
宮城県助産師会だより 

一般社団法人宮城県助産師会 

 

発行日 ２01７年２月 第2１号 

平成２８年を振り返って 

～会の活動は会員の皆様のパワーに支えられています～ 

～巻頭言～ 

明けましておめでとうございます。 

今年は酉年、宮城県助産師会が更に羽ばたけるような年になることを願っております。 

会員の皆さまにはいかがお過ごしでしょうか。日頃より、助産師会活動にご支援・ご協力を

賜り、有難うございます。 

昨年も災害が多発し自然の脅威が身にしみるとともに、日頃より災害に備えての準備の必要

性を更に実感した年でした。会員の皆様には災害への備えはいかがでしょうか。本会としては災

害対策委員を中心に昨年4月に締結しました仙台市周産期福祉避難所での妊産婦・乳幼児のケア

計画の具体化も進めているところです。2月7日に日本助産師会主催で5回目の安否確認訓練を行

われました。報告体制をボトムアップ方式からトップダウン方式に変更しての実施でしたが、いかがでしたか。ご意見・感想をお

寄せ下さい。 

さて、平成28年度も残すところ2か月余となりました。昨年5月には平成28年度日本助産師会通常総会、第72回助産師学会を成功

裡に終える事ができました。これも会員の皆様のご協力のおかげでございます。また、計画した事業や仙台市と石巻市からの委託

事業も会員の皆様のご尽力により順調に進んでおります。研修会には会員だけではなく、多くの非会員の皆さまに参加をしていた

だき好評でした。来年度も時宜を得た企画を検討しておりますので、一人でも多くの会員の皆様の参加をお願い致します。 

新規事業として12月に日交タクシー（グリーンキャブ仙台支社）より「陣痛１１９」ドライバー研修会を委託され妊産婦接遇研

修を実施いたしました。２日間で４講座を行い、ドライバーさんからはとても楽しく、勉強になったという感想を戴きました。次

年度も多くの会員の皆さまのご協力を戴きながら会の事業活動を行えるよう企画していきたいと思っておりますのでよろしくお願

い致します。 

報告ですが、去る1月7日に各道・県の助産師会会長出席のもと日本助産師会北海道・東北地区懇談会が仙台市情報・産業プラザ

で開催されました。午前の会議では、例年行われている安否確認訓練や各県の活動報告が行われました。各県の状況に応じ、いろ

いろ工夫しながら事業を展開しており、有意義な情報交換の場となりました。午後は各県の医療事故調査制度支援団体への加入状

況を確認し、助産師会としての役割を再確認致しました。審議としては北海道・東北地区は日本助産師会会員の組織率が低いこと

で、指摘を受けているので組織率UPに向けて検討いたしました。種々の意見交換がなされましたが、専門職としての意識を学生時

代から培っていくことが職能団体への加入率を高めるのではないかという意見がありました。看護学校や助産師学校で講義や実習

指導をされている会員の皆様には是非、助産師魂を伝えていただきたいものです。 

最後になりますが今年も会員の皆様のご支援、ご協力のもと、助産師会活動を推進して参りたいと思いますのでよろしくお願い

致します。 
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宮城県助産師会のロゴマーク 

会長 後藤美子 

仙台市周産期福祉避難所に指定されている 

仙台市医師会看護専門学校 

「陣痛１１９」ドライバー研修会 

仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課 

医療政策担当 田中富男様 



研修会報告 

 スキルアップ研修会「子どもの診方」に参加させて頂きました。講義では最初に、出生

時妊婦さんが持つ疾患で児に注意が必要な疾患について、重要なポイントを挙げながら分

かりやすく教えて下さいました。改めて、知識を再確認することができたと共に、近年の

変更点などを知ることが出来て、とても勉強になりました。講義の中では、具体的な症例

を挙げながら説明してくれたので、とても分かりやすく、自分自身も正しい知識を持って

診て対応していくことが大切だと強く感じました。最近のトピックスとしては、ワクチ

ン、SGA性低身長について学びました。最近のワクチンの接種時期について確認することが

できて良かったです。SGA低身長については、私自身知識不足だったので、今回学んだこと

