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宮城県助産師会だより
～巻頭言～

専門職としての「ブラッシュアップ」を！
会長 後藤美子

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
例年になく冷え込みが強く、また、雪降りの日が多く体調を整えるのに苦労の日々ですね。会員
の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。本年度の事業は会員の皆様のご協力のおかげをもちまし
て順調に進んでおります。
年の始めに会員の皆様にはお詫びの報告をしなければなりません。
法人化して丸５年が経過し、財務管理に関して税務署の審査がありました。本会は会員の皆様の
会費、宮城県、仙台市、石巻市からの委託事業委託費、日本財団やジョイセフの寄付金等で多く
の活動をして参りました。宮城県、仙台市，石巻市から共に免税業者の指定を受けておりました
が、本会定款に、非営利法人であることを示す条項がないため、免税法人ではないことを指摘され
ました。会費を含め委託費や助成金すべてが課税対象という事で５年分の法人税、県税、市税を
課せられてしました。日本助産師会からの寄付金（全国総会開催時の収益）がありましたのでそれ
で支払わせていただきました。会員の皆様の貴重な活動財源を減らしてしまうことになり、心よりお
詫び申し上げます。
定款につきましては非営利法人であることを示す条項を追加し、次年度総会に諮り、改正したい
と考えております。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
年明けの活動としては１月１６日には仙台市長に「産後ケア事業の推進」、「産後健診費用の助
成」の要望書を提出致しました。要望時、子ども未来局福田局長らと懇談し、前向きに検討するとの
回答を頂きました。朗報なのは、まだ最終決定の通知は届いておりませんが、来年度から「じょさんし
サロン」事業が仙台市から委託されそうな事です。
来年度は９月の北海道・東北地区研修会を主催する担当県です。役員一同、着々と準備を進め
ているところです。会員の皆様には、運営等のご協力をお願いすることになると思います。その節はよ
ろしくお願い致します。
また、来年度は理事役員の改選年になります。助産師会役員として活動してみたいという方は自
薦、他薦いずれでも構いませんので立候補をお願い致します。
最後になりますが、助産師としての責務は常に「ブラッシュアップ」して最新の知識と安全な技術の
提供です。今年も自己研鑽に務め、妊産婦、新生児、家族、そして女性に安全で安心できる知識と
ケアを提供していきましょう。
今年も会員一丸となって、更に、充実した助産師会活動をしていきましょう。
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H30年1月16日「産後ケア事業の推進・産後健診費用の助成」
の要望書を仙台市長に提出しました

市議会議員の渡辺ひろし先生にも同行いただき、後藤会長・武
者・山口で、要望書を提出いたしました。仙台市子供未来局から、
福田局長、佐藤部長、金子次長、山田課長が出席くださいました。
要望書を後藤会長が読み上げ、その後現場助産師が感じる母子
の抱える問題点などお話しする時間を頂きました。渡辺先生がファ
シリテーターになってくださり、詳しい要望を伝えることが出来まし
た。産後の様々な事業について急務である事は、双方とも同意見
ではありましたが、母子に関わる異業種間での連携が大きな課題
だと強く思いました。来年度からすぐに始められるかどうかはこの連
携に掛かっていると思いました
広報委員 山口之雪

渡辺ひろし先生と会長・武者さん
福田局長に要望書を渡しました
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本会副会長の後藤あき子さん
がH29年11月に秋の叙勲、瑞
宝単光章を受章されました

