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第 ２２ 号 

宮城県助産師会のロゴマーク 

会長 後藤美子 

助産師として母子支援の充実を！ ～巻頭言～ 

 新年度もはや２カ月が過ぎ、木々の緑も大分、濃くなってまいりました。会員の皆

様にはいかがお過ごしでしょうか？日頃より本会活動にご支援、ご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 去る４月２３日の平成２９年度宮城県助産師会通常総会では本年度の事業をご

承認いただき、事業は順調に滑り出しました。これもひとえに会員の皆様のご支援

のおかげと感謝申し上げます。今年度も多彩な事業を企画しておりますので会員の

皆様のご協力・参加をお願い致します。来年度は北海道・東北地区研修会の担当

県となっており、多くに皆様に参加していただけるよう企画中です。地区研修会に関

してご意見・要望等がありましたら当会までおよせください。 

さて、宮城県内の出産場所の現状は、産科医師の偏在化、高齢化、女性医師の

増加、分娩を扱う施設の減少などで居住地域での出産が難しい状況になってきて

おり、女性にとっては大きな問題です。医師と同様、助産師の偏在化も同様です。喫緊

に解決しなければならない状況にあるようです。 

 行政の動向ですが、宮城県保健福祉部医療整備課では宮城県看護協会へ委託し、

助産師対策として昨年度から「助産師人材交流促進・資質向上協議会」を設置されま

した。助産師の地域偏在を解消するための人材交流の企画や院内助産や助産師外来

開設に向けての資質向上のための研修を企画するためのワーキンググループを立ち上

げ検討するとのことです。助産師の自律と自立のためにも期待したいと思います。本会か

らメンバーとして協議会へは会長が、ワーキンググループへは理事の伊藤朋子さんが参

加し意見を述べる事となっております。意見などありましたら、およせください。 

 市町村の母子事業にも目を向けて頂きたいと思います。前回号で産後健診費用の助

成についてお伝えしましたが、今年度、国は母子保健対策の強化として妊娠・出産包括

事業の拡充として５つの事業が掲げられています。産後ケア事業もその一つで、方法とし

ては「宿泊型」「ディサービス型」「アウトリーチ型」ですが、退院直後の母子に対して心身

のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を目的としております。出産を終え、地域に

戻る母子に情報提供できるよう会員の皆様には、居住地若しくは勤務地等の市町村の

産後ケア事業への取り組み状況の把握していただきたいと思います。この事業は助産師

が地域で活躍する場が広がる機会でもあり期待するところです。 

最後になりましたが、会員の皆様には今年度も本会の活動へのご協力と参加をお願いし

ます。 

佐藤喜根子先生、後藤会長、石川副会長 
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この他に厚生労働省大臣表彰90周年記念総会で新田みつ子さん、石川初

枝さんが表彰されます。また岩手県在住の高橋英子さんが瑞宝単光章を

叙勲されました。 

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。 

 去る5月11日、「看護の日」知事表彰をいただいてまいりました。 

ナイチンゲール生誕と県政100周年を記念し設けられたもので、46回目

になるそうです。諸先輩方のご指導を受け、様々な活動や研修を通じて

成長させて頂きましたこと感謝申し上げます。これからも、常に女性に寄

り添いながら、必要な時にはいつでも手を差し伸べることができるよう

日々研鑽を積んでいきたいと思います。ありがとうございました。 

～受賞者紹介～ 

宮城県助産師会だより 
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宮城県助産師会会計理事 山岸和子さん 

