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自分の得意とする分野を深めましょう！  ～巻頭言～ 会長 後藤美子 

道端の花々や空の雲にも秋の気配を感じる季節となりました。 

今夏は猛暑、台風、集中豪雨、地震と自然災害が頻発し、落ち着かない日々が続きまし

た。会員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。日頃より、本会の活動にご支援いただき有

難うございます。今年度の事業は計画通り、順調に進んでおります。 

今年度の一大イベントである北海道・東北地区研修会は役員一同、一丸となって準備を進

めて参りました。お陰さまで盛会に終了することができました。これも会員の皆様のご支

援・ご協力のおかげと感謝申し上げます。 

８月に仙台では乳児の３遺体がマンションで発見されるという悲しい事件が報道されまし

た。妊娠を継続できない事情があっても妊娠中絶の費用がなかったとのことです。性に関す

る正しい知識を持ち合わせていればこのような事が起こらなかったのではないかと悔まれます。思春期からの性に関

する正しい知識の提供の重要性を痛感いたします。本会に小学校・中学校・高校での講演依頼も増えてきておりま

す。助産師として携われる部分も多いと思いますので担当してみたい方は事務所にお声掛けください。 

また、妊産婦死亡の１位は自殺でその原因は産後うつではないかとの新聞記事が載っておりました。虐待予防や産

後うつの予防や早期発見を目的に「産前・産後サポート事業」や「産後ケア事業」を市町村に行うよう求められてお

りますが実施できている市町村はまだまだ少ないようです。そんな中、仙台市で平成31年1月から「産後ケア事業」を

開始予定という情報がありました。目的は「退院直後等の母子に対して、心身のケアや育児のサポートを行い、産後

も安心して子育てができる支援体制の確保を図ること」とのことです。会員の皆さまには「妊産婦は地域から来て、

地域に戻る」ということを念頭に、ハイリスクやグレーゾーンの気になる方々の情報交換を行政と密にして、制度を

活用し、産後うつや虐待を未然に防止していきましょう。この事業が県内全市町村で開始され、全てのお母さんが楽

しくマタニティーライフや産後の生活ができるようサポートしていきたいものです。 

助産師に求められる領域は分娩を頂点に思春期から更年期までと幅広く、そして、施設内だけではなく地域での活

動へと広く深くなっています。助産師一人一人の助産の質と広い視点が求められる時代と思います。今後も自己研鑽

に努め、自分の得意とする分野を深めていきましょう。  
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宮城県助産師会だより 

今年の1月に仙台市に要望書を提出しました 

仙台市議会議員の渡辺先生と懇談会を行いました 
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平成30年度公益社団法人日本助産師会 北海道・東北地区研修会報告  
実行委員長 後藤あき子 

 平成30年公益社団法人日本助産師会 北海道・東北地区研修会が、9月8日(土)・9日(日)に大町にある宮城

県医師会館で開催されました。宮城県助産師会には、7年毎の当番県として回ってきました。 実行委員19名

の皆様と、当日ご協力いただきました助産師会会員16名の皆様ありがとうございました。 

 今回のテーマは、「助産師力のアップデート～最新の知識を取り込み、バージョンアップした助産師でい

よう～」としました。助産師が、現場で知りたいと思っていること、困っていることを、新しい知識として

持って帰っていただけるよう、講師陣を吟味いたしました。北海道・東北から1日目の参加者数は151名、2日

目は139名という多くの方にお出でいただきました。懇親会にも65名の方にご参加いただき、スズメ踊りと素

敵なコーラスで皆さまと踊り・歌い、そして美味しいディナーとお酒をいただきながら、楽しく助産師間の

親睦を図ることが出来ました。2日間で、災害募金33,974円・すくすく赤ちゃん献金7,712円もお預かりしま

したので、日本助産師会災害対策基金に届けさせていただきます。ありがとうございました。 

 今回の研修会では、CLoCMiP®承認研修も企画いたしました。対象ではなかったものも、今後対象となるそうです

ので、2日間の参加証はなくさずに保管してください。2日間たくさん学び、最新の知識をしっかり取り込めたと思

いますので、今後更にバージョンアップしたケアに繋いでいただけたら幸いです。 

 宮城県助産師会実行委員の皆様・協力員の皆様・参加いただいた皆様に、厚く御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