国立劇場にて

後藤あき子さん！おめでとうございます！！

この度、元東北大学病院看護部看護師長として、はからずも平成29年秋の叙勲で瑞宝
単光章受章の栄に浴しました。この栄誉もひとえに皆々様の多年にわたるご指導、ご支
援の賜と、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。受章は国立劇場大劇場で
行われ、その後30台のバスで皇居に向かいました。皇居は素晴らしいところでした（撮
影禁止）。薄グリーンの屋根の宮殿が7つあり、長和殿という宮殿の春秋の間（新年の
一般参賀で皇族が立つ防弾ガラスの中の部屋）で一番前の列に立ち、天皇陛下に拝謁で
きたことは感動でした。クリスタルガラス（星形）のシャンデリアは1.5トンあり、5個
配置されていました。前の壁には松・後ろの壁には竹が淡い色で刺繍されていました。
私は、助産師会に22年目の在籍となります。今まで、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。東北大学病院の勤務は41年目になりま
した。思い起こせば、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、
フリースタイル分娩の導入においては、予想通りに産科医からの猛反対を受けました
が、エビデンスを集めて話し合い勝ち取りました。ヨガ教室やパパクラスなどでハーブ
ティーやお茶菓子の提供開始、栄養管理室との厳しい話し合いを重ねてお祝い善の提
供、出産ギフト導入、新生児の2週間健診導入、MFICUを立ち上げるための交渉では夜も
眠れぬ状況でした。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、母乳栄養や自然分娩を大切にしてい
ることを地域の皆様に知っていただくため、事務に懸けあい、独自の周産母子センター
のホームページを立ち上げなど行いました。その後分娩数は増加し、全国国立大学病院
42施設の中で東大を抜いて1,000件近くとなり1位になりました。妊産褥婦・赤ちゃん・
助産師にとっていいと思うことは何でも手掛け、走り切ったというところでしょうか。
共に働いた現場の助産師の皆様、先生方、諸先輩方のご指導ご支援に感謝の思いでいっ
ぱいです。もう少し、大学病院の勤務が残っておりますので、勤務を全うし、少しでも
助産師会のお役にも立てるよう努力したいと思いますので、よろしくお願い申し上げま
す。
東北大学病院 地域医療連携課 医療安全係 後藤あき子
地域拡大カンファレンスの様子

昨今はフリースタイル分娩や助産師外来も、違和感のないもの
になっていますが、この時の取り組みがあったからなんですね
改めて感謝したいと思います これから、もっと助産師が母子
に寄り添えるような取り組みをして、前進していかなければな
らないと思いました（広報委員 山口）
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フリースタイル分娩と助産師外来
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H29年10月14日「子どもの個性の伸ばし方」研修会開催報告

出張専門開業助産師 佐藤真理子

10月14日「子どもの個性の伸ばし方」研修会が開催されました。講師は仙台幼児保育専門学校の猪岡久子先生で
す。猪岡先生はTBCラジオの「とーくぱーく」の金曜日（第1・３・5週）の「子育てパーク」にご出演されてもいらっしゃいま
す。人の「気質」を分かりやすく4つの色に分けて，それぞれの特性や子育てのポイントなどを具体的にお話ししてくだ
さいました。
「目立つ欠点を反対にするのではなく，長所を伸ばしてあげること」
「大好きな親から認められ受け入れてもらった子は，大人になると自分でその欠点に気付くことができ，改めようとす
ることができる」
「人はいろんな個性があるから，自分以外の存在が必要で，お互いに助け合って生きていくもの」
先生の講義の中で，学びとなる言葉がたくさんありました。今まで漠然と不安だった部分がすっきりして，研修が終わるころに気持ち
が楽になっていました。子育てや自分について悩みや不安がある場合の解決のヒントが満載の先生のお話は，私たち助産師だけでな
く，子育て中のママやパパ，おじいちゃんおばあちゃん達にぜひ聞いてほしい！きっと心が軽くなったり，子育てが楽しくなったりする
だろうなと思いました。
先生から教えていただいたことをきっかけにして，もっと気質論について学び，これから出会うママたちが前向きに子育てできるよう
に生かしていきたいと思います。このような研修の機会を設けていただき，ありがとうございました。

