
宮城県助産師会のロゴマーク 

宮城県助産師会だより 

一般社団法人宮城県助産師会 

  令和元年8月24日 仙台市医師会館にて、第6回こども医学講座  (第555回市民医学講座)  命の

お話「知ろう命の大切さ  学ぼう命のつながり」と題して、かわむらこどもクリニックの川村和久

先生、公立刈田総合病院の松原雄先生と講演をさせて頂きました。平成30年度から仙台市学校保健

協議会の委員として、川村先生、松原先生と共に出前講座で職種の特徴を生かした活動をしており

ます。 

  当日は、小学校4年生から中学校２年生が対象でしたが、保護者の方も参加してくださいまし

た。川村先生は、小学生に向けて「赤ちゃんはどこからくるの？」「みんなどうやって産まれてき

たの？」とクイズ形式から、男女の身体の変化、いのちのつながりについてお話さ

れました。松原先生は、司会として会をまとめてくださいました。 

 私は、助産師からのメッセージとして、大切ないのちの中学生向けのスライドで講演いたしまし

た。思春期の発達課題、自己肯定感、あなたが産まれたとき、子育てについて、思春期のこころ、

男女の身体の変化、中学生の生活、法律、デートDV。大人に甘える。大人に大切にされる。今は守

られて、そしていつかは守る大人になっていく。自分らしさを大切に。生きているだけで100点さを

結びの言葉といたしました。 

  今後も、大切ないのちについて学び続けます。 

 そして、助産師会の皆さまと共に伝えてまいります。  

澄み切った青空と心地よい風に季節の移ろいを感じる季節となりました。宮城県助産師会

会員の皆さま、いかがお過ごしでしょうか？ 

日頃より、本会活動にご支援、ご協力をいただき有難うございます。令和元年度の事業は

会員の皆さまのご協力により、滞りなく進んでおります。 

9月23日に開催されました「第７回じょさんしフェスタinみやぎ2019」は台風接近であい

にくの天気でしたが、盛会に終える事ができました。協力会員の皆様のおかげとあらためて

感謝申し上げます。 

さて、9月6日の北海道・東北地区懇談会での日本助産師会副会長の報告で働き方改革法の

実施に伴い、高水準のチーム医療の推進が求められ、病院・診療所の助産師には助産外来や院内助産の担当を求

められる方向にあるそうです。（もともとは開業権のある助産師が助産所で実施している業務ですが・・）ロー

リスクの妊婦健診とローリスク分娩を助産師にという事です（タスクシフト）。業務を委譲された時、助産師が

自信を持って引き受けられるよう助産診断技術・分娩介助技術を更に磨かなければならないと実感して参りまし

た。会員の皆様には改めて自己研鑽に務めて頂き、アドバンス助産師の認定は受けておくことをお勧めしたいと

思います。 

秋の深まりと共に秋の花々が見られるようになりました。秋の七草ってどんな花かなと調べてみました。秋の

七草は薬用等実用的なものだそうですが、花ことば（一部）も調べてみました。 

萩の花；思案、柔軟な精神、尾花；生命力、心が通じる、葛花；活力、芯の強さ、撫子の花；才能、大胆、女

郎花；親切、約束を守る、藤袴；躊躇、思いやり、桔梗；誠実、優しい温かさとのことです。 

私たちが日ごろ心がけなければならないような花言葉でした。日々、忙しさにまぎれて、忘れがちな事はあり

ませんか？ 

 

                    

 

   

 

  

                

 たまには、澄み切った秋の空と足元の草花にも目を向けて見ませんか。 

 最後になりましたが、会員の皆さまのご健康とご活躍をお祈りすると共に、助産師会活動に更なるご支援・

ご協力をお願い申し上げます。 

会長 後藤美子 
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＜開会式＞ 

後藤代表理事挨拶。歯科医師

会や協賛企業のスタッフと 71

名の助産師・学生ボランティア

スタッフが集結。盛会を目指し

一致団結 

今年は、沐浴・着替え体験に、泡コーナーが 

でき36名が訪れました 

沐浴体験に22名・着替え体験に12名 

合計70名が参加しました！ 

130名が訪れ、歯科医師・歯科衛生士 

に相談できました 

総数288名の大人と137名の子どもが参加 

案内・アンケート配布と大忙し 

ふわっふわの泡で 

洗います 

じょさんしフェスタ実行委員長 武者文子 

昨年に引き続き、今年も総指揮をさせていただきました。 

じょさんしフェスタの目的は妊娠・出産・育児・思春期・更年期など女性の一生を通してあらゆる場

面で健康支援を行う助産師の活動内容を紹介し、身近な相談相手であることを一般の方に知ってもらう

こと。安心した子育てができるための情報提供を行うことです。 

今年もたくさんの施設から60名以上助産師の参加があり、助産師同士の交流を深めることができ、看

護学生や助産師学生の参加もあり次世代教育につなげることもできました。そして、子育て世代への

サービスにつながる企業からの協力も増え、実りのある事業になりました。テレビ局2社がイベントの

様子をニュースにして紹介してくださり、世間に広くイベントの様子を知っていただくこともできまし

た。 

大きなイベントは企画・調整・運営の苦労もありますが、リーダーの皆さんをはじめとして助産師の

皆さんが期待以上にとても感じよく、楽しそうに接している様子をみて、参加された方々からも「とて

もよかった、ためになった、楽しかった、また来たい」と感想をいただきこの事業にかかわらせて

頂いたことを光栄に思いました。来年は令和2年9月19日（土）に計画しています。今から

皆さんの手帳に記載していただき、来年も参加していただけたら嬉しいです。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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97名が来室。パパも熱心に相談していました 

18組40名が参加 

見守りスタッフの皆様お疲れ様でした！ 

15組35名が一緒に体を動かしました 

小田嶋清美 

毎年大人気！！すぐに満席に 

70名がマッサージを受けました 

15組28名が参加。気持ちよく汗をかきました 

毎回大人気のスキンケア講座 

今年は70名が参加。関心の高さが伺えます 

山口之雪 

高橋育子氏 

＜講座と質疑応答＞  

講座は2回開催。いずれもほぼ満席！！ 

＜抱っこ体験＞112人の参加者 夫婦での参加が多く、抱っこ・おんぶの体験や個別相談をしました 

なんと 

200名を測定！！ 
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＜カップルのための親になる備え＞ 

＜1回目：10：30～コース  ベビーマッサージ＞ 

22名が参加。赤ちゃんもママ・パパもリラックス！ 

＜マタニティヨガ＞ 

お昼の時間にも関わらず19名が参加 

34名が参加。実際の心音を聞くコーナーもあり、いのちについて考えました 

30名が参加 

展示ホール最後のイベントを楽しく締めくくりました 

＜和室受付スタッフ＞ 

小野直子 

＜2回目：14：00～コース ベビーマッサージ＞ 

24組が参加。ふれあいを楽しみました 

岩佐あけみ 

男性・女性それぞれの妊娠力について 

最新の知識が満載！24名が参加しました 

新田理事より、各ブースの来場者

数の報告、挨拶 

皆様のご協力で無事にフェスタを

終えることが出来ました 

ご尽力に感謝！！ 

阿部美喜 塩野悦子 

31名が参加。“産後クライシス”や“チーム

DE育児”について考えました 

＜妊娠力と年齢の話＞ 

＜明るく楽しく骨盤底筋体操＞ 
 来年のじょさんしフェスタは 

令和2年9月19日(土）です 

ご協力をお願いします！ 

＜閉会式＞ 

栗村美保 

宮本由美子 
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 石巻市委託事業 助産師による妊産婦相談は、健康推進課の保健師と連携し、ほんだ母乳育児相

談室の本田由美助産師、Andante小野直子助産師と私の３人で担当しています。 

 毎週火曜日に石巻市役所2階の授乳室とベビースマイル石巻（マタニティ・子育てひろば「スマイ

ル」）の２か所で行っています。個別育児相談ができるよう１名１時間予約制です。 

 相談内容は、母乳に関することが多いですが離乳食や子どもの皮膚ケアも最近増えてきていま

す。情報が多い社会となり、不安や混乱を招いてしまうことも多いようです。ゆっくりと助産師と

話ができることで、個々に合わせた対応が可能になるため、利用した方々からは、喜びの言葉を頂

いています。今後も多くの方に利用して頂きたい重要な事業だと思います。 

 利用にあたり、1人2回までと制限があるため、もっと回数増やしてほしいとも思います。また、

石巻市のこのような事業が他市町村でも、行われるとよいと思います。 

 私は、平成28年6月より『有希●助産院●』を開業しております。“お母さんと赤ちゃんの笑顔のために”をモッ

トーとしている堤式乳房マッサージ法でマッサージを行います。地域のお母さんや赤ちゃんその家族が安心し母乳育

児をできるようサポートしていきたいです。 

のびすく宮城野 のびすく若林 のびすく仙台 のびすく長町南 

 昨今、産後ケアの大切さが再認識され、仙台市でも今年1月から産後ケア事業が開始されました。そ

のような中、「せんだい助産師サロン」（以下、助産師サロン）も宮城県助産師会が仙台市より委託さ

れ、2018年6月より開始された産前産後サポート事業です。対象は生後4ヶ月までの乳児で、助産師によ

る相談支援と母親同士の交流を深めることが事業の目的とされています。 

 私は今年度からのびすく泉中央での助産師サロンのメイン講師を務めています。こちらでは、元々助

産師サロンが行われる以前から「こあらっこ」という育児クラスが開催されていた経緯があるため、の

びすくスタッフも大変協力的で、サロンに参加される親子へのその後のサポートも手厚いです。月に1

回、10組の親子を対象に、体重測定、ふれあい遊び、腹ばい・抱っこの練習・遊びを約30分かけて実施

しています。そして、のびすくスタッフより育児情報などの紹介があり、その後約45分間、グループで

育児相談の時間を設けています。 

 サロン後のアンケートでは毎回満足度は高く、「赤ちゃん向けの歌などを聞ける機会がなかなかないので良いふれあ

いの時間になった」「ふれあい遊びは家でもやってみたい」「気になっていたことをいろいろ相談できた、参考になっ

た、共有できた」「同じ月齢の赤ちゃんやママたちと触れ合うことができた」という感想を多くいただきます。 

 産後2～4ヶ月の頃は、授乳や沐浴、おむつ交換など、たくさんの育児技術を獲得し、ようやく児との生活にも慣れて

きた頃です。生後すぐの頃とは異なる、日常生活の中で生じるちょっとした疑問、初めて児とともに外の世界へ出てい

く時の不安など、この時期特有の母たちの気持ちに寄り添い、話を聞き、「がんばっているね」「だいじょうぶだよ」

という想いを伝えることを大切にしています。自分以外の親子と交流するこ

とで、「自分だけじゃないんだ」「他の赤ちゃんはすごくかわいい」という

声や、お互いの子を「かわいい」と言い合う様子を見ると、このような機会

をこの時期に提供することはとても有意義だと感じます。 

 今後も、普段の生活の中で取り入れやすいふれあい遊びを紹介し、児と積

極的に触れ合うことを大切にしてもらうことと、助産師は産後も気軽に相談

できる存在であることを伝え、助産師サロンを通して産後のケアをつなげて

いく一端を担っていきたいと思います。 

のびすく泉中央 



 日本思春期学会理事の秋元義弘先生より「性のこと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」と言う、とても感慨深いテーマのもと

に講演会が開催されました。 

 秋元先生は、“正確な知識”を子どもたちに、家庭に“いつ”“どのように”伝えていくのかがとて

も大切だと話します。その為には性被害を引き起こす要因（10代の人工妊娠中絶・出産数の推移、性感

染症の増加、避妊の噂話・勘違い、コミュニティサイトでの事件、虐待とメンタルヘルスなど）を、思

春期教育に携わる人や子どもたちに関わる人が正確に把握し、現状と地域に合わせた導きが重要である

と話されていました。また、学校の指導方針に沿う思春期教育が子どもたちには生かされた教育である

のか？ 

 秋元先生は、性教育を受けた子どもたちの声も吸い上げ、「命」を感じ取ることができるようにするために、小学５・

６年生には院内見学で赤ちゃん見学を、中学３年生には、実際にエコー（３D）画像や胎動を感じてもらう、赤ちゃんを

抱っこしてもらう等の生命に直結した授業に取り組んでいるそうです。 

 自分で感じる！自分たちで感じとり、自分たちで考える！場を与えることが生き抜く力を身につけていけることにつ

なっがていける導きを、私たち助産師も学校のみならず、子どもたちが関わる機関との連携を視野に入れた活動にも取り

組んでいかなくてならないのだと思いました。先ずは、自分でできる身近な所から活動をスタートさせたいと思います。 

 この度、青葉区で出張専門「ちさか助産院」を開院いたしました。母乳・育児相談、産後ケア、離乳食など家族みんな

が笑顔で暮らせるよう支援していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。  
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秋元義弘先生 

おおいずみ助産院 大泉智子 

 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。  

 今回東北文化学園大学で開催された訓練に初めて訓練に参加させていただきました。私個人として

は、東日本大震災で実際勤務中に被災し、暗やみの中で、出産間もない産婦や新生児と共に過ごした経

験があったので、今回のブラックアウトの状態での訓練とリンクする部分がありました。 

 避難者の方は普通の精神状態ではないので、私達助産師は冷静な判断力と強い精神力も必要だと感じました。 

 また、妊産婦が、避難生活の中にも安心して過ごせる環境を作る事が大切だと思います。災害はいつ起こるか分かりませ

ん。いざというときに、しっかり行動できるよう今回の訓練を忘れずに活かしていきたいと思

います。 
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令和元年9月7日8日、山形市において、北海道・東北地区研修会が行われまし

た。助産師の参加総数は276名（公開講座として70名の母子が参加）でした。 

 私は、宮城県立こども病院 室月淳先生の“ドラマ「コウノドリ」でみなに伝

えたかったこと”を聴講いたしました。室月先生は、コミック「コウノドリ」の

ストーリーづくりにかかわっておられ、その中で「死産のケア」「出生前診断/

NIPT」「胎児疾患と遺伝カウンセリング」といったエピソードがドラマの中に採

用されているそうです。 

 ドラマの第１シーズン第5話「長期入院 ママがあなたにできること」では、切

迫早産の長期入院中に突然に胎児死亡をおこし、告知と誘発による自然死産、

「祈りの部屋」でのお見送りまでが描かれています。プロデューサーや脚本家の

他、美術スタッフも来院し取材され、死産に対するこども病院の対応をモデルに

ドラマがつくられているそうです。 

 第２シーズン第11～最終話「出生前診断 家族を作るというこ

と」は出生前診断、とくにNIPTをテーマとして取り上げられ、作成

に関わられました。第１シーズン最終話で「死戦期帝王切開」がと

りあげられたため、死戦期帝王切開が医療のなかだけでなく社会的

にも認知されたのも大きな成果だと話されていました。 

 講義を通して、室月先生が日頃より患者家族に寄り添い、ともに

命と向き合っていらっしゃる様子が、そのままドラマに表現されて

いるのだと感じました。会場は一般来場者を含め満員で、時折すす

り泣く声も聞こえ、とても意味深い時間が過ごせたと思います。 

（北海道・東北地区研修会抄録集より、一部抜粋させていただいて

おります）  

早坂ひかり 

 助産師会の皆様、はじめまして、東北大学大学院医学系研究科 ウィメンズヘルス・周産期看護学

分野で助教をしております、武石陽子と申します。この度、助産師会教育委員として活動することに

なりました。 

 私は、大学から仙台で、東北大学（学生）、東北大学病院、そしてまた東北大学（教員）と狭い世

界しか知らない未熟者です。もちろん、助産実習や大学院時代のアルバイト、研究のご依頼など、仙

台市内の個人病院のスタッフの皆様にも、大変お世話になっております。 

 この度、教育委員として活動することに至ったきっかけは、臨床経験も浅い私が、未来の助産師・

看護師になる学生のみなさんに何を教えることが大切か、また、病院でお産がとれなくても何かお母

さんたちや赤ちゃん、子どもがいるご家族のためにできることはないかと考えたためです。保健師の

先輩や助産師の同僚などから話を聞いても、お母さんやご家族のメンタルの問題や虐待など課題は山

積みで、現場はすでに120%の力を出して対応している状況です。“切れ目のない支援”が叫ばれてい

る今、微力ではありますが、助産師職能を少しでもこのような支援の充実に活かせるよう、研修の充

実を図りたいと考えております。 

 私事ではありますが、現在、博士論文研究で開発した、コペアレンティング（夫婦協同育児）を促進するプログラムを全

国で行い効果検証する運びとなっております。これは米国のプログラムを基にした、子育てに特化した両親学級です。当分

野として仙台市にお願いし、様々な場所で、ご夫婦が一緒に子育てに取り組めるように支援し、その副効果として産後うつ

病や虐待を予防していきたいと考えております。この両親学級のことなど、当分野としてお手伝いできることがあれば、喜

んでお受けいたしますので、ご相談お待ちしております。 

 助産師としても教員としてもまだまだ未熟者ですが、皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 



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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令和元年11月2日（土） 
宮城県委託 助産師人材育成・復興支援研修事業 

CLoCMiP○R レベルⅢステップアップ承認研修 

周産期の倫理に関する研修 

会場：宮城県医師会館 大手町ホール 

＊本会HPをご覧ください 

令和2年2月15日（土） 
宮城県委託 助産師人材育成・復興支援研修事業 

CLoCMiP○R レベルⅢステップアップ承認研修 

産科出血時の対応 

会場：宮城県医師会館 大手町ホール 

＊同封のチラシをご覧ください 

【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1火曜日に安否確認訓練を行っております。

令和2年2月4日(火）10時に、宮城県で震度6の地震が発生したと想定して行います。 

 災害発生後は、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。 

 今回お送りしました、2019年度宮城県助産師会連絡網、災害時支援マニュアルをご確認ください。 

 

【災害連絡網リーダー・サブリーダー会議】 
日時：令和2年1月25日（土）13時～15時予定  

会場：仙台市民会館 第一会議室(後日、ご案内を送付いたします） 

 ＊新規入会者が数十名加わったため、災害連絡網の名簿を 
 再度同封しました。各自ご確認ください。 

 

【災害派遣助産師登録のお願い】 
 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、仙台市から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

登録をお願いしております。＊登録・詳細は、本会HPをご確認ください。 

【連絡網メール登録をお願いします】 
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。 

登録された連絡先の運用については、本会

HPよりご確認ください。 

 会費は毎年2月23日に指定の口座より引き落

されます。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

は変更届をご提出ください。お問い合わせは本

会HP「お問い合わせ」ページからどうぞ。 

 

 令和2年度より会費が23,000円になります。 
(日本助産師会15,000円 宮城県助産師会8,000円） 

【編集後記】 

 台風の影響が心配される中での“じょさんしフェスタinみやぎ

2019”が皆様のご協力を得て、無事に開催できました。助産師の

活動を知っていただける機会として、引き続きご協力をお願いし

ます。令和2年の研修会にも是非ご参加ください。 

 機関紙発行にあたりご協力いただいた会員の皆様ありがとうご

ざいました。           広報委員 新沼映子・山口之雪 

ホームページ・Facebook・twitterもご覧ください 

 
Twitter→ 

←Facebook HP→ 

『みやぎ開業助産師マップ連絡会』を開催します 
 日時：令和元年11月27日(水)14時～16時予定 

 会場：シルバーセンター5階会議室 
 ＊ご案内を同封いたします。ご確認ください。 

 

新規掲載希望者もご参加ください。新規掲載希望者は、助産師マッ

プ係佐藤真利子（ao.sora.3105@gmail.com）まで、件名「みやぎ助産

師マップ 新規掲載希望」と明記のうえ、お申し込みください。 

これからの 

研修予定 