新役員紹介 
 はじめまして。平成29年度より災害対策委員となりました東北福祉大学の

三澤と申します。宮城県助産師会は、東日本大震災の際の支援活動の実績

から、全国の助産師から注目される存在です。また、平成29年5月25日に

は、周産期福祉避難所の開設場所となる看護系学校4校が仙台市と協定を

締結し、仙台市周産期福祉避難所は6箇所になりました。宮城県助産師会と

して、周産期福祉避難所における妊産褥婦・新生児ケアへの協力をはじめ、

災害時の母子と家族への支援について広く発信できるように、会員の皆様の

お力添えをよろしくお願いいたします。  

新役員の災害対策委員三澤寿美さん（右）と後藤会長 

平成２９年度「看護の日」知事表彰を、山岸和子さんが受賞されました。 

災害対策委員は青山幸恵さんと担当されます。 

なお理事会では会計補佐を募集しています。お引き受けくださる方は宮城県

助産師会までご連絡ください。お待ちしています！ 

一般社団法人宮城県助産師会のTwitterとFacebookを開設いたしました 
                          宮城県助産師会広報委員 山口之雪 

 今年度の活動も４月から開始されました。会員も180名を超え、当会の活動も年々活発になってまいりました。活動内容

が、地域の皆様により伝わりますようにとTwitterとFBに5月から登録いたしました。会員の活動報告や研修会のお知らせが

いち早く皆様にご覧いただけるようになっております。また、仙台市や石巻市からの委託事業も続いており、宮城県にお住ま

いの妊産婦さんへのイベントのお知らせが拡散できるようにと始めたことでもあります。身近に助産師がいることをお知らせし

て、宮城県助産師会と妊産婦さんが近くなれますように、拡散のご協力をお願いいたします。 

Twitterの検索方法・・・@miyagisanba 

Facebookの検索方法・・・@miyagi3838   

    です。フォローやリツイート いいね！シェアをして拡散にご協力をお願いいたします。 
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第8回 通常総会 

教育講演 
～「産後クライシス」 

予防の大切さ～を聴講して 

 春の陽気に包まれた４月の日曜日。戦災復興記念館に於いて、平成２９年度宮城県助産師会 通常

総会が行われました。午後からは、宮城大学看護学部教授の塩野悦子先生より「『産後クライシス』予防

の大切さ」と題した教育講演がありました。 

 「産後クライシス」この耳慣れない新鮮な言葉に出会い、大きな期待を胸に訪れた１３０余名の参加者

が会場を満たしました。「産後クライシス」は、産後の夫婦に起こる危機であり、予防には男性である父親と

女性である母親の違いを知ることが重要であることを学びました。また、夫と妻にはそれぞれ「子どもの世

話のゲート」と「思いやりのゲート」があり、妻は父親である夫に対して上手に「子どもの世話ゲート」を開け、

夫は母親である妻に対して上手に「思いやりゲート」を開けることが産後クライシスを予防するために大切で

あることが分かりました。両親クラスなどの場において、産後のコミュニケーションの準備として大いに活用

できるプログラムを紹介して頂きました。そして、子育ては航海。港に寄っては燃料をチャージする。港は

時に友人であり、親であり支援者たち・・・。というお話がありました。長い長い子育てという航海に疲れ、或

いは新たな航海に出発する親たちの癒しとなり支えとなるのが、私たち助産師であると、温かいエールを頂

いた気持ちになりました。軽妙でユーモアたっぷりの塩野先生のお話は会場いっぱいの参加者のこころを

掴んで離さず、あっという間の２時間でした。 

合言葉は‘２つのゲートを開けましょう‘ 

                 光ヶ丘スペルマン病院 佐藤雪路 

4月23日（日）に仙台市戦災復興記念館において、一般社団法人 宮城県助産

師会第8回通常総会が行われました。９７人の会員の参加のもと、昨年度の事

業報告と本年7度の事業計画案の審議が行われ可決されました。 

 今年度も教育事業、石巻委託事業、じょさんしサロン、じょさんしフェスタと事

業が目白押しです。会員の皆様の力を合わせて事業を成功させましょう！ 
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●会員の皆様へ                   災害対策委員  三澤寿美  青山幸恵 

   □日本助産師会を通じて宮城県助産師会では、毎年、安否確認訓練を実施しています。 

   □毎年2月の第1火曜日の10時に宮城県で震度6の地震（津波なし）発生の想定 

   □災害発生後は、早急に（状況に応じて、できる限り早く）、ご自身のグループリーダ―（サブリーダー）に必ず安否の連        

    絡をして下さい。 

 

