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アドバンス助産師取得・更新 応援企画について 

 アドバンス助産師取得と更新のための研修を企画し、アドバンス助産師取得と更新を応援し

ます。今年は、初めての更新年になります。 

 8月の更新向けて、CLoCMiP®レベルⅢ認証申請に活用可能な研修を企画して参ります。 

 確定した研修会より順次ご案内いたします。宮城県助産師会ホームページの「アドバンス助

産師取得・更新応援企画」のバナーからこれからの予定をご覧いただけます。  

宮城県助産師会ＨＰ 

 アドバンス助産師取得 

＆更新応援企画QRコード  

新年おめでとうございます。 

令和2年も、はや2月になりました。会員の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。 

令和元年度の事業は滞りなく進んでおります。これもひとえに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。 

日本の出生数は減少し続けており、助産師に求められることも変化してきていると思います。妊娠・出

産が安全であることはもちろん、産後の安心・安全をも、サポートしていかなければならない状況にある

と思います。妊産婦死亡では自殺が増え続け、出血を上回ったとのことです。市町村事業で産後ケア事業

が推進されておりますが、取り組みが進んでいない市町村も多いようです。病院やクリニック勤務の助産

師には、安全な出産はもちろん、妊娠期から産後の生活を見据え、産後1年くらいまでのサポートが今まで以上に求められてい

ます。助産師会としても、会員の皆さんが妊娠・出産はもちろん、産後ケアを含めた活動を支援できるよう検討していかなけれ

ばならないと考えております。 

医師の働き方改革に伴い、妊婦検診や院内助産への取り組み等、助産師への期待も高まってきています。「健やか親子２１

（第2次）」の中間報告では十代の性に関する課題で、助産師等の専門家を講師として活用し、効果的な性教育が求められてお

ります。アドバンス助産師認証の更新でもウィメンズヘルスの分野が追加されました。助産の対象は出産を頂点に思春期から更

年期までです。自分の得意分野を持つことも大切ではないでしょうか。会員の皆様には自分の得意分野を助産師会の活動にも活

かしていただければと思います。 

職能団体とは、「法律や医療などの専門的資格を持つ専門職従事者らが、自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇

や利益を保持・改善するための組織である。同時に、研究発表会、講演会、親睦会の開催や、会報、広報誌などの発行を通し

て、会員同士の交流などの役目も果たす機関でもある。」とあります。職能団体の役割を果たすためには組織力の強化が重要で

す。宮城県助産師会の組織率は194名（26.6％）（2019年11月現在）組織率目標は218名以上（30％目標）です。新入会員を増や

して、組織力をUPし活動を充実させていきましょう。会員1名が1名の会員を勧誘していただけると組織率はUPします。助

産師仲間へ入会の声掛けをお願いいたします。 

 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、更に充実した助産師会活動をしていきましょう。会員の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 
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宮城県助産師会保健指導部会からのお知らせ      宮城県助産師会 保健指導部会長 武者文子    

助産師はどなたでもご参加いただけます 

 
今後も続々と研修予定があります。 

宮城県助師会HPをご確認ください。 

アドバンス助産師【助産所および助産所に勤務する助産師】区分の更新について 

 令和2年度のこの区分の更新は、施設長がご本人である場合が主ですので、日本助産師会に認定

された上司評価者（本田由美・武者文子）が認定します。この区分での更新を考え

ているアドバンス助産師の方に今後のスケジュールなどの説明がありますので、2月

中に保健指導部会長 武者文子（メールmammamusha@gmail.com又は、武者携帯

09045521179 ）までご連絡ください。 
武者メールアドレス⇒ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC
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みやぎ子育て・女性健康支援センター 活動報告                田村雪子  

 今年度の相談業務及び講演事業についてご報告いたします。 

 相談業務は、石川初枝、高津真理子、千坂芳恵、大泉智子、田村雪子で担当させて頂いております。今回は、平成31年

4月から令和元年11月までの相談内容をまとめ、多少の展望を加え、ご報告させて頂きます。 

 ご存知と思いますが、平成25年から「せんだい妊娠ほっとライン」の委託を受けました。それに伴って、妊娠に関する

相談が多くなっております。相談件数486件中の相談内容の詳細はグラフをご覧下さい。 

 メール相談は、10代、20代の女性に集中しています。しかし、現状届くメールは自由記述式のため、重要な情報を収集

するために時間がかかります。そのため、今後

フォームの作成等を行い、情報収集がスムーズに行

えるように検討しております。  

 講演事業は、東日本大震災後激減ましたが、今年

は、性教育や母親学級・両親学級などの依頼が増え

ております。今年度から、講演希望者は、支援セン

ター連絡会でプレゼンテーションして頂き、指導を

受ける体制も設けました。 

 また、妊婦体験グッズや子育て体験グッズなど講

演に必要な物品の保管場所としてレンタルルームを

使用しており、スムーズな管理ができております。 

 また、現在、相談業務及び講演事業に協力してい

ただける会員が不足しております。1カ月に1回でも

ご協力いただける方は、宮城県助産師会までご連絡

ください。 

  