参加者67名、交流ホールがいっぱいになりました 一般の参加も多
あき子副会長・猪岡先生・後藤会長

く見られた研修会でした

猪岡久子先生

研修会報告
H29年11月18日「助産師のための超音波検査基礎知識

プレ研修」開催報告

助産院カイロLightSnow 山口之雪

トークネットホール仙台（視聴覚室）で開催されました。参加人数は20名でした。この研修会は昨年度から、宮城県の委託
を受けて開催している無料の研修会です。宮城県の助産師への期待値が窺えます。今回の研修会は、インターネット使用
して、遠隔地で開催された超音波検査の研修会を閲覧して勉強するというものです。講義をインターネットで勉強して、3月
には実技研修します。今回の研修会は、インターネットの使用方法を学ぶ会でした。実際に、パソコンでどのアプリを使用し
て閲覧するのか、接続の方法を教えていただきながら、2D３Dエコーの実際の講義の様子を大きな画面で観ました。仙台に
いながら、神奈川県で行われた講義を聴けるというのは、時間もコストもかからず有意義な時間になりました。これから、この
スキルを当会でも利用して、県北部南部などの遠隔地の助産師の研修会参加が多く促す事ができたらいいなあと思いました。

主催してくださっている
宮城県助産師会理事の
伊藤朋子さん

後藤会長の開会宣言
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H29年11月26日「新生児のフィジカルアセスメントとケア」研修会開催報告

石巻赤十字病院 吉田裕美

宮城県の委託で助産師人材育成・再教育研修として、県北部の助産師に向けてこの研修会が開催され
石巻赤十字病院の会員の皆さん
ました。講師は、東北大学病院 新生児集中ケア認定看護師・助産師の大川直子さんです。参加人数は、
30名のところ50名を超えて、皆さんの関心のある件数内容だという事が窺えました。
長年臨床で勤務していると、往々にして経験や勘に頼ってケアを行いがちになってしまいます。しかし、
急激に重症化しやすいという小児の特徴を考えると「いつもと違う」というサインに素早く気づき、的確に医
療従事者に伝える能力が必要である事を学びました。そのためには、小児をよく見て触れて感じて観察
し、身体（フィジカル）の状態を把握した上で考えながら評価（アセスメント）していく事や、その状態や結果
を分かりやすく言語化し相手に伝えるためのコミュニケーション能力を高めていく事が重要であると再確認
しました。
今回の研修は、助産師ラダーの必須研修でもあります。アドバンス助産師となるための知識・技術を高め
吉田裕美さん
アセスメント能力の幅を広げ、更に継続学習していく事の大切さを感じました。これからも計画的にコツコツ
と必須研修を受講し、繰り返し学ぶ事で知識や技術を定着させ、より質の高い助産師を目指して成長でき
るよう邁進したいと思います。また、今回は石巻地区での開催という事で当院からは夜勤前後も含めて7名の参加が可能となりました。私を含め、
たくさんの助産師の学習意欲を高めるきっかけとなりました。
助産師会会長はじめ役員の皆様、このような仙台圏以外での研修を企画し学習の機会を提供していただき、ありがとうございました。

昼食は、情報交換会が行われました
大川直子先生

研修会報告

石巻地区の当会会員の方々が、この研修会の様々な準備
をしてくださいました ありがとうございました

H29年12月9日宮城助産師会災害研修会 開催報告

こんの助産院

今野馨子

今回はリーダーサブリーダー会議を、東日本大震災から学んだことと周産期福祉避難所が稼働した時のシミュレーションの2点を含めた講義形
式で開催いたしました。リーダーサブリーダー会議は今回で4回目になりました。講義に参加して、日頃からの備えが大事であるとのお話の中で
五感を使って対象者をアセスメントする能力を磨いておくことの重要性についてのお話が心に残りました。日常でできないことは、非日常でもで
きませんといういうのは東日本大震災の時に本当に実感したことでした。物質的な備えはもちろんのこと普段から地域や行政と繋がっておくこと
も必要です。また自分自身が心穏やかに活動するためには必要な物品の他に心のよりどころになる物があるといいということでした。それから避
難所として利用されそうな施設でどのように支援活動ができるかなどシミュレーションしておくといいというお話もあり色んな施設を訪れた時に考
えてみたいと思いました。ワールドカフェ方式でのグループワークでは4つの事例について派遣助産師として周産期福祉避難所で活動すること
をイメージしてグループ毎に話し合いロールプレイで発表しました。それぞれ色々な地域、職場で働いている助産師が集まっているので様々な
角度から事例の設定を広げてアセスメントしどのような支援が必要なのかが考えられていて勉強になりましたし、ロールプレイをして下さった皆さ
んの演技力には感動しました。そしてグループワークを通して今までお話した事の無い方と繋がることもでき、それぞれの地域での悩みを聞くこ
とができたことも良かったと思います。周産期福祉避難所の派遣助産師がどのような活動をするのかということも今回の研修を通してイメージする
ことが出来ました。災害への日頃からの備えとしてこのような研修会への参加を積み重ねていくことが大切だ感じました。

講師の三澤寿美先生
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H29年11月22日のびすく若林「じょさんしサロン

ゆらりん」開催報告

とも子助産院

但野歩美

昨年10月から新しく「のびすく若林」が開設されました。そこでの初開催となりました「じょさんしサロン ゆらりん」です。派
遣講師は、近藤素子さんと筆者です。実施内容 は、ふれあい遊び(わらべうた)と育児相談でした。参加者 7組(3～6ヶ月)
キャンセル3組でした。
サロン実施の様子は穏やかな雰囲気で、終始ママも赤ちゃんも笑顔が絶えないサロンでした。
グループトークも、少人数だったため、日頃の不安や悩みを話しやすく、お互いに共感しあい、サロン終了後もしばらくマ
マ同士で情報交換をする様子が見受けられました。昨年は、12月19日にも開催いたしました。ぜひたくさんのママと赤ちゃ
んに、このサロンを利用していただき、仙台の子育て情報を得られる場所として、役立てて頂けたら嬉しいです。

講師の近藤さん

じょさんしサロン・石巻市委託事業 報告
H29年12月15日石巻市委託事業「ハッピーサロン」開催報告

石巻市新生児訪問指導員

吉田千佳子

今年度の石巻市委託事業の「マタニティー＆母乳相談」「ハッピーサロン」「赤ちゃんサロン」「グランドサロン」も1月で終わり
ます。始まってから2年半となりました。地域のママ達に認知されつつあり、また来年度も続く予定です。
12月15日開催のサロンは、「母親になるために」をテーマに妊婦さん向けに開催されました。講師は筆者です。平日のマタニ
ティー講座は、参加希望が少なく、いつも少数の開催になるため、今回はにじいろひろばのスタッフと連絡を取り合い、声を掛
け合って参加希望を募りました。平日にもかかわらず、8組の参加がありました。事業始まった当初は、中々開催場所の方々と
の連絡がうまくいかず、サロン開催の周知が難しいことが多くありましたが、段々連携が取れてきたと実感する出来事でした。
講義内容は、参加者から事前に知りたい内容を聞き取り、希望を取り入れた内容にしました。その内容は、・親である気持ちは
どんな気持ちですか？・親になるために参考にしたものは何ですか？などでした。終了後のアンケートで、参加された方ほと
んどが満足という回答でした。
来年度もこのように連携を取りどんどん周知して、石巻地域の母子を含む子育てに関わる家族のためのサロンを開催していきたいと思いま
す。
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H29年12月4日子育て支援を進める県民運動推進事業「現代の子育て・孫育て」講座を取材しました
少子化の現状、育児の変化したことを話すと、違い