 

 

 

 

 

□配布物１「2017年度 宮城県助産師会 連絡網」ご自分のグループを必ずご確認ください 

 【注意】グループ構成は、一部変更しております。必ずご確認ください  

□配布物２「宮城県助産師会  防災マニュアル 2017版」 

 必ずご確認ください。修正追加があれば、グループリーダーか災害対策委員まで、遠慮なくお申し出下さい 

 

       ●グループリーダー・サブリーダーの皆様へ 

  □事前にグループメンバーとの連絡手段を決めておきましょう 

  □また、できるかぎり研修会などで顔見知りになっておきましょう 

  □安否確認は昨年度よりトップダウン方式としています 

   会長→【安否確認専用メーリングリスト】→各グループリーダー（サブリーダー）→各グループメンバー→各グループリー

ダー（サブリーダー）→【安否確認専用メーリングリスト】→会長と災害対策委員の流れになります 

【リーダーサブリーダ―安否確認専用メーリングリスト：anpi@ml.midwife-miyagi.net 】 

 

       ●必ずご登録をして下さい  （連絡等で支障のある時ご相談ください） 

    災害対策本部（後藤美子）：miyagisanba@gmail.com 

    災害対策委員（三澤寿美）：383saigai@gmail.com  

 

  □「平成29年度安否確認リーダーサブリーダ―会議」へのご出席をお願いいたします。 

   →平成29年12月9日（土）10時～12時の予定  （後日ご案内をEmailでお知らせいたします） 

★今すぐ、スケジュール表に下記4点をご記入願います 

 ①本年度の安否確認訓練日  ：平成30年2月6日（火）10時 

 ②連絡網グループ名 

 ③グループリーダー名（サブリーダー名） 

 ④リーダー（サブリーダー）連絡先 ・・・・必ず登録下さい 

災害対策委員からのお知らせ（下記□欄にチェックをしながら、必ずお読みください） 

mailto:anpi@ml.midwife-miyagi.net
mailto:miyagisanba@gmail.com、
mailto:383saigai@gmail.com
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登録方法： 

①事務局にご連絡ください 

 住所、氏名、生年月日、所属、メールアドレス、携帯番号、緊急時連絡先（自分以外）などお知らせください。 

  災害対策本部：一般社団法人宮城県助産師会 

  ■住所：〒982-0817 仙台市太白区羽黒台21－25 

  ■電話＆ＦＡＸ：022－244-8007 

  ■メール：miyagisanba@gmail.com 383saigai@gmail.com（三澤） 

②派遣助産師メーリングリストの作成をします。 

③仙台市からの要請→会長→【派遣助産師専用メーリングリスト】→協力できる会員→会長 

④会長は、ケータイ電話、メールなどで 

・派遣助産師の住所、氏名、生年月日、所属、メールアドレス、携帯番号、緊急時連絡先 

（御自身以外）、持ち物、協力できる期間、妊産婦福祉避難所（福祉避難所）到着時刻、交通手段などの確認 

・被災状況、派遣場所、対象の情報などの提供を行います。 

 

※保険については、仙台市福祉避難所については仙台市が、それ以外の派遣については日本助産師会の規定   

 に準じます。 

注意：この活動はボランティア活動であり自己完結型です。 

仙台市妊産婦福祉避難所等 派遣助産師 登録のお願い    会長  後藤美子 

 機関紙等でも御周知のとおり、宮城県助産師会は、昨年4月20日 仙台市と「妊産婦（周産期）福祉避難所へ助産師の派遣協

力に関する協定」を結びました。大規模災害発生時に「妊産婦（周産期）福祉避難所」が開設され、仙台市より要請があった場

合、宮城県助産師会では、妊産婦の心身のケアや、母児への支援のために助産師を派遣します。これに伴い会員の皆様に派遣

助産師の事前登録をお願いいたします。妊産婦福祉避難所の開設場所として協定を結んでいる施設は、仙台医師会と仙台徳洲

会看護専門学校の他４校が決まっています。具体的な活動内容については宮城県助産師会のＨＰに「妊産婦福祉避難所支援マ

ニュアル」に掲載しておりますのでご覧ください。 

 今回の登録は同時に宮城県内で大規模災害発生時にも活用させていただきますようお願い致します。皆様のご協力をお願い申

し上げます。 

mailto:miyagisanba@gmail.com、
mailto:383saigai@gmail.com
mailto:misawa@tfu-mail.tfu.ac.jp（三澤）
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研修報告 

 助産師研修会にはいつも勤務の都合でなかなか参加できずにいましたが、今回師長

のはからいで参加することができました。 
  超音波検査は以前に勤務したS病院で助産師外来に携わっていましたので、胎位・

胎向、BPD FL計測、顔の形状を確認して妊婦さんに写真を印刷して手渡し、生活指

導をする程度の事しかしていませんでした。それも計測にいたっては、先輩方から実践

していることを教わり、なんとなく行っている程度にすぎませんでした。 
 胎児エコースクリーニングで異常の早期発見につながり、NICUの現場に生かされて実

践している内容を詳しく講義して頂き、胎児エコーの重要性を理解しました。 
  川瀧医師が講義の中で、助産師に、助産師外来で胎児スクリーニングの仕事を任

せて周産期医療をチームで担っている事に驚きと感銘をうけました。 
私の中では、助産師は生活指導を請け負う立場であり、胎児スクリーニングは医師の

仕事だと認識していました。ですから助産師外来においても、超音波エコーで胎児を観

ることはことはあってもあくまで医師の診察につなげる橋渡しだけであって、主には妊婦

さんに胎児の姿を見せて母性をはぐくむ為のツールとしてしか意識して使用していませ

んでした。でも今回の学習会で、胎児スクリーニングは助産師も担うべきという川瀧医師の強い意志と、実践している小日向助産師

の講義でより身近なものに感じることができました。私は高次医療には勤務していませんので、胎児エコースクリーニングに携わるこ

とはないと思いますが、最先端の医療内容を学ぶことで、医療現場で医師が行う胎児スクリーニングを意識して観るようにしたいと

思いました。午後の実践では、検査技師の大村先生から、実際の妊婦さんに参加頂き、超音波エコーを使用してプローブの当て方

や持ち方、計測の実践を基礎から教えて頂き、大変勉強になりました。正確な計測を実施する為には、適切なプローブの持ち方や

当て方が大事であり、実践してみて個人のクセが影響を与えていることも分かって良かったです。超音波エコーは、日々の練習が

必要な技術ですが、なかなか実践を学ぶ機会もない中、このような機会を設けて下さりありがとうございました。 
 胎児スクリーニングで異常の早期発見の技術が進むことで、早期に高次医療への連携につなげられることは、我々産院に勤める

ものにとってはとても心強いものだと思いました。私たち助産師は、妊婦さんやその家族にとって、妊娠経過、分娩、産後が安全で

安楽なものになるように導き、かつケアする立場でありたいと思っています。 
  
  

 

 助産師の為の超音波検査研修会に参加して 

               遠藤マタニティクリニック 助産師 佐藤恵美 

遠藤マタニティクリニックのスタッフの皆様 

左から２番目が筆者佐藤恵美さん 

講師の川瀧元良医師 

講師の小日向由紀助産師 

大盛況でした 
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 石巻市の「親になるための教育事業」で、中学生のための乳幼児とのふれあい体験

に、初めて参加させていただきました。一番初めに感じたのは、皆さんとても気持ち良

い挨拶をしてくれるなぁということです。「こんにちは！」「ありがとうございます」など、自

然に声をかけてくれて、とてもうれしく思いました。 

 初めの講義では、中学生には少し恥ずかしく思う話もあったようで、配布したパンフ

レットで顔を隠したり、友達と顔を見合わせて照れ笑いしたりする光景が見られまし

た。しかし話が進むにつれ、集中して話を聞くようになってきました。妊婦ジャケットの

体験では、「重いね～」「ムリ～」などの声が聞かれ、びっくりした生徒さんが多かった

ようでした。そして赤ちゃん人形の抱っこ体験では、男の子はやはり怖がったり固まっ

たりする姿が多くみられ、女の子との違いが感じられた一コマでした。実際の乳幼児と

のふれあいでは、乳幼児のかわいらしい姿に母性本能・父性本能が刺激されたの

か、一番盛り上がって楽しそうでした。 

 今回初めて参加させていただいて、生徒さんの反応にとても安心しました。大切な

話をきちんと聞く、子どもたちを見てかわいいと思うなど、親になるための準備として、

良いスタートとなったのではないかと強く感じました。 

 私は今年度ベビーマッサージ・ベビースキンケア教室の企画・運営・インストラクター

の養成スクールとして、「Andante」を開業いたしました。地域のママや赤ちゃんとその

ご家族の歩みをサポートしたいと、この屋号に想いを込めました。安心して子どもたち

が育つことのできる環境つくりに、自分なりにサポートできるよう、今後も活動していき

たいと思います。 

石巻委託事業報告 

 今年度の石巻委託事業が活動開始し

ました。「親になる教育事業」は１３校実

施する予定です。産前産後「心と体の

トータルケア」推進事業や「イクメン講習

会」も開催予定です。 

詳しくは宮城県助産師会ホームページ

をご覧ください。 

  「親になるための教育事業」に参加して 
                  Andante開業助産師 小野直子 

今回担当は 

左から筆者小野さ

ん、吉田さん、武

者さん、山口さん

でした。 

武者さんの

講義を真

剣に聞いて

います。 

赤ちゃんふれあい

体験 

中学生の皆さん、

いい表情してます

ね！ 

ご協力いただいたベ

ビースマイルの皆様

と写真撮影 



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～ 

H29年度の宮城県助産師会も活動を開始しました。会員も増えて各地区で活発

に活動しています。皆さんの活躍を本紙でお伝えしていきたいと思っております。 

 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 藤島忍 

宮城県助産師会だより 

平成３０年度 
北海道・東北地区研修会 

じょさんしフェスタ 
スタッフ募集 

じょさんしサロン 

平成３０年度の北海道・東北地区研修会は宮城県で開催されます。 

テーマは「助産師力のアップデート」スキルアップにつながる講演を予定しております。

これまでの知識・技術をアップデートし、最新バージョンの助産師を目指しましょう。 

平成２９年８月２０日にたいはっくる（太白区中央市民センター）にてじょさんしフェス

タを開催します。毎年妊産婦さんに好評の事業です。当日ご協力いただける講師・

スタッフを募集しています。皆で協力して今年も成功させましょう！ 

同封のチラシをご覧ください 

今年度もREADYFORと宮城県助産師会へ寄せらせた寄付でじょさんしサロンを実施

できることになりました！ 

のびすく長町南としおがま地区母子保健ネットワークで継続します。以下予定です。 

～のびすく長町南（ママコミュベイビー）～ 

６月９日（金） ７月１４日（金） ９月８日（金） １０月１３日（金） １１月１０日（金） １２月８日（金） １月１２日（金） ２月９日

（金） ３月９日（金）の計９回 

～しおがま地区母子保健ネットワーク～ 

６月１６日（金）松島児童館 ７月２１日（金）利府十府の里プラザ ８月２５日（金）多賀城・山王地区公民館 ９月１５日（金）松

島児童館 １０月１１日（水）利府十府の里プラザ １１月２５日（土）多賀城（会場未定） １２月塩釜（日程会場未定） １月２６

日（金）松島児童館 ２月（日程未定）           
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７月１５日（土） 

妊娠中からのパートナーシップ（チラシ同封） 

 

１０月１４日（土） 

子供の個性の伸ばし方～ガレノス気質論を学ぶ～（チラシ同封） 

 

１２月９日 

防災関連研修 

 

２月17日 

誘発分娩について・感染予防について 

今後の研修会予定 