で、いっそう測定の正確さと記録の重大さをより意識して臨まなければいけないなと思い

ました。助産師会の主催者の皆さま、講師の東出崇先生、ありがとうございました。 

 宮城県助産師会だよりに寄稿させていただくにあたり、私が勤めている「仙台ソレイユ母子クリニック」の紹介をさせ

ていただきます。当院では、一階は生殖医療外来・一般婦人科外来を行なっており、二階にはひだまりルームという院内

助産があります。 

私自身、以前は病棟で主に働いて来たので、入院してから初めて会うということが多くありました。院内助産では妊婦健

診から関わり、お産までにその人への理解が深まり、お互いに信頼関係を築くことができるので、以前よりやりがいや楽

しさを感じています。また、少人数だからこそ、ひとりひとりに対して手厚いケアができ、妊娠中から関わることで産後

ケアや産褥指導にも生かすことができていると思うので助産師としてのやりがいにもつながっています。 

仙台ソレイユ母子クリニックのスタッフとして、妊娠を望む方、授かった方、育児中の方達が安心して過ごせるような場

所にしていきたいと思っています。 
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新生児・乳幼児へのケアのスキルアップ研修会「子どもの診方」に参加して 

仙台ソレイユ母子クリニック  熊坂真由美 

企画運営担当の武者さん 

伊藤直子さん（役員）のお二人 

大阪府豊中市から東出崇先生が講義くださいました 

時間がない中、質問もありました。 

参加者は62名。八戸からの参加もありました 
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 平成28年12月20日、石巻市役所にて、宮城大学看護学部塩野悦子教授が講師で石巻市職員対象に講習

会が開催されました。参加者は57名でした。「お父さんの大切さ」「女性のマタニティ人生における男

性の大切さ」をテーマにお話し頂き、参加された方々も熱心に聞いていました。妊婦体験では、身重の

体の大変さを感じつつどうすると体を動かしやすいか、又、赤ちゃん人形抱っこ体験では、抱っこの仕

方や赤ちゃんはなぜ泣くのか考えながら色々と体験して頂きました。終了後の石巻市のアンケートで、「育児への関心

が高まった」「育児に積極的に関わりたくなってきた」「育児の大変さを感じた」「赤ちゃん人形を抱いた時にやっぱ

りかわいくていいなと思えた」等の感想がありました。 

今回の講習会で、父親主体の育児が、子供の認知や感情、社会性の発達にいい影響を与えることや想定外の連続である

子育てに対応出来るよう男性の親になる準備をしておくことの大切さを改めて感じました。 

 

石巻イクメン講習会 〜備えあれば憂いなし〜に参加して 石巻市新生児訪問指導員 吉田千佳子 

事業に参加してくださった会員の皆様ありがとうご

ざいました。次年度もよろしくお願いいたします 

H28年度の石巻市委託事業経過報告  あべクリニック産科婦人科 小田嶋清美 

 

 H27年にプレ開催で始まった4つの事業がH28年度本格的にスタートしました。 

１．中学生を対象に『いのち』をテーマにした『親になるための教育事業』…今年度は10校で開催しました。 

２．これからパパになる男性や育児中のパパを対象にした『イクメン講習会』今年度は3回開催しました。 

３．妊産婦相談事業『助産師によるマタニティ&母乳相談』毎週火曜日、市役所で個別相談。 

４．助産師による産前産後『心とからだのトータルケア』推進事業は対象がマタニティ・祖父母・赤ちゃん・妊産婦と4つに分かれ

て全52事業開催しました。 

担当していただいた助産師の皆様お疲れ様でした。どの事業も好評で来年度も継続開催が決定しております。来年度も石巻の事業を

よろしくお願いいたします。 

石巻圏の助産師の多くは施設にいて地域で活動する事が少ないので、今回事業に携わり助産師という仕事を沢山の方に知ってもらえ

るいい機会となりました。そして、複数の助産師で担当するものもあり、スキルアップにもつながりました。また、普段は施設や地

域など別々の仕事をしてますが、事業を通してつながりができました。 

        3 
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しおがま地区母子保健推進ネットワーク活動報告 坂総合クリニック産婦人科外来  青山幸恵 