  

電話・メール相談内容  

N＝486  

（2019年4月～11月） 

G。その他 

F.不妊・不育 

E.出産・養育について 

D.妊娠・出産前後の不安 

C.中絶について 

B.思いがけない妊娠 

令和元年10月21日(月) 第10回助産所安全管理機能評価 実施報告          森のおひさま助産院 小野由起子 

 令和元年度の助産所安全管理機能評価を宮城県内３助産所で行いましたので報告いたします。 

 去る令和元年10月21日に齋藤産婦人科・齋藤清子助産師、ははこっこ助産院・下嶋さち子助産師立ち

会いのもと、大崎市「ははこっこ助産院」仙台市「とも子助産院」「森のおひさま助産院」にて粛々と

行われました。今回で10回目となる評価ですが、各助産所とも毎年

の評価を元に改善を進めています。今年は大きな問題点は見つから

ず安堵しています。  

 それでも今後とも、安心・安全に助産院を運営していけるよう、

日々の業務管理体制やガイドラインの遵守を念頭に活動して参りま

す。 

 お昼にはお弁当のほか、齋藤助産師の心のこもった手土産とお料

理に舌鼓。仕事を忘れて楽しいいひと時を過ごしました。  

【しおがま地区母子保健推進ネットワーク】 DVの影響、家庭の子供」たちへの影響及び回復への試み 研修参加報告  
ナーシング助産院   笠松愛子 

令和元年10月5日(土)、坂総合病院主催、しおがま地区母子保健推進ネットワーク 

共催で研修会が開催されました。参加者は医師2名、助産師23名、看護師6名、社会福祉 

士3名、職種不明2名の計36名の参加でした。 

テーマは『DVの影響、家庭の子供たちへの影響及び回復への試み』サブタイトル「医療従事者に期待すること」で、

講師は、NPO法人ハーティ仙台の代表理事・八幡悦子氏（助産師）です。 

 実際の事例も交えながら、DVの被害者、その子どもたちの現状が話されまし

た。また、DVに関わらず、離婚問題、家庭内の問題等に対して、様々な支援や

窓口がある事を知りました。今までも何度か、八幡氏の講義を聞きました。そ

の都度、八幡氏の一貫して変わらないDV被害者への温かい支援活動と、揺らぐ

ことのない考え方、行動力には頭が下がる思いです。90分間があっという間に過ぎました。参加

者も真剣に聞いておりました。 

 そのような相談を受けた場合、まずは、ハーティ仙台が安心して相談できる窓口だという声を

届けたいと思います。そして、自分達が支援者側となれる様に、さらに知識と情報を得る事が大

事だと思いました。次回も、またこのようなテーマで聞きたいです。 

小野由起子 
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令和元年11月2日(土）周産期の倫理に関する研修会 参加報告            ひととて助産院  嶋村陽子 

 宮城県医師会館で倫理に関する研修が行われました。仙台赤門短期大学教授・佐藤喜根子氏の講演は『周

産期の倫理』でした。倫理とは仲間内での決まり事であり、人としてのありようを説いた道徳とは異なるこ

とや、1988年に「看護婦の倫理規定」ができるまでの歴史的背景などを知りました。助産師として、不妊治

療を取り巻く諸問題、出生前診断、虐待死、人工妊娠中絶などに関わる際には、倫理的問題が多岐に渡ると

いうことを意識する必要性を感じました。 

高校教師であり、産科医療保障制度再発防止委員会委員などを務める勝村久司氏は第一子を不適切な陣痛

促進剤使用により亡くされたことを契機に、診療情報明細書の導入などに尽力された方です。『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～』と題してお話しをいただきました。 

