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助産師会活動を助産力で更に充実させましょう！  ～巻頭言～ 会長 後藤美子 

年号が平成から令和の時代になり、気持ちも新たになりました。会員の皆様には、いかがお過ご

しでしょうか。日頃より、宮城県助産師会の活動へのご支援、ご協力有難うございます。 

平成31年4月20日に日立システムズホール仙台エッグホールにて、一般社団法人宮城県助産師会

第10回通常総会を開催致しました。出席者は103名（委任状を含む）でした。平成30年度の事業は滞

りなく終了したことを報告いたしました。目標を評価してみると「1．北海道・東北地区研修会を成

功させよう。」は参加者290名、「2．委託事業を滞りなく実施する。」は宮城県、仙台市、石巻市

の各事業は会員の皆様のご協力により滞りなく終了、「３．会員のレベルアップと資質向上」は会

員の研修会への参加率が上がり、いずれの目標も達成できたのではないかと思っています。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。 

審議事項の事業案、予算案も承認されました。審議事項の会費値上げの提案理由は、今後の事務

所借り上げ料の確保、委託事業の増加に伴う役員の事務等の負担の増大への手当の支給、みやぎ子

育て・女性健康支援センター電話相談の増加に伴う相談員の日当の増額です。会費値上げ案も満場

一致で可決され、来年度より3000円アップの8000円に決まりました。会員の皆様にはご理解のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

今年度の目標は「１．本会活動の更なる充実と委託事業の推進」「２．会員の更なるレベルアップを図り、母子や家族、女

性のニーズにこたえよう」「3．助産師の活動をアピールし実績を積み重ねていこう」と考えました。今年度も会員の皆様のよ

り一層のご支援とご協力をお願い致します。 

前回の機関紙でも報告しましたが「災害時助産活動に係る北海道・東北地区助産師会間の連携支援に関する協定」を平成31

年3月3日付けで締結致しました。会員の皆様には大規模災害時のご協力をお願い致します。（協定内容は総会資料を参照下さ

い）最後になりましたが、本会事業は会員の皆様による活動です。妊産婦・母子・女性の保健の向上のための活動を、会員の皆

様の助産力を発揮していただき、更に充実させていきたいと思います。本年度もご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  
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日本助産師会会長表彰 

伊藤朋子さん・小野由起子さんおめでとうございます！！ 
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会長賞にご推薦いただき、ありがとうございました。助産師会があるおかげ

で、助産師の仕事をさせていただけていると思っています。 

看護職の中でも助産師は少数派です。助産師同士、まとまっていくことが大

事です。 

令和の時代に求められる助産師をめざして、これからも精進します。 

小野由起子 

この度は宮城県助産師会より推挙いただき、第92回（公社）日本助

産師会通常総会の場にて「日本助産師会会長表彰」を受けて参りま

した事、後藤会長をはじめ会員の皆様に深く感謝申し上げます。 

助産師の業務に専念し、助産師会にも努力を惜しまず協力した、と

の文言が表彰状には書かれています。しかしながら、私自身の仕事

はまだまだ足りない事が沢山あり、ずっと修行中の身だと感じてお

ります。そうは言っても私の背中を見ている後輩も沢山いるのだ

な・・と、今回しみじみと感じました。これからも先輩方にご指導

を受けながら、後輩たちには受け継いだものをきちんと手渡せるよ

う、日々業務に励んでまいります。 

今後とも遠慮なく叱咤激励いただけますよう、どうぞよろしくお願

い致します。 

伊藤朋子 
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一般社団法人宮城県助産師会第10回 通常総会 

 平成31年4月20日(土)に、日立システムズホール仙台 エッグホールにて、一般社団法人宮城県助産師会第10回通常総会が行わ

れました。昨年度の事業報告と本年度の事業計画が審議・可決されました。 

 今年度も、教育研修事業、宮城県・仙台市・石巻市の委託事業、じょさんしフェスタと事業が多くあります。会員皆様のご協力

が不可欠です。随時ホームページやFacebook、Twitter、機関紙などで広報いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