参加者は、地

の大きさに驚かれておりました。沐浴スキンケアの

域で子育てサ

動画では、一番大きな驚きの声が聞こえました。新

ポーターをし

しい育児情報を皆様に伝えることで、世代間の

ている方やお

ギャップが解消される。お手伝いする側される側

孫さんがい

も、同じ知識を持つことで穏やかな育児につながる

らっしゃるＰ

のではと考えました（加藤由美）

ＴＡの方や保
講師は、みやぎ子育て・女性健康支援セン

育士さん15名

ターの加藤由美さんです

ほどでした

開催場所は、富

谷子育て支援センター「とみここ」です

講義内容は、子育ての

皆さん子育て経験者ばかりで、赤

「今と昔」と題して赤

ちゃん人形にも係らずとても大事に

ちゃんの生理から始ま

宮城県から子

抱っこしている姿が印象的でした

り、抱き癖、授乳につ

育て支援課の

いて卒乳について、離

虎川さんも参

乳食や虫歯の話、おむ

加されていま

つ外しや沐浴、おんぶ

した

や抱っこなどとても詳

を体験してい

しい内容でした

ます

年間450件の新生児訪問をしている加藤さんの
講義は、とてもわかりやすく、ママに寄り添っ
ているからこその内容でした

おんぶ

広報委員 山口取材記事
H29年11月28日・12月6日「うぶごえ座」の出張授業を取材しました

ご安産うちわを持って
励ましています

代表助産師の武者文子さん

向陽台小では、井本さんが講義の担当でした

原町小学校では、武者さんが講義担
2006年から「うぶごえ

当されていました 4年生の児童は、

座」を立ち上げて、今年

実際の卵子の大きさや精子のこと、

で12年

自分がこれから経験する身体の成長

昨年は40校の小

児童への講義が終わると保護者向け
の講義になりました
んです

担当は佐藤さ

性教育の意義や家庭でどの

ように教えるべきかなど、丁寧に講

一番盛り上がるお産劇 必ず学校の先

義されていました

生に父役で出演してもらっていました

中学校に「いのちの授

の様子を助産師の目線からわかりや

業」の出前講座に出向い

すく説明されると、真剣に聴いてい

児童の皆さんの盛り上がりも最高潮で

たそうです

たり、驚いたり様々な反応を見せて

す 観ている保護者の方は、自分がお

台小学校と原町小学校の2

いました 科学的に、お話しするこ

産した時を思い出しているようでした

校の授業を取材しました

とで聞きやすくなるんだなあと思い

ドップラーを使ったり、赤ちゃんの泣

ました

き声を流したり、迫真の演技です
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今回、向陽

宮城県助産師会だより
みやぎ開業助産師マップ（２０１７改訂版）が出来ました

昨年1年間で、2万部発行された「みや
ぎ開業助産師マップ」12月末に改訂版
が出来上がりました 今回は、16助産
所を紹介しています 昨年同様、助産
院カイロLightSnow 山口が在庫管理し
ております

各施設でご利用の際に

は、山口までご連絡ください ホーム
ページからも印刷できます
（09062507126）

改訂版に掲載希望の開業助産師の皆様へお願い
新規開業された助産師皆様
昨年7月に開催されました、「みやぎ開業助産師マップ」連絡会に
出席された方も含め、新規に掲載希望の開業助産師の皆様 次回
改訂はH30年11月～12月になる予定です。掲載には、掲載基準が
ございます。11月から翌年11月までの実績で掲載可能か決まりま
す。 掲載基準をご確認ください（会員ページに掲載基準のPDFが
あります） その他に、１．宮城県助産師会通常総会に参加・自己紹
介 ２．宮城助産師会だよりに研修会報告とともに、助産院紹介記
事を書く この2点を加えて掲載基準といたします。（開業初年度
は、掲載出来ません。）
掲載再開を希望の助産師皆様
新規開業の皆様の同じように、１．宮城県助産師会通常総会に参
加・自己紹介 ２．宮城助産師会だよりに研修会報告とともに、助産
院紹介記事を書く この2点を加えて掲載基準といたします。
現在掲載の助産師皆様
1年間の掲載基準を満たすように、宮城県助産師会のホームペー
ジや機関紙で宮城県助産師会の事業・研修会の予定を確認してご
参加ください。
いずれの方々も掲載可能かの最終判断は、役員会採決になりま
す。何卒よろしくお願いいたします。