ご講演は日本の出生数の特徴から始まりました。データが残っている昭和の時代から、出生の多い曜日は

火曜日。時間帯は、13時～14時。そして、正月前や大型連休前にお産が多いということから、日本のお産の

医療介入の多さを指摘されていました。またご自身が経験された辛い医療事故についてお話してくだり、医療事故を繰り返さな

いためには、患者との情報共有と、医療者間の情報共有が重要であると話されていました。 

命をあずかる医療の場で働く助産師として、一人の人として誠実に仕事をしなければと、身が引き締まった研修でした。 

私は、岩手県との県境に近い登米市で母乳育児支援を中心に活動しています。 

ひととて助産院の名前は働く上で大切にしたい『humanity（人間らしさ）』とケアの中心の『手』を合わせました。 

登米市にいらした際にはぜひお立ち寄りください。 
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佐藤喜根子氏 勝村久司氏 

令和元年10月29日（火） 第一交通産業グループ タクシードライバー妊産婦接遇研修 実施報告 

仙台医療センター附属仙台看護助産学校助産学科  佐藤舞子 

 令和元年10月29日(火)、第一交通産業グループにてタクシードライバー 

妊産婦接遇研修が開催されました。そこで私は、ロール・プレイングの講師とし 

て参加いたしました。 

 研修会前半に行われた妊婦ジャケット体験では「お腹が大きいとバランスをとる

のが難しい」「座ったり立ち上がったりするのも一苦労だ」など、妊産婦の気持ち

になって体験している様子が伺えました。 

 また、後半のロール・プレイングでは、妊婦役のスタッフの演技に驚き迷いなが

らも、受講ドライバーは妊産婦のことを一生懸命考えながら対応していました。

ロール・プレイング後もメモを取り、質問をするなど、積極的に取り組んでいる様

子が見受けられました。それぞれの受講ドライバーの個性がみられ、盛況な研修会

となりました。午前午後合わせて約40名のドライバーが受講し、研修会終了後、後藤会長より修了証書が手渡されました。 

 平成27年の事業開始から現在までの登録件数は16070件、2019年の4月から9月末までの登録人数は2325人。このうち2019年現在まで

の利用は1650件で、陣痛での利用は48件とたくさんの方が利用されています。       

今後もこの活動が継続され、産前産後の母子が安心してタクシーを利用できるようにしていただければと思います。 

佐藤舞子 
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 愛媛県松本市を会場に、上記テーマの交流会が開催されました。当会からは後藤会長、岩佐あけみ、本田由美が参

加しました。 

 今回の交流会では、助産師・保健師・支援団体・ママグループ・パパグループ・企業などの様々な視点からの活発

でより効果的な支援について貴重な意見がかわされ、時間が本当に足りないと感じる位でした。特に印象に残ったも

のは、幼児を持つママの意見で「避難所に助産師さんが来てくれたけど、自分の子供は赤ちゃんではないから、相談

していいか迷って、結局できなかった。」というものでした。また、同じ宮城県内で活動していたにも関わらず、石

巻で支援活動をしていたママが参加していましたが、助産師会とママグループそれぞれが互いの活動を全く知らずに

いたということも分かりました。情報共有ができていないと本当に無駄が多いと痛感しました。 

 更に、支援団体や企業の話を聴くと、大きな事業をしていくには、女性だけの活動には限界があり、男性の力も必要であることも実感

しました。 

 夕食会でもゆっくり食べている時間がないほど、講演や情報交換がありました。ホテルに

戻ってからも、道後温泉にみんなで入り、お風呂で親睦を深めました。翌日は午前中、松山

城や子規記念館をめぐり、名物の

鯛めしもしっかりいただき、帰途

につきました。 

 大変有意義な時間をありがとう

ございました。 
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令和元年11月23日（金） 公益財団法人ジョイセフ主催「東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨災害を振り返る 