「虐待予防のために助産師ができること」教育講演開催報告         ははこっこ助産院 加藤 道子 

 平成31年度宮城県助産師会通常総会が日立システムズホール仙台にて開催されました。午後からは、東北

大学病院精神科医菊地沙耶先生より、「虐待予防のために助産師ができること～虐待行動の背景・要因・心

理と、子供の発達への影響を学ぶ～」と題した教育講演がありました。早々に定員となり、会場いっぱいの

95名のご参加をいただきました。 

 昨今、幼い子供の虐待による痛ましい死亡事例が続いており、虐待が起ってからの対応について、多くの

論議がなされています。しかし、虐待は起こる前の予防が重要で、妊産婦一人一人が、安心し「妊娠・出

産・子育て」ができるよう、極め細やかな観察と対応が重要だといえるのではないでしょうか。 

 2018年12月に『成育基本法』が公布され、国及び地方自治体が、妊産婦の健康の保持及び増進に寄与するよう努め、妊娠期か

らの支援を実施することが欠かせないことを明言しています。また、社会的にも、妊産婦とその家族への切れ目ない支援の重要

性が認識されつつあります。 

 私たち助産師の役割も、「妊娠・出産・子育て」という一連の流れのその時々をケアするだけでなく、妊産婦と子供の心身の

健康を取り巻く、幅広い問題への「ゲートキーパー的役割」および「他職種との協働的な関わり」へと変わりつつあるといえま

す。そのような中で、今回の講義は大変興味深く、また今後の業務に活用すべき事柄が多く、大変参考

になりました。 

 現代社会は、様々なリスクや精神・心理面の多様化から、ケア・サポートする側もされる側も関わり

方が困難になってきています。講演の中で、先生は“子供の心身発達への影響は『基本的信頼感』が育

まれていないから…(『基本的信頼感』とは、「この人は絶対的に自分を守ってくれる人だ」という感

覚)”と話されていましたが、これは子供だけでなく、妊産婦を取り巻く状況にも言えるのではないで

しょうか。 

 私たちは、「助産師の助産師らしい目」で、妊産婦や子供たちを見守り、多機関・多職種が連携しな

がらそれぞれの専門性を駆使し、妊産婦も子供も孤立させないように寄り添い続けることが重要だと

実感しました。 菊地沙耶先生 
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2019年1月26日(土) 災害連絡網リーダー・サブリーダー会議開催報告      公立刈田病院 梶川里子  

2019年2月5日(火） 安否確認訓練実施報告           坂総合病院 大河内悠紀 

 平成最後の安否確認訓練が、2月5日に行われました。事前に行われたリーダー・サブリー

ダー会議では、訓練当日の流れを綿密に確認すると共に、周産期福祉避難所の運営と課題に

ついての報告がなされ、事例についてグループワークで討議しました。いざという時に効率よく活動するに

は、日頃から顔の見える関係性を作っていくことが重要だと学びました。私は、今回初めて塩釜グループの

サブリーダーを務めさせていただきましたが、助産師会の先輩方の個のレベルの高さにかなり刺激を受けま

した。活発に意見交換がなされ、多方面から意見が飛び交う中で、気が付くと話がすっとまとまっていく。

母子をいかに支えるか、助産師の専門性をいかに発揮するかというところにぶれがないのです。私自身、ア

ンテナをもっと高くし、知識もスキルも日々アップデート、レベルアップしていかねばならないと、ひしひ

しと感じました。 

当日は、後藤会長からの地震発生を知らせるメールと共に訓練が開始されました。安否確認訓練は、平成28年度よりトップダ

ウン方式となっています。メーリングリストにより、他のグループの進捗状況がどんどん入って来るので、いつしか競争心が芽

生え、スマホの着信音が鳴る度にドキドキしている自分がいました。どうしても連絡の付かないグループメンバーもおりました

が、メンバーの安否が確認されると、訓練ではありますがかなり安堵しました。起きて欲しくはないけれど、もし万が一災害が

起きてしまったならば、今回の訓練のように円滑に連絡が取り合えればと思います。 

東日本大震災の経験から学んだことを伝え続けていくこと、記憶を風化させないこと―それが、あの未曾有の大災害の渦中、

周産期の現場で母子を守ってきた私たち助産師の使命なのだと強く感じています。 

 仙台市との「周産期福祉避難所への助産師の派遣協力に関する協定」締結後の運用の説明と宮城

県助産師会の取り組みとして、周産期福祉避難所設置訓練の報告がありました。その中で助産師に

求められる地域でのケアの視点、役割について話がありました。その報告を聴いて感じたことは、

周産期福祉避難所に避難する人の状態や背景は多岐にわたり健康状態、家族構成、家族の支援体制

などの情報を整理し、助産師は優先順位、安全、安楽、安心などを意識し、日常の助産師力を一層

柔軟に発揮していく必要があるという事でした。 

 報告の後、4グループに分かれてグループワークを行いました。事例について、派遣助産師として

周産期福祉避難所での活動することをイメージしながら、各グループで話し合いました。具体的な

事例から、派遣助産師の役割を参加者で考えました。助産師は助産師のケアに集中し、その他は保

健師等、被災妊産褥婦に関わる関係各所に相談していくなど、すべてを判断し決定しなくてよいこ

とを確認できて安心しました。周産期福祉避難所退所後は、派遣助産師から移動先に情報をきちんと提供するという共通した意見

も出されました。周産期福祉避難所で助産師のケアを受けながら安心して過ごせることは、その後の妊産褥婦の生活していく力を

充電できる場になると思いました。 

 私は蔵王山御釜の噴火の問題を身近に感じています。そして、近

年は大災害が全国各地で起こっています。東日本大震災を経験した

私たち助産師は、いつ起こるかわからない災害時に被災妊産褥婦に

どう寄り添い、そしてどうケアしていくべきかを考えていかなけれ

ばならないと思いました。 

 最後に、毎年2月に行われている「安否確認訓練」ではグループメ

ンバーと電話やメール以外での関わりが少ないので、研修会などで

グループメンバーに会う機会があれば直接コミュニケーションを取

り、よりスムーズな安否確認が行えればよいと思いました。  

リーダー・サブリーダの皆様 
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2019年2月16日(土） 母乳育児シンポジウム開催報告     多賀城市役所 佐々木愛里 

 平成31年2月16日(土)に、宮城県医師会館で行われました、母乳育児シンポジウムに参加しました。みやぎ

母乳育児をすすめる会理事長上原茂樹先生と、東北大学病院管理栄養室副室長の稲村なお子先生のご講演を

いただきました。また「母乳育児の現状と問題点」というテーマで、シンポジウムが行われました。シンポ

ジストは佐藤祥子先生、武者文子先生でした。 

 特に、上原先生の「母乳育児成功のための10ヶ条」の改訂についてのお話を聞いた時は、正直ホッとしま

した。もちろん助産師として多くのお母さんに母乳をすすめていきたいです。でも「補足や混合栄養は悪く

はない」という考え方に救われるお母さんは、たくさんいると思います。気をラクに母乳育児を楽しめるこ

と、おっぱいを飲んでもらうことが嬉しい、と思えるような関わりをしていきたいと思いました。 

 また、支援者側も、支援を受ける側も、物の受け止め方、思考、行動、知識において、“人は千差万別”

だから、“人によってオーダーメイドのその人に合った支援”が必要とのお話しに、とても納得しました。 

 母乳育児支援の2つの要素、マニュアルによる支援（ハードサポート）と、マニュアルに載っていない支援（ソフトサポート）で

は、66％のお母さんに、ソフトサポートが必要だそうです。助産師だからできる、ひとりひとりのお母さんの気持ちに寄り添った支

援の必要性を、改めて感じました。 

 稲村先生のお話しでは、栄養素の付加量や、何をどれだけどのように食べればよいかの伝え方について学びました。栄養素の付加

量や、母体合併症（妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病など）がある方への食事については、自分の中で曖昧な部分があったことがわか

り、大変勉強になりました。 

 普段、主に保健師と仕事をしているため、今回助産師の皆さんの中で勉強することができ、とてもパワーをいただいた気がしてい

ます。母乳育児が、ボンディング形成に大事な役割を果たすこと、抑うつを減らすことなど、改めて、一緒に働く他職種の人達にも

伝えたいと思いました。  

上原茂樹先生 

稲村なお子先生 佐藤祥子 

武者文子 
新田みつ子 

会場いっぱいの参加者 多くの質問が飛び交いました 

    仙台市委託事業 せんだい助産師サロン        せんだい助産師サロン担当代表 根本靖子  

 昨年度から仙台市の委託事業としてスタートした「せんだい助産師サロン」ですが、好評により今年度はのびす

く全館5か所にて年10～12回、全53回に事業拡大し、実施されることになりました。生後2～4ヵ月の母子を対象と

し、簡単なふれあい遊びを楽しんだ後、体重測定や育児相談をしています。出産後2人での初めてのおでかけ先と

してサロンにご参加くださる方も多くみられます。またサロン参加がのびすく利用のきっかけになる方も多く、産

後早期からののびすく利用者が増えてきているそうです。 

 参加者の中にはのびすく子育てコーディネーター（NOKOCO）へ継続支援につながるケースや各区の家庭健康課と

の情報共有が必要と思われるケースもあり、切れ目のない産前産後の育児支援の一助となりつつあるようです。 

 育児相談では発育、発達、生活リズム、スキンケア、離乳食などについての質問が多く聞かれます。母親同士が

悩みを共有することで、悩んでいたのは自分だけではなかったとわかり安心した、というご感想も多く、交流の場としても大きな役

割を担っております。母親同士の交流が深まるようのびすく担当者と共にサロン運営を心がけていきます。講師募集の際には、会員

の皆様のご協力をお願いいたします。 
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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 」     
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 石巻市委託事業 妊産婦相談は、毎週火曜日に1日4名（1人1時間）の完全予約 

制です。主な相談内容は母乳不足ではないか、飲ませ方がうまくいかない、ミル 

クの増やし方がわからない、断乳したい、離乳食の進め方などよくある相談内容がほとんどです。 

 しかしその相談の裏には、生活の不安定さ、嫁姑関係、夫との関係、親戚づきあい、子どもへの過度な心配、

自分自身の自信のなさ、発達の問題などがあり、様々な方面から情報を集めてどう考えるか、とても難しいと感

じることがあります。１時間の相談時間の中で、主な相談内容から裏に隠された不安や行き詰まりにたどり着

き、お話を伺うだけでも表情が明るくなり、「話できてよかったです」と言ってもらえることもあります。１時

間では解決できることの方が少ないのですが、やはりケアの真髄「傾聴」というものは本当に大切だと、ひしひ

し感じています。しかしもう一歩踏み込んでケアにつなげていければ・・と思い、こういったケースは、その後

もフォローしていけるように市役所の担当者に伝えていますが、私たち助産師もメンタルヘルスケアをもっともっと勉強していく必要

があると感じています。 

 CLoCMiP®レベルⅢ更新に際しての、ウィメンズヘルスケアの研修が増えてきています。研修に参加し、知識を得て、日々の業務に役

立てていきたいと思います。  

～石巻市委託事業～ 

2019年3月9日(土)16日(土)  平成30年度 子育てパパ育成事業「パパ講座」   

 昨年度までは“イクメン講座”として市役所・企業など集団での講座でしたが、今年度はパパ講座と形を変え、パ

パと体操・クッキング・講話など全4講座開催されました。助産師会は第3・4講座を担当、宮城大学塩野悦子先生と

サポート助産師2名で行ってきました。 

 第3講座は『パパの出産準備～備えあれば憂いなし～』で初めてパパになる方が2人と三人目のパパが1人の参加で

した。“親になるってどんなこと？”というワークでは、コミュニケーションをとること・自分のためではなく子供

のために時間を使うので時間の使い方が変わること・守るものができたなどが挙げられ、2人のパパは育ってきた家

庭環境・家族関係では得られなかった事を新しい家庭の形にする努力をされていました。 

 妊娠期・出産期の夫の役割・妻と赤ちゃんの付き合い方を学びました。現在、妊娠中の奥様のサポートを皆さんさ

れているようですが、実際に妊婦ジャケット体験をして動いてみて、思った以上に大変なことを体感していました。お産の寸劇は、

実際に育児体験をしているパパに産婦役になっていただきました。また、2回の出産に立ち会われた体験からどのようなサポートをし

たか話してもらいました。夫立ち合い出産の満足度を高めるための3要素①夫の姿勢(落ち着き・分娩の理解・妻を1人いしない)②夫

の技術(的を得たケア・基本的ニーズ)③夫の言動(必要以上の言葉は言わない・産婦へのねぎらい)を塩野先生からアドバイスをいた

だきました。 

 第4講座は『ママの気持ちパパの気持ち～オトコとオンナのすれ違いの思考～』で3組のご

夫婦の参加でした。男女の考え方の違いを学び、男女は100％は分かり合えない者同士なの

ですがうまくいくための秘訣として、“産後クライシス予防プログラム”の提案があり、マ

マは夫の子どもの世話ゲート・パパは妻の負担軽減ゲートをあけることを学びました。 

 赤ちゃんが生まれてからの生活に備えて今回新しい『チームDE育児』の提案がありまし

た。ワンオペ育児からの脱却・夫の積極的な育児参加等を目的としたもので、パパ・ママそ

れぞれが自分の育児チームを作る提案です。専門家だけではなく参加のパパママに関わりの

ある身近な人も含めて、自分の育児チームに入ってほしい人に自分から声をかけスカウトし

に行く方法です。パパ・ママそれぞれの育児チームを作るのが宿題となりました。 

 今回初めて少人数でパパだけの座談会がありました。深い話も聞くことができ、このよう

な男性を対象とした講座の必要性を感じました。  

塩野悦子先生 

Andante  開業助産師 小野直子 

あべクリニック産科婦人科 小田嶋清美  
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みやぎ生協 マタニティ職員研修 開催報告              森のおひさま助産院 小野由起子  

～みやぎ子育て・女性健康支援センター～ 

 平成30年4月からみやぎ生協の研修の一環としてマタニティー研修を行っています。 

 目的は、みやぎ生協の共同購入運営において、子育て世代への対応を学び現場での

対応力や会話力を高め、人材の育成と共同購入メンバーの増加を図る、というもので

す。 

 研修では、まず助産師から妊産婦の身体的・精神的特徴をお話したのち、実際に沐

浴人形や妊婦体験ジャケットなどを使用してロールプレイングを行なっています。新

入社員を対象とした研修と、中堅の管理職の方を対象とした研修をそれぞれ行いまし

た。みなさん興味を持って聞いてくださり、ロールプレイングにも真剣に取り組んで

くださる姿勢にこちらも楽しみながら講義を行うことができました。 

 少子化・多様性と言った社会的背景の中で、子育て世代に関わるそれぞれの職種が

協力して子育て世代を支えていく事は重要なことと思います。私たち助産師はその意

義が職員研修参加の皆様に知っていただけるよう今後ともお手伝いしていければと

思っております。 

 後藤会長からの勧めで研修を引き受けさせていただきましたが、私自身にも貴重な

体験となりました。ありがとうございました。  

小野由起子 

   2019年3月23日(土)アカチャンホンポ「マタニティースクール」開催報告 

助産院カイロLightSnow 山口之雪 

 新年度、アカチャンホンポ「マタニティースクール」が、3月から始まりまし

た。毎回満員の25組のプレママ・パパ参加のイベントですが、今回も満員でし

た。佐藤由美子・佐藤真理子・山口で行ってまいりました。 

 核家族になって60年以上の現代日本、「産後うつ」「児童虐待」「ネグレク

ト」様々な問題が浮き彫りになっています。身近で育児をしている家族と接する

機会がない中、出産育児を迎えるプレママ・パパにとって、赤ちゃんを迎えると

いう事が想像できずにいる現実を毎回目の当たりにしています。 

 参加の夫婦はとても真剣に講話・沐浴体験に取り組んでいます。ジェンダー社

会は過去のものと考えなければならない現代日本だと思います。一緒に育児・家

事を出来るしていくという考えが普通になるように「マタニティースクール」を

続けていきたいと思いました。日本の沐浴文化は、夫婦が育児に向かう時に一緒

に取り組める良いツールだなと思います。 

 今年度も、プレママ・パパが産後を乗り切れるそして役立つ、スクールにして

いきたいと思います。 

山口之雪 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559164731/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlZi50b3R0b3JpLmxnLmpwLzE5NDEwMi5odG0-/RS=%5EADBWQvRdIc2VjkGyVPJDAh_0EmxR4g-;_ylt=A2Rivc67pe1cSWEA7w2U3uV7
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2019年5月22日(水）23日(木) ママサポートタクシードライバー研修会 

仙台ソレイユ母子クリニック 成田 美奈子  

 令和元年5月22日、23日の2日間にわたり、太白区にある日交タクシーでドライバー研修

会が行われました。日交タクシーでは、以前より陣痛タクシーを導入しています。この研

修を受講し陣痛やお産の始まりを学習し、妊産婦に配慮のできるドライバーが、事前登録

した妊婦を電話1本でかかりつけの病院まで送迎してくれるサービスです。妊産婦やその

家族への認知度も高くなり、妊娠後期になると事前登録済みの妊婦が増えてきたように感

じます。 

 私は、今回で3回目の参加でした。毎回、熱心に研修に参加して下さるので、今回も楽

しみに臨みました。妊婦体験では、妊婦体験ジャケット8キロの実際の重さより、ほとん

どの方が重いと感じたようでした。実際に車への乗り降りも体験し、どうしたら妊婦さん

が楽なのか真剣に考えて参加していました。 

 ロールプレイングでは、妊婦への声掛け、距離の取り方、荷物を持つ配慮など、ひとり

一人緊張しながらも一生懸命対応している姿が印象的でした。さらに妊婦役の石澤佳奈氏

のリアルな妊婦役で、より一層緊迫した場面での対応が学べて、真剣な中にも笑いありの

楽しい研修になったと思います。 

 研修後のドライバーの感想にも、「以前受けたが、今回も参加して良かった」「妊産婦

さんにあたたかい対応を心掛けたいと思った」「沢山出血していたら救急車を呼んでいい

ことを初めて知った」など学びや意識向上につながったようで良かったです。実際の場面

で、妊産婦が安心して乗車できるように生かしていってほしいです。また私たち助産師か

らも積極的に陣痛タクシーの情報提

供していきたいなと思いました。 

 今回、このような研修に助産師と

して関わる機会を頂きありがとうご

ざいました。 

成田美奈子 

5月23日担当 講師陣 

22日担当 講師陣 取材もありました 

2019年5月24日(金)25日(土) 公益社団法人日本助産師会第92回通常総会・第75回日本助産学会報告 

ほんだ母乳育児相談室 本田由美 

 令和元年5月24、25日に、栃木県小山市で、「公益社団法人日本助産師会第92回通常総

会」「第75回日本助産師学会」が開催されました。会場となった小山市は、「開運のま

ち」とのことです。会場では、栃木県助産師会の皆様が、2010年世界ユネスコ無形文化

遺産に登録された「本場結城紬」のシックな着物姿で出迎えてくださいました。 

 総会では、山本詩子会長が退任され、新会長に島田真理恵前副会長が任命されまし

た。宮城県からは伊藤朋子・小野由起子が会長表彰を受賞致しました。また、後藤会長

が北海道・東北地区理事を6年間勤めあげ、満期で退任されました。会場から沢山の拍手

の中、凛と佇んでいる会長の姿を誇らしく感じました。日本助産師会と各県連携の強化

や分娩介助研修の要望などがフロアから出ていました。 

 学会は「複雑化する母子と家族を支える助産師力」というテーマのもとに、医師・行

政との連携や包括的な支援、心のケアなどの講演やシンポジウムが展開されました。 

 ポスターセッションに、宮城県助産師会から、災害対策委員の青山幸恵が「『周産期

福祉避難所への助産師の派遣協力に関する協定』に基づく避難所設置・助産師派遣訓練

からの報告」を発表しました。短い時間にもかかわらず充実した内容で、大変熱心に聞

かれる方が多く、大きな人だかりができました。また、発表後も質問が多く寄せられ

て、青山が対応に追われました。また、他ブースでは日本助産師会 助産所部会の「分娩を取り扱わなくなった助産所についての現状報

告」を宮城県助産師会早坂ひかりが発表致しました。  

懇親会は、円卓の席を会場入り口でくじ引きで決めるという、ドキドキした始まり

でしたが、いろいろな県の助産師と親睦を深めることが出来ました。来年度の開催県

は愛媛県ということで、「みきゃんちゃん」も飛行機に乗ってPRのために駆けつけ、

来年への期待を盛り上げていました。 

来年度は愛媛県開催です。会員の皆様のご参加をお待ちしております。  

本田由美 

青山幸恵 
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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 

～これからの研修予定～ 

令和元年度 （公社）日本助産師会  

北海道・東北地区研修会 
 日時：令和元年9月7日(土)・9月8日(日) 

 会場：山形県国際ホテル(山形市) 

 メインテーマ：令和 助産師革命！ 

  ―産み、育てる愛に寄り添う助産師― 
＊日本助産師会機関誌に申し込みチラシが同封されます。 

【ライフスキル講演】 

（CLoCMiP®レベルⅢ 

ウィメンズヘルスケア区分対象研修） 

 

性の事を含む大切で正確な知識をどのように伝える

ことがよりベターなのか、子どもたちへ、子どもた

ちに関わる人へ 
  

 日時：令和元年7月20日(土)  

   10：00～12：00（受付9：30） 

 会場：東京エレクトロンホール宮城  

    中会議室 

 講師：日本思春期学会理事  

     岩手県二戸病院産婦人科科長  

          秋元義弘氏 

           

【周産期の倫理に関する研修】 

（CLoCMiP®レベルⅢステップアップ承認研修） 

 

  講義1：周産期の倫理 
講師：佐藤喜根子氏（仙台赤門短期大学教授） 

 

  講義2：陣痛促進剤被害と医療倫理 

～薬害・医療事故の再発防止を求めて～ 

講師：勝村久司氏 

（産科医療補償制度再発防止委員会委員・ 

全国薬害被害者団体連絡協議会 副代表世話人） 

 

 日時：令和元年11月2日(土) 13：00～16：00（受付12：30） 

 会場：宮城県医師会館 大手町ホール 

 申し込み：宮城県助産師会ＨＰ・チラシ(後日送付)参照  

 今年も 

“じょさんしフェスタ in みやぎ 2019” 
を開催します！！ 

 

  日時：令和元年9月23日(月・祝） 

  会場：たいはっくる（太白区中央市民センター） 

 
 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おります。 

 皆で協力して今年も成功させましょう！ 

 

 申し込み：宮城県助産師会ＨＰの申し込みフォームから 

     お願いいたします！ 

 

たくさんの方の 
ご協力をお待ちしております！！ 

～じょさんしフェスタスタッフ募集～ 

～お知らせ～ 

 令和元年の宮城県助産師会も活動を開始しました。会員それぞれが各地

区で活躍しています。お忙しい中、6月号にご協力いただきありがとうご

ざいました。これからも皆さんの活動を本紙でお伝えしていきます。よろ

しくお願いいたします。         

広報委員 新沼映子・山口之雪  

編集後記 

体験講座が盛りだくさん！！ 

 スキルを活かして参加しませんか？ 

 

 ○赤ちゃん沐浴体験 

 ○ハンドマッサージ体験 

 ○赤ちゃんの着替えとオムツ交換 

 ○育児相談・体重測定 

 

「いのちの授業」や「産後クライシス」 

「スキンケア」などの講話も予定しています！ 
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