 東日本大震災の年２０１１年５月に立ち上げたしおがま地区母子保健推進ネットワークは現在まで切れ目のない活動を続けてま

いりました。 

活動を続けるにあたり宮城県助産師会様には、多くの御支援をいただき事務局一同感謝申し上げます。 

塩釜地区は、分娩を取りやめた施設もある中で多くの分娩を扱わなければならない状況が続いております。 

母親たちが妊娠中から産後の生活をイメージし不安なく育児ができるよう一層の助産師力が求められております。このような中

で、毎月開催している助産師子育てクラブ（助産師サロン）は大変好評ですぐに予約で一杯になります。 

1月28日には塩釜市清水沢にできたばかりの「老人憩の家」のお部屋をお借りして助産師サロンを開催しました。9組中パパさんも

５組参加し高津真理子さんの「わらべ歌マッサージ」とその後のお茶会で大変楽しいひと時を過ごすことができました。 

昨年１０月には新生児蘇生の実技を中心とした研修会を開催しました。分娩時は看護師や准看護師が外回りをすることも多く、

また新人助産師の研修の場として参加者の方たちは、真剣にバッグ＆マスク等に取り組んでいました。 

１２月には、ネットワークと塩釜地区（塩釜市、多賀城市、松島町、利府町、七ヶ浜町）の保健師たちとの話し合いが行われまし

た。問題を抱えた妊産褥婦の方たちのために活用する共通の連絡用紙の積極的な運用について活発に意見交換をしました。 

ネットワークの輪を広げ看護の質の向上を目指し、地域の皆さんにいっそう喜んでいただけるようにこれからも頑張りたいと思い

ます。 

助産師サロンin塩釜市清水沢老人憩の家にて 

向かって右下 筆者の青山さん  

新生児蘇生研修会参加者 

の皆さん  

「じょさんしサロン・こあらっこ」活動報告（のびすく泉中央） とも子助産院 但野歩美 

 12月21日開催のじょさんしサロン・こあらっこでは、キャンセル待ちも併せて14組のお申し込みがありまし

たが、当日体調不良にて3組のキャンセルがあり、9組で楽しみました。月齢は3か月～8か月のお子様で、ママ

と一緒にふれあい遊びとわらべうたベビーマッサージを行いました。感染症も流行りだして、なかなか外に出

るのも躊躇してしまうこの時期に、室内で赤ちゃんと楽しく過ごすためのレパートリーが増えてよかったとの

感想をいただいています。ママ同士の情報交換会では、育児あるあるを出し合いながら、各家庭の事情に合わ

せた工夫を話したり、同じ月齢のお子様を育てているママ同士、同じ悩みを共有したりと、和やかな雰囲気の

中、新しい発見や「これでいいんだ」「みんなそうなんだ」と胸を撫で下ろし、時間いっぱいまで会話に花が

咲いていました。帰り際に、連絡先を交換し合う姿も見られ、赤ちゃんを連れて外へ出るきっかけ作りには、とても良い場所に

なっているのだなと感じました。その他のご感想は、少人数でお話ができてよかった、ほかのママの工夫が聞けて良かった、日頃

の悩みを助産師に直接質問できて安心しましたなどの感想をいただきました。じょさんしサロンを初めて数年が経ちました。相変

わらずキャンセル待ちの大盛況です。このことから、ママたちは助産師との交流の場を必要としていることが伝わってきます。今

後は、宮城県や仙台市と協力して開催が続けられたらなと思いました。 

講師の早坂さん 



 平成28年11月27日に青陵オーディトリアムにて、第37回宮城母性衛生学会が開催されました。日本

産婦人科医会常務理事で石渡産婦人科病院病院長の石渡勇先生より、「医療事故調査制度における産

婦人科死亡事例の報告書に関する基本的な考えと紛争を防止するためのインフォームド・コンセン

ト」についてのご講演がありました。そのあと、「周産期の医療安全」というテーマで、総合病院・

クリニック・助産所・教育機関からの話題提供とパネルディスカッションがありました。パネラーと

して、日本助産師会実施の分娩基本データシステムによる分娩情報の収集や、助産所安全管理評価の

現地調査の実施・「助産の安全10か条」などを紹介させていただきました。また、これまでも当助産

院では、スタッフの助産技術の資質向上へむけ、NCPRや超音波研修をはじめ、さまざまな院内研修を

