の菊池正輝先生に「血液の話―最近の血液・血液製剤をめぐ
るトラブルを中心に―」というテーマで、スライドを多数活用
して講義いただいた。近年多発している医療事故であるが、輸

監事

松木

キネ

血時の手順や患者観察等その重要性が再認識された。また臍帯
バンクなど宮城県における実施期間など知る事ができ、これも
近頃妊婦さんとのかかわりで話題に上る事が多くなっている事

仙台市助産婦会のまとめ役、県支部役員会･仙台市部会

であり、現実的で活用できる内容であった。

員連絡、数は少ないが母子保健指導

✿

身体を使って動く事が好きですが、得意な事は別に
なし。

∮ 人と争う事大嫌い

１５時からの情報交換では、勤務部会長から助産士問題に関
する各方面からの資料をふんだんに揃えていただき、開業部会
長、保健指導部会長の問題提起により、会場から活発な意見が

健全な母体出産を助け、母子保健相談役として助産

出された。一助産婦としてどのように考えるのか、自分なりの

婦は活動する、

考えを深めるよい機会になったと考える。

＃ 助産婦として組織の一員として力強く活動な
されて欲しいと思います。
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（文責；小山田）

第２回県委託講習会のおしらせ
日時； 10 月 20 日〔土〕9 時半〜16 時 10 分
場所；こくろう会館

こくろう会館

参加費；当会会員 500 円（当日受付にて）

仙台市若林区新寺１−４−３１

非会員 １０00 円

℡

学生 １０0 円

テーマ；気づいていますか？子どものＳＯＳ

０２２−２９９−７４３６

日本助産婦会宮城県支部では、講習会を非会員にも開放する事
になりました。医療職以外のかたでも参加可能です。興味のお

平成１３年度宮城県委託第２回助産婦会宮城県支部講習会

ありの方は、どうぞ、お申し込み下さい。

プログラム
９；３０ 受け付け開始
********************************************************

９；５５ 開会挨拶

**支部だよりについての問合せ・投稿先***

１０；００〜１１；３０

「宮城県における子どもをめぐる問題とその現状」

〒９８１−３１３１
仙台市泉区七北田字東裏４６−１

講師 宮城県子ども総合センター主任主査

斎藤 和子 氏
１３；００〜１４；３０

｢診察室から見た子どもの悩み｣

（伊藤）

℡

０２２−７７２−５９６０

Fax

０２２−７７２−５９６１

E メール

cyr０２３２３＠nifty.ne.jp

********************************************************

講師 山形大学医学部看護科 教授

塩飽 仁 氏
１４；４０〜１６；１０

********************************************************

｢保健室から見た子どもの悩み｣

**日本助産婦会

宮城県支部

**

〒９８５−０８２２

講師 仙台市立中田中学校養護教諭

北村 志津枝 氏

宮城郡七ヶ浜町汐見台南１丁目１−５

１６；１０ 閉会

新田
℡

申し込み：

Fax

双葉

０２２−３５７−６５６２

********************************************************

各地区長、施設代表の先生経由→支部長

新田双葉

022-357-6562
→書

記

田村雪子

022-257-7610
Ｆ Ａ Ｘ （ 又 は 電 話 ）、 メ ー ル
Tamuyuki@pastel.ocn.ne.jp でお願い致します。

講演会のおしらせ

助産婦が必要なわけ
―ﾌﾞﾗｼﾞﾙ母子保健ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告からー
講師：毛利多恵子さん

１月３日(祝)PM１時３０分〜
仙台福祉プラザ（第１研修室）
いいお産の日ｉｎ仙台

「さあ力を抜いて

講師；九島

（毛利助産所助産婦、元 JICA 助産専門家）

男性助産婦反対運動の中心メンバーです。
JICA（国際協力事業団）ブラジル母子保健家族計画プロジェクト
の助産婦として大きな成果をあげて帰国した毛利さん。「人間的な出
産」「出産・出生のヒューマニゼーション」という言葉が世界中にイン
スパイアされました。今あらためて日本の「助産」の力や本質を共に
考えようとさらにパワーアップして活動なさっています。ﾌﾞﾗｼﾞﾙでのス
ライドやビデオを用いて熱くそしてやさしく語ってくださいます。
●日時：2001 年 10 月 9 日（火）
（開場：13 時 15 分 開演 13：30〜15：00）
●場所：エルパーク仙台 5 階 セミナーホール
●参加費：医療者 1000 円 一般・学生 500 円
主催：じょさんぷりん （申し込み不要、直接会場へ）
連絡先：塩野

377-4004

伊藤

772-5960

母乳フォーラムｉｎ宮城
10 月 20 日（土）14 時〜16 時
仙台商工会議所（仙台市東二番町通り）
主催；宮城県母乳育児をすすめる会

お産と育児を味わおう」

璋二 先生

（元お産の学校講師･マタニティーヨガ協会顧問）
主催
申し込み

いいお産の日ｉｎ仙台実行委員会
グループＴＯＭＯ

２１４−３２１０

伊藤

７７２−５９６０

実行委員･ボランティア募集中です。

〜〜〜〜役員会便り〜〜〜〜
１．

機関紙を発行しました。

タイムリーな情報を共有化し、会員相互の親睦、専門的知識・技術の向上、また助産婦
会の活動を社会にアピールしていくことを目的に、機関紙を発行致すことになりました。
年３回の発行を予定しております。各施設代表の先生、各地区長の先生経由でお届けしま
す。
担当は、開業部会長→伊藤朋子氏、保健指導部会長→松田美由紀氏です。皆さんのとこ
ろにも暫時投稿依頼が参るかと思います。ご協力の程よろしくお願い致します。

２．

宮城県支部会則、細則の見なおしについて

会則、細則の見なおしが必要であることは、ご承知頂いておるところです。本部から
の会則見なおし案も届いております。宮城県支部としては、定款検討委員を４名位で
設立し、来年度の総会へ向けて検討致したいと考えております。また、役員改選につ
きましては、推薦委員の設立も検討しているところです。

３．

地域母子支援センター設立について

全国的にみますと、上記が設立されていない県が少ないのが現状です。宮城県にも
設立出来ないものか。次年度に向けて検討をしております。以下進行状況をお知らせ
致します。
・仮称
子育て・女性健康支援センターin みやぎ
・事務所（フロア）電話がひけ、ポストもあり、机もあるところ。
候補→仙台市市民活動サポートセンター
・出来ることからはじめていいのでは？ 無料電話相談、思春期相談、性教育など。
原案を作成し、各会員の協力態勢を探って行きたいと考えております。

これからの企画

助産婦の法的責任、医療事故
１１月ごろ

参加者負担で開催予定

助産院における分娩介助、自宅出産での介助、また家庭訪問中の思わぬ物損、何気な
い言動からの人権侵害、妊婦への保健指導による母児への生命への危機………
また、ご存知のように施設の中でも医師の元だからと安心している時代は過ぎました。
医療事故の現状を知り、その予防に努めると共に、あっては欲しくないのですが、い
ざ当事者になったときの動き方を学んでおきましょう。

文責 書記 田村 雪子

