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第20号 

会長 後藤美子 

   市町村事業にも目を向けよう！ 

～母子に切れ目のないケアを受けていただくために～ ～巻頭言～ 

宮城県内市町村長宛に子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援セン

ター）設置の全国展開及び助産師の活用に関する要望書を提出しました。 

仲秋の候、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。日頃より本会事業運営にご支援頂き有

難うございます。 

８月には気象台観測以来、初めて東北直撃の台風が襲来ということで、緊張しましたが、宮城県は被害がなく、

一安心でした。会員の皆様には災害に向けての準備は大丈夫だったでしょうか？自然災害が多発しています。災

害マニュアルを見直し、災害への備えをしっかりしておきたいものです。今回、被災県となった岩手県と北海道助

産師会には、災害支援活動に役立てて頂くよう各３万円のお見舞金をお送りしました。  

本会の上半期の事業の研修会やじょさんしフェスタは順調に終了いたしております。仙台市と石巻市からの委

託事業も順調に進んでおります。これも会員の皆様のご協力のおかげと感謝申し上げます。今後ともよろしくお願

い致します。 

さて、来年４月より、児童福祉法と母子保健法が改正になり、各市町村に「子育て世代包括支援センター（母子

健康包括支援センター；母子保健法第22条）」の設置が求められます。 

本会としまして、県内３６市町村長宛に要望書（別添）を８月１日に持参、若しくは送付し、「子育て世代包括支

援センター（母子健康包括支援センター）」の設置と助産師の配置を要望いたしました。 

設置の目的は「地域のつながりの希薄化等により、妊産婦・母親の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期

から子育て期までの支援は、関係機関が連携し、切れ目のない支援を行う事が重要となっています。子育て世代

包括支援センターは妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を行うための施設となり、児童虐待の発

生予防」ということです。 

子育て世代包括支援センターに求められているのは①母親自身のセルフケアの能力を高めるためのケアプランを立てる「母子保健コーディネーター」の配

置、②家庭や地域での孤立感の解消を図る「産前産後サポート事業」、③退院後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を行う「産後

ケア事業」です。 

そこで妊娠期から子育て期（特に初期）は助産師の果たす役割が重要と考え、子育て世代包括支援センター設置とともに助産師の配置を要望致しました。 

５年で全国各市町村に設置されることが目標とのことです。私たちが望むのは３６５日２４時間母子への支援が可能なセンター設置です。ご自分の勤務地や

お住まいの市区町村では妊娠期から育児期まで切れ目のないケアが受けられるようになっているか、センター設置に向けどのように進めているのか確認して、妊

産褥婦さんに情報を提供していきましょう。 

最後になりましたが、会員の皆様のご健康とますますのご活躍をお祈りするとともに、本会への更なるご支援をお願い致します。 

平成29年4月1日施行される児童福祉法及び母子保健法の改正に伴う「児童虐待や子育て不安、産後うつ

など子育てを取り巻く諸問題が増悪化の折、児童虐待の発生予防として、「子育て世代包括支援センター（母

子健康包括支援センター）」の設置の全国展開に向けて以下の事項を強く要望いたします。 

要望事項 

１、子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）設置を速やかに実施 

  されたい。 

２、子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）の運営に助産師を積極的 

  に活用されたい。 

 

児童虐待や子育て不安、産後うつなど子育てを取り巻く諸問題が増悪化してきている折、子育て世代包括

支援センター（母子健康包括支援センター）設置の全国展開は喫緊の課題です。その拠点は、365日、24時間

対応可能な施設であることが求められています。おおむね平成32年度末までに全国展開を目指すとされていま

すが、既に、日本助産師会各都道府県助産師会では助産師会立の母子に関する助産所や産前産後ケアセン

ターを6か所（神奈川、大阪、愛媛、広島、鹿児島、沖縄）、及び、県助産師会会員が自治体等から運営を委託

されている助産所等が3か所（長野県東御市、山梨県、大阪府高石市）、計９か所では大きな成果を挙げていま

す。それら全ての施設で助産師が中心として活動しています。このようなセンターの有効利用と共に、設置され

ていない都道府県に早急に子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）を設置し、その際のマ

ンパワーとして、妊娠・出産、乳房管理等産後のケアを実施できる助産師を積極的に活用していただきたい。 
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宮城県助産師会のロゴマーク 