積極的に企画・受講するようにしていました。なかでも日本母体救命システム普及協議会

（J-CIMELS）認定研修を受講済であることを石渡先生が評価してくださり、「宮城県では嘱

託医に困ることはないでしょう。」とコメントいただきうれしく思いました。 

 心地よいお産と安全なお産の両立に向けて、無理せず適時に搬送・転院できるよう準備し

ておくこと、他業種・他施設が相互理解を深めつつ、連携していくこと、産婦さんやご家族

と信頼関係、顔の見える関係を築いていくことがあらためて大切だなあと思いました。 
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第37回宮城母性衛生学会に参加して 安全対策委員 伊藤朋子（とも子助産院） 

 平成29年1月21日（土）13時半～15時、27名が参加しました。今回は仙台市周産期福祉避難所提携先の視

察も兼ねるため、仙台医師会看護専門学校にて開催しました。 

まず定例の安否確認訓練（２月第１火曜10時）ですが、話合いの結果、安否確認経路をトップダウン方式

に変更しました。『安否確認実施の判断者』は会長で、下記経路での実施となります。会員はリーダーより

連絡があれば、すぐに安否のご返答をお願いいたします。 

なお、【専用メーリングリスト】とは、会長およびリーダー、サブリーダーが登録するもので、他グループ状況も同時に把握

できるようにしました。 

次にメインイベントである周産期福祉難所の視察です。仙台医師会看護専門学校副校長の峯先生に避難所設営側としてのご説

明と校内のご案内をいただきました。実際には１演習室に1家族と考え、5つの演習室を確保して下さる予定です。その他調理や

助産師の休憩場所もご提案いただきました。実際に仙台市からの配給物品を見ることもでき、追加物品について色々なアイディ

アが出ました。“一見は百聞にしかず”とはこのことで、避難所予定地の視察は非常に有意義でした。最後に仙台市の避難所担

当の田中様よりご挨拶いただき、仙台市、助産師会、避難所提携校が顔の見える関係となり、連携を深めることになりました。

今後は他の避難所提携校への視察も考えています。 

防災連絡網リーダーサブリーダー会議のご報告  災害対策委員長 塩野悦子 

６ 

●新・安否確認の経路 

会長→【専用メーリングリスト】→リーダー（サブリーダー）→各メンバーの安否確認→リーダー（サブリーダー）→

【専用メーリングリスト】→会長 
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「陣痛１１９」妊産婦接遇研修に参加して  仙台ソレイユ母子クリニック 成田美奈子 

 平成２９年１２月９日に、太白区にある日交タクシーさんで、「陣痛１１９」妊産婦接遇研

修に講師として参加しました。 

研修では、基礎知識をはじめ、陣痛や破水が始まった妊産婦さんの気持ちや子連れで入院す

る時にどのように声掛け対応してもらうと助かり、安心するのか説明しました。ドライバーさ

ん方も真剣に聞いてくれ、もしも赤ちゃんがタクシー内で生まれてしまったら、自分たちはど

こまで助けることができるかなど現実に即した質問がありその真剣さ、プロのドライバーとし

ての意識の高さに驚かされました。 

 妊婦体験では、誰一人嫌がることなく、実施してくれ「足元が見えなくて危ないね、こんなに重いんだね。妻にもっと

優しくすれば良かった」など様々な気づきがあったみたいで、その後のロールプレイングでの優しい声掛けや、行動にす

ぐに活かされていました。 

 太白区は転勤族の方がとても多いと思います。夫、妻ともに実家が県外で頼れる人がいない、夫の出張が多く急な入院

の際に冷静に行動できるか不安を抱えている妊産婦は少なくありません。そういった場合、「陣痛１１９」の存在は非常

に心強いと思います。私も今回の研修に参加し、ドライバーさん方と関わる中で妊産婦を地域で支えるという意味で共通

し、とても親近感がわきました。今後も両親学級等で妊産婦にしっかりと「陣痛１１９」について情報提供していきたい

と思います。今回このような貴重な研修に参加できたことに心より感謝いたします。 

 