左から、宮城県保健福祉部次長 高橋達也様 

     仙台市未来局次長  金子 雅様 

     宮城県医師会会長 佐藤和宏様 

     宮城県看護協会  佃 祥子様 

ご来賓の方々です ご出席いただきましてありが

とうございました 
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 各県助産師会の活発な活動報告を伺い、助産師としての活動の幅広さとパワーを感じる機会

となりました。様々な形で地域とのつながりを築きながら、母子支援に取り組む姿勢に、今回

の研修テーマにもあるように、助産師としてのバージョンアップがより一層求められてくるの

だと思いました。また、助産学生も研修会に参加させていただき、実際に活躍する助産師の活

動を伺うことができ大きな学びにつながりました。    

三部会合同ワークショップ…各県助産師会が行う地域活動報告  
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 教育主事 鈴木由美子  

座長 

宮城県の発表  

演者は青山幸恵氏 

活発な意見交換が行われました 
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 医療法人社団成人 成仁病院 院長の春日武彦先生の講義「パーソナリティ障害を伴う母親への

対応」では、境界性パーソナリティ障害とはどのような人で、実際の場での対応やコツをわかりや

すく学ぶことが出来ました。 

 ネグレクトなどで乳幼児期に見捨てられた体験や愛情を奪われたといった経験により子どもの心

に空虚感や自己否定感を抱え込む、境界性パーソナリティー障害の環境的要因になるということで

した。精神疾患を抱えた母親とその子供・家族を取り巻く問題はとても難しいと感じました。 

 宮城大学大学院 教授 塩野悦子先生の講義「産後クライシス 子育て夫婦のコミュニケーショ

ンを考える」では、産後赤ちゃんが生まれて夫婦は幸せな気持ちになるというのは幻想であるこ

と。産後の夫婦は危機的状況にあり、産後クライシスは、誰にでも起きるという話を聞き、自分自身思い当たること

があり合点がいく内容の講義でした。産後の夫婦関係を良好にするためのプログラム「２つのゲートを開けましょ

う」はとても有用で、妊娠中から産後のコミュニケーションについて話をしておくことは大切であると感じました。

そして早速帰宅後「ケロケロ助産院」のHPを拝見し、夫婦仲よく子育てできるよう、両親学級、産後の退院指導、産

後のケアプログラム等いろんな場面で活かしていけるのではないかと思いました。 

「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～子育て夫婦のコミュニケーションを考える～」研修会報告 
高森ＳＳレディースクリニック 西城幸子 

春日武彦先生 

塩野悦子先生 

～北海道・東北地区研修会 報告～ 
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北海道・東北地区研修会 懇親会 in メトロポリタン   広報委員 山口之雪 

 

 8日の最後は懇親会がホテルメトロポリタン・千代の間で開催されました。参加者65名でした。総合司

会は、宮城県助産師会 勤務部会長・横江紀子です。コーロ・カナリーノのきれいなコーラスから始ま

りました。各県からも余興があり、どんどん盛り上がりました。最後は、六軒丁睦のスズメ踊りです。

演舞が始まると会場の参加者も踊りだしました。最後の5分間は、参加者が壇上に上がって、一緒に演舞

を楽しみました。参加者全員で懇親会を盛り上げたといってもよい時間になりました。昔の産婆はお産

に立ち会った家族に「お七夜」に招かれたときに、日本舞踊などを踊ったりしてお祝いをしたのだそう

です。なので「助産師は芸達者」なのだそうです。懇親会に参加して、「助産師は芸達者」の一面を垣

間見ました。 
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コーロ・カナリーノの皆さんのきれいなコーラス 