H30年度北海道・東北地区研修会は仙台開催です
来年度の北海道・東北地区研修会は宮城県助産師会の
主催となります。多くの会員様の参加をお待ちしておりま
す。加えまして、会員の皆様にご協力をお願いしますの
で、スケジュールの調整をお願いいたします。チラシは、日
本助産師会発行の機関誌5月号と一緒に送付されます。当
会ホームページにもバナーを新設予定ですので、そちらも
ご覧ください。実行委員長は、後藤あき子副会長です。

後藤あき子実行委員長
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宮城県助産師会だより

お知らせ
一般社団法人宮城県助産師会通常総会（委任状同封）
H30年4月21日（土）１０：００～
教育講演（通常総会終了後）１３：３０～
「ウィメンズヘルスにおける助産師の役割～妊娠期から夫婦
が共に親力をつけていくために～」

～H30年度会費引き落としのご案内～
来年度の会費が2月23日に引き落としになります 自動
引き落としの口座のご確認をおねがいいたします。次
年度の会費引き落としの中止のと届け出期限（退会
時）は、12月28日です

東北大学医学部保健学科 教授 吉沢豊予子（チラシ同封）

宮城県委託H２９年度助産師人材育成・再教育研修

～会員情報に変更のある方～

H30年3月18日９：００～と１３：３０～の2回開催
助産師のための超音波検査基礎知識～演習編～

住所・Email ・電話番号など変更のある方は、
ご連絡をお願いいたします。
Email：miyagisanba@gmail.com 件名に「会員
登録情報の変更」とお願いいたします

詳細はホームページをご覧ください

H30年9月8日（土）9日（日）北海道・東北地区研修会
8日「パーソナリティー障害を伴う母親への対応」
「産後クライシス予防の大切さ」
9日「GDMの周産期ケア」
「乳がんと周産期」
「母体感染のリスクと対応」（CLoCMiP®対応）
詳細は後ほどホームページに掲載いたします

～理事候補者募集～
4月・9月の研修会は決定
ですが、その他H30年度
の研修会は、超音波検査
研修・母乳育児のシンポ
ジウム・NCPRなどの内容
が検討されています 決ま
り次第ホームページや機
関紙でお知らせいたしま
す お楽しみに！！

来年度は理事役員の改選年になります 助産師会
役員として活動してみたいという方は自薦、他薦い
ずれでも構いませんので立候補又は推薦お願い
致します お待ちしております！！

～災害派遣助産師登録のお願い～
大規模災害発生時に「周産期福祉避難所」が開設
され、仙台市から要請があった場合、宮城県助産
師会の災害派遣に登録している助産師を派遣しま
す。現在の登録者は12名とまだまだ少ない状況で
す。災害時、登録者の中の助産師も動けない状況
にある場合も考えられます。なるべく多くの方に登
録のご協力をお願いし、いざという時に皆様と協力
して妊産婦のケアが出来ればと思っております。
（ホームページからご登録ください）

周産期福祉避難所になっている2か所です

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 (244) 8007
電子メール: miyagisanba@gmail.com
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その他にも4か所あります

今年度最後の機関紙発行になりました。寄稿ください
ました会員の皆様ありがとうございました。また、委託事
業でご報告くださっている会員の皆様ありがとうござい
ました。来年度も会員皆様のご活躍の様子を機関紙・
ホームページでお伝えしていきます。新しい予定もお
知らせしていきますので、ご活用ください。
広報委員 山口 之雪