研修会報告 
 

 今回私は７月２日に東北大学で行われた「クリニカルラダーレベルⅢ  対応の研修

会」に参加しました。当日は、現役助産師の他、内科などの他科で勤務されている助

産師の方々も多く出席されており、クリニカルラダーの関心度と助産師としての意識の

高さが伺えました。 

 「助産と倫理」では、東北大学保健学科の佐藤喜根子先生をお招きし、ご講義して頂

きました。助産師には“相手を受け入れる柔軟な心”と、“心を持って接するケアリング

の姿勢”が大切であることを、佐藤先生のこれまでの多くの経験をもとにお話ししてい

ただき、自分自身の内面に問いかけることが出来た貴重な時間となりました。育児環境

や家庭背景も変化していく中、支援を必要とする女性や家族へ、適切なケアと言葉が

けができる助産師になれるよう、自己研鑽に努めていきたいと思います。 

 そして午後の中井章人先生の「出血時の対応と胎児心拍モニタリング判読」では、盛

りだくさんの内容であったにも関わらず、中井先生のテンポ良く、時折ユーモアを合わ

せたお話しぶりに、集中力が途切れることなく研修に臨む事ができました。 

“CTGの解釈と対応の標準化は、チーム医療を行う上で、共通の言語といえる”と教え

ていただき、母子の安全を守るためには、CTGの判読について、チームで共通理解す

る必要があることがわかりました。私が勤務しているスペルマン病院では、CTGの判読

とその対応について、週に１回カンファレンスを行っています。産婦に一番近い助産師

がサインを見逃さず、医師へ適切な報告ができるよう、引き続きトレーニングに励みた

いです。 

 今回の研修を受け、母児の命を預かる、助産師の責任の重さを再認識しました。常

に学ぶ姿勢を忘れず、来年はアドバンス助産師として働けるよう頑張りたいです。 

宮城県助産師会だより 
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クリニカルラダー レベルⅢ対応研修に参加して  
光ヶ丘スペルマン病院 伊藤 智恵子 



                                                宮城県助産師会だより 

NCPRガイドライン2015に基づく 

新生児蘇生法研修会 Ａコースを受講して 

 
              スズキ記念病院 菅田 佳奈 

７月31日に開催されたNCPR2015新生児蘇生法研修会

Ａコースを受講させて頂きました。 

午前は、テキストを用いて講義をして頂きました。NCPRガイドラ

イン2010から2015への大きな変更点は、「一貫した体温管理の重

要性、生後60秒以内での有効人工呼吸の開始、心電図モニタ装

着の検討、換気が適切であるか必ず確認、胸骨圧迫時の高濃度

酸素の使用、心肺蘇生中のアドレナリンの投与、努力呼吸とチア

ノーゼの確認」と７項目あります。体温維持の重要性については、

ルーチンケアに移っても注意し保温に努める必要があると感じま

した。人工呼吸に関しても、状態により60秒を待たずに実施するこ

ともあります。状態を判断し人工呼吸が出来るよう、時間を意識し

たスムーズな行動が必要であると感じました。 

午後はグループごとにシュミレーションを行いました。事例を立

て、状態の予測、準備を行い、チームとして蘇生法の実際を行い

ました。声に出しながら確認をしたり、秒数をカウントしたり、参加

者みなさん真剣に取り組んでいました。自己膨張式バック、流量

膨張式バック、Ｔピース蘇生装置も使用し実際と同じように行うこと

が出来ました。 

日本で生まれる新生児のうち10万人以上（５分に１人の割合）

で出生時に呼吸循環が安定するために何らかの手助けが必要と

いうことです。助産師として、今回の研修で学んだことを臨床の場

で実践していきたいと思います。また改めて、分娩中からの異常

の早期発見や対応も重要であると考えました。モニタリング所見の

判読やフィジカルアセスメントも責任を持って出来るよう、更に知

識を深めていきたいと思います。 

今年度4月より助産師会に入会させていただきました。研修会

などを通して、多くの会員の皆様と交流できることを楽しみにして

おります。どうぞよろしくお願い致します。 

 今回、初めてインストラクター補

助として参加させていただきまし

た。 

 緊張感のある中でシミュレーショ

ン実習が始まりましたが、インストラ

クターの丁寧なインストラクションや

配慮ある言葉がけに受講者の緊

張もだんだんとほぐれていったよう

でした。質問がでたり、自分から蘇生用具を触って確認

したりと積極的になり、より深い学びにつながっていると

思いました。 

 貴重な経験をさせていただき、ありがとうございまし

た。 

 

NCPRガイドライン2015に基づく 

新生児蘇生法研修会インストラク

ター補助として 
  春ウィメンズクリニック 後藤 萌都 
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7月31日 

NCPR研修Aコース 
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「じょさんしフェスタ２０１６」事業報告 

 
                 じょさんしフェスタ実行委員 小野 由起子 

                               

 今年度のフェスタは、青葉区町づくり推進課の助成事業として宮城地区で開催されまし

た。宮城地区は宮城県の中でも子育て世代の世帯数が急激に増加している所で、日頃か

ら母子支援の必要性を強く感じる地域でした。また、開催に際しては宮城総合支所・保健

福祉課の保健師さんに共催と言う形でご協力頂き、会場として宮城保健センターと仙台

市広瀬市民センターをお借りできた事、こころの相談としてブースを設けていただいた事で

力強い応援をいただきました。内容は、例年よりもイベントを絞り込み、よりご家族に密着した支援が出来るようプログラムし

ました。 

 参加者は、総数２４４名・ベビーマッサージ１０組・ベビーヨガ11組・ゴムチューブ体操９名・バランスボール１０組・マタニ

ティーヨガ８名・沐浴体験２６組・抱っこおんぶ体験４５組・赤ちゃん着替え体験２５組・育児相談５１名・ハンドマッサージ５０

名・こころの相談７３名・歯科相談９３名・骨密度測定１４６名でした。会場は仙台中心部から離れた場所にあり、来場者が

どのくらいになるか懸念される所でしたがお天気にも恵まれ、たくさんの方に参加頂けた事は大変嬉しい結果でした。宮城地

区において「何でも相談できる場所が少なく、この機会が有意義だった」との声も多く聞かれ、増々地域に根ざした支援の必

要性を感じました。形は変わるかもしれませんが、今後もこの地域での母子支援を行政とも協力して継続して行けるよう力

を尽くしたいと考えております。 

 開催に際し、助産師会会員の皆様や助産師学生、地域コーワーカーの方達の協力をいただきました事感謝致します。あ

りがとうございました。 

総括をしてくださった小野由起子さん 

（中央）ありがとうございました！ 



宮城県助産師会だより 
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じょさんしフェスタ 

 ご協力ありがとうございました！ 

【協力スタッフ】 

後藤美子 

実行委員：小野由起子、横江紀子、山田円 

（以下50音順） 

青山幸恵、伊藤朋子、伊藤直子、 

岩佐あけみ、及川紀子、小田嶋清美、 

加藤道子、小山みね子、栗村美保、 

高津真理子、後藤あき子、小林久美、 

斎藤清子、坂詰昌子、佐藤郁子、 

佐藤淳子、佐藤祥子、佐藤真理子、 

清水美香、鈴木カンナ、鈴木智子、 

鈴木久恵、鈴木美春、高橋晏子、 

但野歩美、新沼映子、西坂恵美、 

藤島忍、藤田愛、細田志乃、洞口信子、 

松川花子、三宅春花、武者文子、 

山内加奈子、山口之雪、 

東北大学メディカル・メガバンク機構  

栗山教授 小原先生 他スタッフ9名 

一般社団法人 宮城県歯科医師会 

鈴木宏明先生 森拓也先生 歯科衛生士4名 

仙台市若林消防署 菅野忠司救急救命士 

宮城総合支所保健福祉課  

浜野係長、伊藤加奈子 

                     （敬称省略） 



 9月8日は桃生子育て支援センターで「ベビーマッサージ」が行われました。天気

が心配される中、親子7組の皆さんにご参加いただきました。 

お子さんは2ヶ月から2歳近くまでの幅広い年齢で、途中で泣いてしまったり、歩き

始めたりと少しにぎやかなお教室になりましたが、ママ達は楽しんでいる姿がみえ

ました。 

 1組だけお孫さんを連れてマッサージに参加された方がいました。終了後お話し

を伺ったところ、ママがお仕事で日曜日しかお休みがないので、お孫さんを連れ

て歩いてるとのこと。育児をご家族でサポートしているようで、とてもうれしくなりまし

た。お孫さんは大事にされているんだなぁと感じました。そのことをお伝えし、労を

ねぎらいました。 

 ママだけでなく、パパや祖父母の方にも参加いただけるとうれしいなぁと感じまし

た。 

 

宮城県助産師会だより 

助産師による産前産後「心と体のトータルケア」推進事業 ベビーマッサージ  
 齋藤産婦人科医院 小野 直子 

 

 9月9日はなかよし保育園地域子育て支援センターでプレパパママ教室「産後の生活」についてが開催されました。参

加者も多かったので、フリートークを中心とし、そこから出る疑問に答える形式としました。疑問への回答はまずは先輩マ

マに答えてもらい、追加がある場合は助産師や保健師、保育士の意見を加えました。先輩ママは赤ちゃんを抱っこさせ

ながら抱っこのアドバイスをしたり、「イメージわかないよねー」など、話しかけてくれました。妊婦さんにとっては赤ちゃん

と触れ合えるいい機会になり、また産後の生活を考えるきっかけになったようでした。産後のママからは皆の疑問や質問

が聞けて勉強になった、一人で考えすぎず周りに頼りながら子育てしたいとの感想をいただきました。生の情報が得られ

て有意義な会になりました 

助産師による産前産後「心と体のトータルケア」推進事業 産後の生活  
塩釜市妊産婦・新生児訪問員  新沼 映子   
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石巻市 
委託事業 
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「親になるための教育事業」 河南西中学校      宮城県助産師会 広報委員     藤島 忍 

 7月11日（金）河南西中学校で「親になるための教育事業」が行われました。武者さんの「いのちを育む」

講義に続き、妊婦ジャケット、赤ちゃん抱っこ体験を中学生に経験してもらいました。真剣に講座を聞く中

学生。妊婦ジャケットで「毎日これで僕たちの面倒を見てくれたのか。」と言う男子生徒の言葉が印象的でし

た。赤ちゃんを恐る恐る抱っこする生徒。意外にも男子生徒のほうが積極的に抱っこしていました。

女子は照れていましたが、将来どんな父親・母親になるのか想像している様子から、赤ちゃんと普

段触れ合う機会の少ない生徒たちにはいい経験になったようでした。中学生の生の声を聴く機会を

いただき、私もまたいい経験になりました。 

ママサポートタクシードライバー研修会報告    とも子助産院 但野 歩美 

 ６月２０日、第一交通産業株式会社にて開催

されたママサポートタクシーの研修会に参加

し、座学の講義を担当させていただきました。妊

婦体験とロールプレイでは、ママ役・石澤さんの

迫真の演技に困り顔ながらも、対応や判断に

迷っていると、「救急車じゃねぇの？」など、外野

からアドバイスの声が飛び交うなど、全員で積

極的に取り組んでいる様子が伺えました。女性ドライバーさん

は、自分の出産経験も生かしながら、陣痛時に呼吸法を誘導

するなど落ち着いて対応されていました。 

 約40名のドライバーさんが受講され、研修終了後、後藤会長

より終了証書が手渡されました。 

 2013年にこの事業が開始されてからの研修受講済み乗務員

数は、今回の受講者を含めて約400名となりました。事業開始

から現在までの利用者登録件数が3650名、６月の新規登録件

数が144名と、毎月新規利用登録者が100名単位で増えてい

るようです。１日当たりのタクシー利用回数は、多い時で44回と

いう日もあり、1日平均20回、事業開始からの累計利用回数は

6247回(陣痛時281回)にもなるそうです。 

今後はこの活動が他タクシー会社にも広がり、今後のサービス

や対応の向上に繋がると嬉しいなと思いました。 

7 
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 平成30年度の日本助産師会が主催する北海道・東北地区研修会が、仙台で開催されます。今年は、岩

手において「未来につなぐ ～すべての母子に助産師の力を～」というテーマで9月に2日間開催されまし

た。来年は宮城県助産師会としてPRの準備が必要となります。どのような研修にしたいか、例年ですと、複

数の講演会とシンポジウムという形態ですが、会員の皆様のご意見をたくさんいただけると嬉しいです。テー

マと研修内容についてのご意見を是非、お寄せ下さい。 

      ご意見・ご要望は宮城県助産師会まで（機関紙１０ぺージの連絡先をご参照ください） 

今年度の研修は岩手県盛岡市で開催されました。盛岡ではちょうど国体が開催されており、

いつも以上に活気にあふれていたように感じました。 

今回は『未来につなぐ ～すべての母子に助産師の力を～』というテーマで5名の講演があり

ました。その中で山本詩子先生がお話しされた「安心安全な出産に導く開業助産師の技」は、

先生が開業助産師として今まで培ってきた助産師としての小引き出しをたくさん話してくださり、

明日からの助産師としての仕事に役立つ内容ばかりでした。 

昨今、母子をめぐる諸問題が顕在化していますが、朋子先生がお話ししてくださった、母親自

身が家族や周りから愛され護られるというエネルギーに満ち溢れると子供のケアをする源となる

という話がとても心に残りました。誰かに優しくされないと人は優しくできないというなら、産前産

後に一人で頑張っているお母さんを自分たち助産師が切れ目のない支援をすることで、母親が

自分はひとりではないのだという安心感につながり、前向きな子育てにつながっていくのだと改

めて考えさせられました。 

また田澤先生が話してくださった「メディアにむしばまれる子どもたち」の講演は、一母親とし

て耳の痛い話でした。 

懇親会はYOSAKOIでのおもてなしやさんさ踊り、ベリーダンスと会場が一体となって歌って

踊って、助産師のパワーってスゴイ。。。と改めて実感しました（写真には見覚えのある方がいま

すよ）。来年は福島、再来年は宮城が開催県となりますので、皆さんの力を貸してください。一緒

に盛り上がっていきましょう。 

平成30年度 日本助産師会 北海道・東北地区研修会のテーマ募集  
 宮城県助産師会 副代表 後藤 あき子 

平成28年度日本助産師会北海道・東北地区研修会報告 in岩手    宮城県立こども病院 横江 紀子 

                                             

中央：筆者横江紀子さん 
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本会平成28年度第5回理事・役員会において、「みやぎ開業助産師マップ」を改訂することが決まりまし

た。掲載者の掲載条件の現状について検討いたしました。また、改訂される助産師マップから新しく掲載

希望される会員様もいらっしゃいます。この事から改めて掲載条件と掲載中止の規定を会員皆様にお知

らせすることにいたしました。下記を確認いただき掲載者は1年間宮城県助産師会の活動に積極的にご参

加ください。何卒よろしくお願いいたします。 

 

みやぎ開業助産師マップ掲載条件  

 

  掲載対象；助産所部会、保健指導部会で開業している方 

  掲載内容；従来の「みやぎ開業助産師MAP」と同様 

  掲載条件；①宮城県助産師会会員であること 

         ②会費の滞納がないこと 

         ③一年以内に宮城県助産師会の事業に複数回参加していること 

         ④一年以内に宮城県助産師会の勉強会に複数回参加していること 

  掲載中止基準；日本助産師会の「助産院マップ」掲載中止に関する規定に準ずる。（下記参照） 

   過去10年以内に重篤症例を２回以上起こした場合 

   過去５年以内に一般の方や関連機関（県、市町村役場、保健所、保健センター、連携医療機関

等）、専門職者（嘱託医、助産師等）から助産業務、助産管理、対応などに関して複数回、事務

局、安全対策委員や会長等にクレームがあった場合 

   ＊掲載条件を満たさない場合は、掲載中止の検討対象となります。 

 

 

 

助産所に関する日本助産師会ホームページ及び 

「助産院マップ」掲載中止に関する規定 

＊日本助産師会の「掲載中止に関する規定」を「機関誌vol.64 №2」から抜粋 

 

 ［目的］本会は公益法人であり、公益性が求められる団体である。そのため、本会が行う助産所の紹介活動

（ホームページ及び「助産院マップ」掲載）に関して、公表を取りやめる（掲載中止）ことがある。その際の基

準、審査に関して次に定める。 

 

 中止する審査基準 

  ・10年以内に、重篤症例（死亡ないしは重篤な障害が発生した症例、無過失であることが判明した

症例を除く） 

   を2回以上起こした助産所 

  ・5年以内に、一般の方や関連機関（県・市町村役所・保健所・保健センター・連携医療機関等）専

門職者（嘱医師、助産師等）から、助産業務・助産管理・対応等に関して、複数回、本部の安全対

策室や事務局及び支部の安全対策委員や支部長等にクレームのあった助産所（支部に寄せられ

ているクレームは支部長経由で知らせてもらう） 

 審査・決定の手順 

   まず、安全対策委員会で審査の後、理事会の審議を経て、これを決定する。（電子・書面理事会も

可） 

   ホームページに関しては、決定後即時、掲載を中止する。 

 

「みやぎ開業助産師マップ」掲載条件と掲載中止規定についてお知らせ  

 
       宮城県助産師会広報委員 山口 之雪 
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平成28年10月22日（土）  

13：30～16：30 

母乳フォーラムinみやぎ2016 

会場：仙台市医師会館 5階研修室 

主催：みやぎ母乳育児をすすめる会 

＊本会HPをご覧ください 

 平成29年3月18日（土） 

10：00～16：00  

助産師のための超音波検査研修会 

＊同封のチラシをご覧ください  

～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28年度の教育研修教育は各県ＨＰ等で確認      

 してください。 

平成28年12月17日（土）  

13：30～16：40 

   新生児、乳幼児へのケア 

         スキルアップ研修会 

＊同封のチラシをご覧ください 

平成29年度会費引き落としについて 

 

 会費は毎年2月23日に指定の口座より引落しになり

ます。 

 次年度会費の引き落としの中止（退会時）の届出期

限は12月28日です。  

 登録内容に変更があった場合には変更届を提出し

てください。 

お問合せは本会HPの「お問合せ」ページからどうぞ。 

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～ 

 今年も大盛況の中じょさんしフェスタが開催できました。その他研修会等

活発に活動しております。本会の活動が周知され、助産師の活躍の場が

広がっていくといいですね。ご多忙の中10月号の編集にご協力いただい

た方ありがとうございました。2月号もよろしくお願いいたします。   

                               広報委員 藤島忍 

～これからの研修予定～ 

  

 安否確認訓練 

    日本助産師会を通じて、宮城県助産師会では毎年2月の第1火曜日に安否家訓訓練を行っております。 

   平成29年2月7日（火）10時に、宮城県で震度6の地震が発生したと想定して行います。災害発生後は、 

   早急に（状況に応じてできる限り）ご自身のグループリーダーに（サブリーダー）に必ず安否の連絡をしてください。 

   連絡網リスト、宮城県助産師会防災マニュアル2016年度版をもう一度確認しておきましょう。 

 

 リーダー・サブリーダー会議 

   平成28年度連絡網リーダー・サブリーダー会議を開催します。 

   日時：平成29年1月21日（土）13～15時予定（後日ご案内を送付します） 

リーダー・サブリーダー会議、安否確認訓練について 

平成28年11月27日（日）9：30～ 

宮城母性衛生学会 

会場：東北大学医学部  

星陵会館B10 星陵オーディトリアム 

主催：宮城母性衛生学会 

＊本会HPをご覧ください 