山形県助産師会 

青森県助産師会 

六軒丁睦のスズメ踊りの演武 

最後は全員で 

福島県助産師会 

岩手県助産師会 

秋田県助産師会 

懇親会総括 新田みつ子先生 

～北海道・東北地区研修会 報告～ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536274598/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIwOS5odG1s/RS=%5EADBeFccHZzHVcPAVgdiCnhLy3Ji0gA-;_ylt=A2RCA90lX5BbhUMAPwyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


宮城県助産師会だより 

ＧＤＭの周産期ケア・周産期の乳がんの諸問題・母体感染のリスクと対応を受講して     

東北福祉大学健康科学部保健看護学科 浅川真由美  

 GDMの周産期ケア（東北大学病院 糖尿病代謝内科 外来医長 澤田正二郎先生）、周産

期の乳がんの諸問題（東北大学病院 乳腺・内分泌外科准教授 多田寛先生）、母体感染の

リスクと対応（東北大学病院 産婦人科医員 田中宏典先生）の講演が行われました。どの

講義も最近のトピックスで、特にGDMや乳がんについては基礎知識から治療への考え方など

がわかりました。母体感染のリスクと対応は、CLoCMiP®対象の講義でした。前後でテストが

あり、講義内容への理解度がさらに深まりました。私も日頃、教育の場においても疑問に

思っていたこと、現在、臨床で課題となっている事象について、最新の知識を取り入れるこ

とができ大変勉強になりました。今後の学生指導のなかでも、今回の学びを早速生かしてい

きたいと考えております。 
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来年度の北海道・東北地区研修会は

山形県で開催されます 

澤田正二郎先生 多田寛先生 

田中宏典先生 

運営にご協力いただきました皆様 ありがとうございました 

～北海道・東北地区研修会 報告～ 
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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 

研修会「今日から活かせるGDMの基礎知識」 ～妊娠中・分娩中・産後のケアに役立てよう～  
坂総合クリニック産婦人科外来   青山幸恵  

 しおがま地区母子保健推進ネットワークでは7月22日 坂総合病院 糖代謝科 高橋美琴先生 

をお迎えして「今日から活かせるGDMの基礎知識」～妊娠中・分娩中・産後のケアに役立てよう～

の研修会を開催し、多くの参加者に来ていただきました。妊娠糖尿病は妊婦さん全体の12％程度に

発症するとのことです。私は塩竃地区の総合クリニックの産婦人科外来で勤務していますが、ここ

数年GDMの妊婦さんたちとかかわる機会が本当に増えてきたと実感しています。妊娠中からの栄養

指導、体重管理、インシュリンとの併用など妊娠中の管理は周産期の合併症の予防やその後の健康

維持、赤ちゃんが元気に生まれて健康な大人になるためにも大切なことです。助産師外来に来られ

る妊婦さんの中にはきちんと自分の体と向き合って頑張っている方も多くいますが、ストレスを感

じていたり認識があまりない方だったりと様々です。今回、産後の母乳育児と食生活上の注意点など生まれてからの

日常の管理などの学習もできとても勉強になりました。 

 高橋美琴先生には、GDMの基礎知識を丁寧に教えていただいただけでなく、血糖値の急激な上昇を抑える食べ方、コ

ンビニのおすすめのおやつについてなど日常の食生活に遊びを入れながら継続できる手法を教えていただきました。

また産後も産科、小児科、内科との協力が必要で、負担にならないよう子ども連れでも受診しやすい日程調整をする

こと、単科のクリニックでもプレ妊娠期からの声掛け、妊娠初期に痩せていても「体重管理の重要性」を普及、食育

の重要性を伝えていくなどの役割があることなどそれぞれの施設の役割認識ができました。外来でも妊娠中から、産

後のリスクについてご本人にきちんと理解していただく必要性など伝えていただきました。あっという間の1時間半で

した。今後もしおがま地区母子保健推進ネットワークでは様々な研修会の企画を予定しています。会員の皆様のご参

加を心よりお待ちしております。 

 

仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」開催報告 
太白区新生児訪問指導員 高橋真理子 

 6月よりスタートした仙台市委託事業 「せんだい助産師サロン」は市内5カ所の各のびすくで、これ

までに13回行われました。私が主担当しているのびすく長町南では、ベビーマッサージ、体重測定、

育児相談を行っています。 

 赤ちゃんの肌に触れることでママと赤ちゃんのスキンシップになり、また育児に関しての悩みを相

談できると大変好評です。どの回も同じくらいの月齢のママと友達になり、再会の約束をしたり、楽

しそうな様子が見られます。赤ちゃんを連れの外出がなかなかできずにいたママたちの出かけるきっ

かけになっているようです。 

 またサロンを知ったきっかけが、のびすくのチラシだけではな

く、新生児訪問や小児科から情報を得て参加された方が多くい

らっしゃいます 。産後間もないママ達に少しずつ周知されてきて

いるようで、キャンセル待ちが出る区もあります 。今年度は来年

３月まであと各区３回ずつ行われます。皆様ご協力よろしくお願

い致します。 
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宮城県委託 助産師人材育成・再教育研修 開催報告 
助産師のための超音波検査研修に参加して 

    宮城厚生協会  坂総合病院     松木美樹 

 平成30年8月26日（日）宮城県委託 助産師人材育成・再教育研修「助産師のための超音波研

修会」が開催されました。 

 講義は、東北大学病院の星合哲郎先生「助産ケアに活かす 超音波検査」・神奈川県立こども

医療センターの川瀧元良先生「助産師に超音波検査を学んでほしいわけ」・吉田病院の小日向由

紀先生「検査の手技の実際」という内容のとても貴重な講義がありました。参加者は、午前中の

講義に50数名、午後の演習に30数名でした。 

 私の務める坂総合病院では病棟と外来とのプール制度が設けられており、私自身も助産師外来

を担当する機会があります。 しかし、助産師外来を担当する機会は少なく、超音波検査の技術に慣れない為、計測部位

を描出するのに時間を要し、予約の妊婦さんを待たせてしまったり、先輩にフォローしていただく現状でした。 

 超音波検査研修への参加は今回が2度目で、初めて研修に参加して以降は超音波に対する意識が変わり、これまで以上

に超音波の機器に触れる機会を多く持つようになりました。   

 本研修では事前学習として動画による講義を受講し、超音波検査の基礎を学んだ上で、私自身が習得したい技術に重

点を置いた演習がありました。実際に妊婦さんのお腹をお借りして描出のポイントについてハンズオンで集中的に指導

していただき、翌日の外来から取り入れられる内容ばかりでした。 

   助産師が行う超音波検査では「何かいつもと見え方が違う」と感じた際には医師に情報提供を行い、常に助産師と医

師間で、連携を深めていくことが妊婦さんにとって安心した妊娠生活を送るために大切なことだと感じます。このよう

な関わりが、より安全に、そして産婦さんにとって満足度の高い分娩に繋がればと思います。  

 今後は病棟における超音波の学習会などを定期的に開催、出来るだけ多くのスタッフが幅広い知識を得られ、超音波

検査がより身近に感じられるように日頃からブラッシュアップに努めてまいります。 

  最後に、この研修を開催するにあたり講師の先生方始め多くの妊婦さんのご協力がありました。会場を、準備してく

ださった東北大学大学院 医学系研究科ウィメンズヘルス看護学分野 教授の吉沢豊予子先生のご協力にも感謝いたしま

す。 そして、宮城県助産師会の運営委員の皆様方のお陰で大変実りある研修となりましたことに、この場をお借りしま

して心より感謝申し上げます。  

指導してくださる 

星合哲郎先生 

川瀧元良先生 吉沢豊予子先生 
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石巻市委託事業 産前産後「心とからだのトータルケア」推進事業 「助産師による妊産婦相談」 
                                  Andante 開業助産師 小野直子  