～防災・減災、より効果的な支援活動に向けた母子支援専門家と母親からの提案～」参加報告 

ほんだ母乳育児相談室  本田由美 

令和元年11月15日（金） 日本助産師会主催 合同研修会－災害対策委員会連携集会-参加報告 

令和元年12月22日（日）第40回宮城母性衛生学会学術集会 参加報告      母乳育児相談室まんまはうす  武者文子 

 一般講演の部に宮城県助産師会から ～助産師が行う健康教育イベント「じょさんしフェスタ」をおこなって～とい

うテーマで 昨年9月に行った第7回じょさんしフェスタinみやぎについての報告をしました。 

 じょさんしフェスタの主な運営を担当した後藤美子会長、坂詰昌子、伊藤朋子、鈴木智子、小野由紀子、山口之

雪、伊藤直子、武石陽子、武者文子の9人で研究に取り組み、武者が発表

をさせていただきました。 

 フェスタの目的は助産師が身近な相談相手であることを一般の方に

知ってもらうことです。 

 今回の研究の目的は参加状況と参加者の感想からフェスタの目的の達

成状況を明らかにすることで、アンケートの評価を行いました。 

 アンケートの結果からその目的が達成されていました。加えて、テレ

ビでイベントの様子が放映されたこともあり、参加された方以外にも広く助産師の活動を知っ

てもらえるイベントになっているという結果を発表させていただきました。 

 私たちの活動を学会に参加された皆様へお伝えすることができました。このような機会をい

ただきありがとうございました。  

宮城県助産師会災害対策委員  三澤寿美  

 東京都助産師会館において、日本助産師会合同研修会が「近隣県の災害時の連携の在り方」をテーマに開催され、宮城県助産師

会災害対策委員として、災害対策委員会連携集会に参加させていただきました。 

 集会の前半は、各都道府県助産師会の災害対策の取り組みについて発表があり、宮城県からは後藤美子会長が「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」について発表されました。また、令和元年台風第19号の被災地にお

いて支援活動を実施した福島県助産師会ならびに長野県助産師会等の活動の実際と課題について発表がありました。後半は、地区

ブロックごとに、地区ブロック内の連携について話し合いました。各道・県の取り組みの状況や課題等をふまえ、実現可能な連携

の内容について検討し、今後の地区ブロックとしての取り組みに向けて、顔のみえる関係づくりができました。  
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【仙台市委託事業】 せんだい助産師サロン 実施報告             母乳育児相談室マミーぱい×2 岩佐あけみ 
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 令和元年11月13日(水)石巻市立桃生中学校で行われた「親になるための教育事業」にサポートスタッフとして参加し

ました。 

 40分の講義の後、体験学習として、妊婦ジャケットの着用、沐浴人形を使った抱っこの練習、ベビースマイル石巻の

親子とのふれあい体験がありました。 

 生徒は、思春期の体と心の変化や妊娠の仕組み、子育てなどについての講義を、時々恥ずかしそうにしながらも真剣

に聞き入っていました。また、妊婦ジャケットの着用では、会場内のあちらこちらから「えっ？重い！」という声が聞

こえ、その重さを実感しているようでした。 

 ベビースマイル石巻の親子に協力いただいたふれあい体験では、赤ちゃんを緊張しながら抱っこしたり、楽しそうな

様子で乳幼児と触れ合っていました。 

 このような機会は、中学生にとって大変有意義で貴重なものだと思いました。これからも、多くの生徒が体験できればいいなと思いま

す。この度はありがとうございました。 

 せんだい助産師サロンは平成30年6月から仙台市より委託され、開始された「産後の助産師など

による相談事業」です。対象は仙台市に住所を置く生後4か月までの赤ちゃんとママです。 

 事業の目的は、助産師による育児に関する不安や悩みの傾聴・相談支援とママ同士の交流を進

め、孤立した育児をしないように、そして関係機関との連絡調整です。 

 私は、のびすく長町南の「ママコミュベビー」に参加しています。 

 とても人気のあるサロンなので、申し込み開始と同時に、定員は満員になり、キャンセル待ち

もできず、お断りするケースもあるほどです。 

 事業の目的にある、ママ同士の交流を勧め、孤立した育児にならないようにするだけでなく、

個別で相談をすることで、育っていくそれぞれの赤ちゃんの時期に応じた不安に寄り添い、不安を軽減してい

くなど、子育てをするママに積極的に関わっていきたいと思います。 

【石巻市協働課委託事業】 親になるための教育事業 実施報告                         井本優子 

令和2年1月25日（土） 第6回災害連絡網リーダー・サブリーダー会議 参加報告    T’sレディースクリニック  小林良子 

 今回、仙台Gのサブリーダーになりました小林良子です。出産・育児で助産師業務から1年くらい離

れましたが、助産師の仕事が好きで、5歳児の育児をしながら、産科クリニックに勤務しています。 

 今回の会議は、「災害時の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」

の報告と、令和元年10月台風第19号の被害状況と宮城県助産師会の活動報告、グループワークを行い

ました。 

 災害時北海道・東北地区助産師会間の連携を行うことになりましたが、自助の備えがあってこその

共助であることが重要であると知りました。 

 台風第19号の際、丸森町から新生児訪問の依頼があり、近くの会員が支援した報告がありました。 

 グループワークでは、派遣助産師として避難所での支援活動を行うという事例を基に、検討しまし

た。助産師として被災者に寄り添い、コミュニケーションを取りながら、情報を収集して、必要な支

援を提案したり、地域の関係機関に繋ぐなどの支援も必要です。加えて、被災者が自分自身の生活を取り戻していけるよう、限られた関

わり中でも、助産師の視点で、生活に密着したケアをしていこうという意見が聞かれました。 

 平成23年の東日本大震災、昨年の台風第19号等日本中で毎年大災害が発生しています。このよ

うに大災害はいつでもどこでも発生する可能性があります。 

 過去の災害を教訓に自助での備えを確認し、いつ何時でも助け合えるようにするためにも、安

否確認訓練に取り組みたいと思います。 

 