～新規賛助会員さん紹介～ 

第一交通産業グループ 観光第一交通㈱でございます   営業課長 小野寺慎太郎  

  

私たち第一交通は、2013年より「ママサポートタクシードライバー研修会」を宮城県助産師会様に講師派遣を 依頼い

たしまして、妊婦さんの送迎に対応する 『ママサポートタクシー』、お子様だけの送迎に対応する『子どもサポートタクシー』

など、好評をいただいております。そのご縁がありまして今回貴会賛助会員となりました。「ママサポートタクシードライバー

研修会」を受講したドライバーも400名を超え、『ママサポートタクシー』の新規登録者は毎月100名単位で増えております。1日

当たりのママサポタクシーの利用回数は、多い時で44回という日もあり、1日平均20回、この事業開始から累計6247回（陣痛時

281回）になりました。その他の当会社の事業は仙台交通圏に5つの営業所、この度6つ目の営業所として2016年10月に長町営業所

をOPEN、太白区に初めて進出いたしました。保有台数は業界ＮＯ．1の３１７台で、迅速にお客様のもとにタクシーを配車いたし

ます。各種交通メニューも多彩に準備しており、また配車システムもIP無線化を図り、スマートフォンからダイレクトに配車可

能なアプリ『モタク』を導入しております。 

車両のラインナップについては、ＶＩＰのお客様には、黒塗りハイヤー(３台)を、グループでの観光や移動の際にはジャンボタ

クシーをご用意いたしております。配車指令センターは年中無休24時間対応ですので、いつでもお気軽にお電話下さいませ。 

配車指令センターの代表電話は0120-514-001 今後とも第一交通をよろしくお願いいたします。  

これからもママ

達のサポートお

願いします！ 



７   

宮城県助産師会だより 

お知らせ 

 

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 

 10月号でもお知らせいたしましたが、再度お知らせ・お願いいたします。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。昨年、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。来年度は宮城県助

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。連絡先は宮城県助産師会（最終ページをご参照くだ

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2９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

（もうすぐ引き落としになります。ご確認ください) 

  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。 

みやぎ開業助産師マップ（改訂版）が出来ました！！ 

昨年の11月に改訂されました。

母子手帳サイズになりさらに使

いやすくなっています。宮城県

助産師会のホームページ（トッ

プページ）の一番下に助産師

マップのバナーがございます。

そちらから閲覧や印刷ができま

す。どうぞご利用ください。 

ホームページのトップページです 

 ひととて助産院の嶋村陽子さん 

 有希●助産院●の高橋有希さん 

 ささい助産院の笹井茉莉さん 

の３助産院を加えて、宮城県内開業の

１８助産所を紹介しております。 

 

助産院カイロLightSnow 山口が、助産

師マップの在庫保管担当しておりま

す。各施設でご利用の際には、送付い

たします。お問い合わせください。 
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H29年度一般社団法人宮城県助産師会通常総会開催のお知らせ 

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～ 

 今年度最後の機関紙発行となりました。今年度は全国総会を始めたくさ

んの事業がありました。会員皆様のご協力のおかげを持ちまして大成功

に終わることが出来ました。また機関紙に寄稿してくださった皆様ありがと

うございました。Ｈ２９年度もまたご協力よろしくお願いいたします。 

                              広報委員  山口之雪 

平成29年度 一般社団法人宮城県助産師会通常総会を開催いたします。 

     日時：平成２９年４月２３日（日）１０：００：～１２：００ 

     会場：仙台市戦災復興記念館 

        （委任状を同封しております。） 

 

          教育講演（総会終了後） 

「産後クライシス」予防の大切さ～合言葉は“２つのゲートを開けましょう”～ 

     講師：塩野悦子（宮城大学看護学部教授） 

     時間：１３：００～１５：００ 

        （チラシを同封しております） 

 

研修会のお知らせ 

 

    助産師のための超音波検査研修会 

 日時：Ｈ２９年３月１８日（土）１０：００～（午前

の部のみ申し込み可能） 

 午前の部の会場：東北大学医学部１号館大会議室 

 参加費：会員１０００円非会員２０００円 

      （チラシ同封しています） 

  １日参加の申し込みは満員につき終了しています。 