 石巻市委託事業で、妊産婦相談を担当しています。1人2回まで無料で相談をお受けできるた

め、大変人気のある事業です。 

 相談の内容は、9割は母乳相談で、その他重複してスキンケアのご相談が増えています。 

2回の相談では解決しなかったり、以後も継続して経過を追った方がいいケースは、地区担当

の保健師に繋いだり、地域の母乳育児相談室や自分のお教室を紹介し、継続したケアが受けら

れるように配慮しています。 

 1時間個別相談ができるということは、ママたちにとってとても安心でき、私たち専門職に

とっても育児不安をもつ方や、トラブルがある方の手助けとなれるよい機会になっています。

相談後ホッとして帰っていくママたちを見ると、これからもこの事業が続くことを祈るととも

に、自分のスキルをさらに磨かなくてはと身が引き締まる思いです。  

   周産期避難所開設訓練が開催されました 
母乳育児相談室まんまはうす 武者文子 

 仙台市は平成28年4月20日「周産期福祉避難所の運営に関する協定」を市内の看護系学校、

東北大学病院、宮城県助産師会と締結しました。「周産期福祉避難所」とは、妊婦、産婦、及

び乳児を要配慮者と捉えて、その心身や生活上の特性をふまえ、適切な支援を行うことで、避

難生活下での健康維持など、災害時の母子の安心安全を確保することを目的として設置するも

のです。周産期福祉避難所での宮城県助産師会の役割は、妊産婦へのケアの実施です。 

 6月14日に第1回周産期福祉避難所設置訓練が実施されました。内容は情報伝達訓練、避難所

開設と助産師派遣訓練です。今回は仙台市医師会看護専門学校で実施されましたが、この事業

に参加するほとんどの看護大学や看護専門学校が参加し、マスコミの参加も多く、この事業へ

の関心の高さが窺えました。宮城県助産師会からは災害対策委員の青山氏、広報委員の山口氏

が派遣助産師として参加し、後藤会長と武者は訓練の様子を見守りました。実際に動いてみた

ことで仙台市の保健師が避難妊産婦の選定を行うはずが、保健師の参加がなかったり、連絡方

法の確認が必要だったり、様々な問題点がわかり、有事の時に支援をスムーズに行うための事

前の訓練の重要性を参加者全員で確認することができました。次回は東北福祉大で訓練予定で

す。関係機関が多く、何を誰が、どのように担当するのか、話を聞いたり、文章を読んだりし

ただけではなかなか理解が難しい事業のため、会員の皆さんが代わる代わる参加することで認

識が深くなると思いました。 

 災害派遣助産師の登録は当会のHPで常時受付しております。自分が被災した時には支援を受

ける側になりますが、そうでない場合は市民の皆様のお役に立つことができますので、みんな

で登録して事業への協力ができたらと思いました。 
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 みやぎ生協福祉活動助成金事業「いのちの授業」開催報告 
                               ささい助産院 笹井茉利 

 みやぎ生協福祉活動助成金の協力を得て7月17日、9月26日と小学校へ「い

のちの授業」を行なってきました。 

対象は4年生と6年生でしたので、講話の内容も聞き手に合わせて変えました

が受け取り方や反応も様々でうれしい感想などを頂きました。 

 6年生になると「生きているだけで100点」という言葉が印象に強く残り、

講話内容もしっかりと聞き、各々大切だと思うポイントを伝えてくれまし

た。 

 4年生は妊婦体験や抱っこなどの体験談の感想が多く聞かれました。 

普段何気なく生活に溶け込んでいる妊娠中の方の立場にたって体験するこ

と、下に妹や弟がいなければなかなか抱っこをする機会もない赤ちゃんの

抱っこ体験など照れたり戸惑ったりしながらも多くのことを感じてくれたよ

うでした。 

筆者 

笹井茉莉氏 

    仙台市思春期保健教育講演 開催報告 
助産院カイロLight Snow  山口 之雪 

 仙台市思春期保健教育講演のため大沢中学校に行ってまいりました。「大切な命だから」をテーマに、50分授業を行い

ました。1年生140名、保護者参加20名でした。 

 思春期の身体の特徴から注意点、赤ちゃんが生まれるまで～生まれてからの赤ちゃんの様子（みんながどうやって大き

くなったか）、思春期の心の変化から、多様性を認める社会についてと多岐にわたっての内容となりました。 

 講義終了後の会場から質問の中に、「思春期の自分とどう向き合えばよいか」という質問もあり、皆さん真剣に話を聞

いてくれていたんだなと思いました。これから大人になっていく子供たちが正しい知識を学び、様々なことを考える良い

きっかけになればよいと思います。 

～みやぎ子育て・女性健康支援センター 報告～ 
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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 