  

 新サブリーダーは以下の方々です。仙台G 小林良子さん、ともこG 早坂ひかりさん、県南G 

岩佐あけみさん、大崎栗原G 小林久美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。 

小林良子 
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宮城県助産師会だより 

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 

～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）  

令和2年4月18日（土）10：00～ 

教育講演（通常総会終了後）13：30～15：00（受付13:00～） 

CLoCMiP○R 必須研修 

「妊娠期のフィジカルアセスメントと分娩介助のコツ」 

 講師：山本詩子（山本助産院院長） 

 会場：仙台市戦災復興記念館 5階大会議室 

＊詳しくはチラシを参照ください 

 会費は2月25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）の届出期限は令和2年12月28日です。 

 登録内容に変更があった場合(特に勤務先・

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)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） 

災害時の会員の皆様の安否確認や緊急時、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。 

 

＊チラシが発行されない研修会やHP掲載のみのお知らせがありま

す。この機会に、是非ご登録ください。 

みやぎ開業助産師マップ係よりお知らせ 

 令和元年11月27日にみやぎ開業助産師マップ連絡会が行われ、「みやぎ開業助産師マップ」掲載基準が、見直し改訂さ

れました。詳細は、宮城県助産師会会員専用ページ内に掲載しておりますので、ご確認ください。 

（PWのわからない会員は、広報委員山口までお問い合わせ下さい。電話（09062507126） 

＜新規掲載希望の会員の皆様へ＞ 
新規掲載者の掲載基準に「その他；新規開業助産師・再掲載を希望する開業助産師の掲載基準は以下の2点を加える 

①  宮城県助産師会通常総会に出席又は、理事・部会長・委員合同会議に出席して自己紹介を行う 

②  宮城県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 

 新規掲載希望の会員は、令和2年4月18日10:00～行われます、宮城県助産師会通常総会にご参加ください。 

 尚、新規掲載希望であること、宮城県助産師会通常総会に出席予定であることを、みやぎ開業助産師マップ係まで、事

前にご連絡ください。問い合わせにも対応いたします。（但し開業初年度は、掲載出来ません） 

 

みやぎ開業助産師マップ係 佐藤由美子 佐藤真理子 嶋村陽子（連絡先：meme_s4588@icloud.com 佐藤由美子メール）文責山口 

令和2年度会費引き落としについて 

申し込みQRコード 

連絡先の登録をお願いします 

【編集後記】 

 本紙発行にあたり、ご協力いただいた皆様本当にありがとうございます。 

 今年はオリンピックイヤー。日本全体が活気に満ちております。その一方で、

年々自然災害が増え、万が一の備えが必要になってきています。会員皆様のご協

力が欠かせません。今後共どうぞよろしくお願いいたします。 

広報委員 新沼映子・山口之雪 

＜お願い＞ 

毎年残高不足で

引き落としでき

ないケースが数

件発生します。 

残高の確認をし

ましょう 

宮城県助産師会からのお知らせとお願い  

 令和2年4月18日(土)一般社団法人宮城県助産師会通常総

会が開催されます。毎年総会の出席者が少数です。たくさ

んの参加をお待ちしております。 

 総会欠席者は、委任状を令和2年4月11日までにFAX又は

郵送で提出してください（印鑑不要）。委任状の提出が少

ない場合、報告・審議の採決に影響があります。 

 期限に間に合わない場合は、前日までに山口までご連絡

下さい（miyagisanba@gmail.com 09062507126山口携帯）  

 

＊委任状は同封しております。また、宮城県助産師会ホー

ムページからも委任状の印刷ができます(トップページに掲

載しています)。 

宮城県助産師会 広報委員 山口之雪 

 来年度は理事の改選年になります。助産師会理事・委員

として活動してみたいという方は自薦、他薦を問い

ません。宮城県助産師会までご一報下さい。 

理事・委員を募集しております 

mailto:meme_s4588@icloud.com
mailto:miyagisanba@gmail.com