 災害時の会員の皆様の安否確認や緊

急連絡、研修案内など重要事項の連絡

に使用するため、登録をお願いしてお

ります。スマホ・PCからの登録の場合

は、下記QRコードから連絡先登録の

メールフォームへ必要事項をご入力く

ださい。 

＊登録された連絡先の運用

については、宮城県助産師

会HPよりご確認ください。 

連絡網メール登録を 

お願いします 

～これからの研修会の予定～ 

母乳育児シンポジウム 
 

「妊娠期から授乳期における栄養を学び、 

寄り添う支援を考える」 

     

   日時：平成31年2月16日(土)  

       13：00～16：10（受付12：30） 

     会場：宮城県医師会館  

      CLoCMiP®承認研修 
 

詳細はチラシをご確認ください。 

 

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月の第一火曜

日に安否確認訓練を行っております。平成31年2月5日(火）10時

に、宮城県で震度6の地震が発生したという想定で行います。災害

発生時は、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（サブリーダー）に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2018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31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31年1月26日(土)13時～15時予定 

                 （後日ご案内を送付します）  会費は毎年2月23日に指定の口座より引き落とし

になります。次年度の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（特に勤務先）に

は変更届を提出してください。お問い合わせは本

会HPの「お問い合わせ」ページからどうぞ。 

平成31年度会費引き落としについて 

リーダー・サブリーダー会議 

安否確認訓練について 

 今年は7年に一度の、北海道・東北地区研修会担当県でした。本会の活動

が周知され、助産師の活躍の場がますます広がることを願います。ご多忙の

中10月号の編集にご協力いただきました方々に感謝申し上げます。2月号も

よろしくお願いいたします。       広報委員 新沼映子 山口之雪 

～災害派遣助産師登録のお願い～ 

～理事募集中～ 

 宮城県助産師会では、一緒に活動してくださ

る、理事・役員を募集しております。 

 貴方の特技を生かして、宮城県助産師会をさら

に盛り上げましょう！ 

 助産師会は、平成28年4月20日 仙台市と『周産

期（妊産婦）福祉避難所への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「周産期（妊産婦）福祉避

難所」が開設され、仙台市より要請があった場合

には、妊産婦の心身のケアや母児への支援のため

に、宮城県助産師会から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。 

 登録・詳細の確認は、宮城県助産師会ＨＰをご

覧ください。 

～編集後記～ 

みやぎ開業助産師マップ連絡会 

H30年12月4日（火）13:30～ 

場所：シルバーセンター会議室 

参加会員：掲載者・掲載希望者 

万障繰り合わせの上ごご参加くだ

さい。（開催告知文書を同封して

おります） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536274526/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mcmFtZS1pbGx1c3QuY29tLz9wPTg5MDg-/RS=%5EADB4Pu50T4u0E83cQTnZEx823YMKsI-;_ylt=A2RCAw_dXpBbOR0AmSmU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1538368739/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYXRvbWUubmF2ZXIuanAvb2RhaS8yMTQzMDU0Njg3NzI0ODU4OTAx/RS=%5EADBp1aQrMqiokVyp4z6I.zuHYUSRUc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTQmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUW5fQTJ3T3pQdEVTU
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1536274560/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QuZG93bmxvYWQvYXJjaGl2ZXMvMTQ0NjI-/RS=%5EADBeZwlQzBjDb6CrKNdi41XnhuC214-;_ylt=A2RCA9z_XpBbVg4Ayg.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz

