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宮城県助産師会だより 

代表理事（会長） 塩野悦子 
すべての女性（とその家族）に助産師のケアを 

さわやかな季節となっております。宮城県助産師会会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか？

さて、令和3年度公益社団法人日本助産師会通常総会・第77回日本助産師学会は、COVID-

19感染予防のために遠隔開催となったことはすでにご承知の通りです。大変なご努力でご準備

されてきました沖縄県助産師会の皆様方には心より敬意を表したいと存じます。 

第77回日本助産師学会ではとても有意義な講演会やシンポジウムが満載ですが、島田会長

から、あらためて日本助産師会中期ビジョン2025についてご説明がありました。“すべての女

性に助産師のケアを”というスローガンのもと、助産師ケアの質向上のための３つのケアと専門

職能団体として発展するための4つの推進事項が主軸になっており（図参照）、各都道府県助産

師会会員の皆様にも、時代に応じた職能活動を目指し、このビジョンの共有をお願いしたいとのことです。特に産後ケ

ア事業が、妊婦健診助成のように誰でも受けられる整備になることが望ましく、その対策を強化していきたいとのこと

でした。しかし、国に要望するにしても、まず社会からの信望を得ることが必要で、昨年より「産後ケア実務者研修修

了者」承認制度が推進されています。その産後ケア研修を主に策定する認定教育運営小委員会に塩野が本年度より

加入しております。今年度は宮城県からは9名が承認されましたが、関東や関西に比べまだ少数です。地域による事

情は様々ですが、宮城県や仙台市での産後ケア事業の発展のためにも皆様のご協力を引き続きお願い申し上げま

す。 

さて、コロナ禍の妊産婦や女性の不安は続いており、「助産師による妊産婦電話相談」でも多岐に渡る内容が増え

ていると実感しておりますが、今年度は、昨年度中止となった「じょさんしフェスタ」や「ママサポタクシードライバー研

修」、「石巻市親になる事業」等は遠隔も含めて再開予定です。しばらくウィズ・コロナの時代が続きますが、私たち助

産師は“すべての女性（とその家族）に助産師のケアを”合言葉に、活動を続けましょう。 

図 日本助産師会中期ビジョン 

（https://www.midwife.or.jp/about/vision.html）  
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令和3年度日本助産師会通常総会 感謝状・表彰受賞者 

令和３年度公益社団法人日本助産師会通常総会

で、日本助産師会・永年活動感謝状が3名の会員に

贈られました。 

蘇武加代子様 菊地蓉子様 増沢トヨ様 
おめでとうございます。 

今後もますますのご活躍祈念いたします。 

日本助産師会より永年活動感謝状をいただいて 
菊地蓉子 

 助産師会から永年活動感謝状とお祝いの高級

箸を頂いてサプライズでした。でも心より感謝致

します。７７歳になった私は、まだ若いと思いま

す。 

 私は大きいことは出来ないけれど、小さいこと

は出来ると思います。近くに医療や地域や社会

的にも貢献していらっしゃるとも子助産院の伊藤

朋子さんがいて下さいます。 

 ボランティアとしてコロナ以前まで「うたの会」の

託児をさせていただきました。お母さんお子さ

んとの触れ合いを体験できて楽しいです。 

 コロナが早く収束できて元のようにボラン

ティアができることを願っています。 

  

武者文子様 

日本助産師会会長表彰を2名の会員が受賞しました。 

武者文子様 坂詰昌子様 おめでとうございます。今後もますますのご活躍祈念いたします。 

坂詰昌子様 

この度は宮城県助産師会よりご推挙いただき、第94回（公社）日本助産師

会通常総会（遠隔開催）の場において「日本助産師会会長表彰」をいただきま

した。 

 まだまだ十分な活動の足りない私ではありますが、今後も研鑽を積み助産

師会にも協力して行きたいと思います。ありがとうございました。 

 又、その後に行われた総会での審議事項については各地の助産師から活

発な意見が出され、そのパワフルさに圧倒されながら審議に臨みました。とて

も貴重な体験をさせていただいたと感謝しております。 

日本助産師会会長表彰をいただいて 
会計監査 坂詰昌子 

菊地蓉子様 

宮城県助産師会通常総会開催にあたり、日本助産会から贈られた祝辞を掲載いたします 
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令和３年４月１７日（土）令和３年度一般社団法人宮城県助産師会通常総会 教育講演  

CLoCMiP○R レベルⅢ研修 WHC研修 小児保健の課題を妊娠期から伝える必要性 参加報告 

東北公済病院 熊谷賀代 

令和３年度宮城県助産師会通常総会が、初めての遠隔開催にて執り行われました。 

その午後からは、東北大学大学院研究科小児病態学分野教授 東北メディカルメガバンク機構 副機構長の

呉繁夫先生からの教育講演が、こちらも遠隔開催にて開催され、会員以外の子育て支援施設の方や、小児歯科

医師なども含め、115名が参加され、活発な意見交換もなされました。 

宮城県の小児医療は、東北唯一の「小児がん拠点病院」に指定されている東北大学病院と、宮城県立こども

病院とが連携・役割分担し合い、乳幼児死亡率は全国と同程度に低いなど、高いレベルに到達しています。その

反面、時々新聞等に掲載されるように、肥満・むし歯・不登校といった、小児保健の部分ではまだまだ課題がある

ことを指摘されました。これらは小児科医が診療の範囲で診る以前の、生活の状況や習慣、環境が反映されてい

るものですが、お子さんが生まれてからでは、毎日の生活に追われてなかなか見直すことが難しいことでもあり

ます。そこで先生は多くの先生方とともに”今どきの“親御さん、特に妊婦さんが正しい情報にアクセスしやすくな

るようにと、YouTube動画で情報提供を始めておられます（仙台放送が運営する宮城県のヘルスケアサイト「ドクターサーチみやぎ」の

「親子で学ぶ、ヘルスケア〜これからの10年に私達ができること」）。 

他にもAYA世代で治療を受けている方の学習支援や、治療中だからといって我慢を強いるだけではなく、多職種で院内のイベントを

企画し、遊びを提供したり、楽しい小児科病棟を目指すなど、常に子どもに「忘れないよ」というメッセージを実際に伝え続けることの大切

さについても、静かに熱く語られました。最後に子どもや親御さんのために「始める

ことが大事。行動しなければ良くもならない」という先生の言葉が胸に響きました。 

 私達の関わりの積み重ねが母子の生活そのもの、そして生活習慣から起きる問

題を減らすことができるかもしれません。母子の一番近くにいると自負している助

産師だからこそとにかく動き出さねば、と喝を頂いた気持ちです。 

〔病院紹介〕 

 仙台市中心部にある東北公済病院は、2005年に宮城県で初めてのBFH

(赤ちゃんにやさしい病院)の認定を受け、妊娠中からの母乳育児支援を行っ

ています。また2020年からは麻酔分娩も開始し、更に母子により満足頂ける

ケアを目指しております。 

呉繁夫先生 

 令和3年度一般社団法人宮城県助産師会通常総会 開催報告      理事（書記） 伊藤朋子 

 令和3年度総会を終えて 
 

 令和3年4月17日に会員数183名のところ、出席58名+委任状67名と、過半数の参加を得て、令和3年度一般

社団法人宮城県助産師会第12回通常総会が、開催されました。コロナ禍により、昨年は急遽、書面総会となりまし

たが、今年はZOOMアプリを利用しての、初めての遠隔開催での総会でした。感染拡大防止のための自粛生活も

1年を超え、リモート研修や会議に参加する機会が多くあり、以前と違うコミュニケーションスキルを身に着けつつあ

るこのごろです。会長はじめ役員・委員は、リハーサルを行うなど準備を重ねました。スムーズな進行ができ、会員

の皆様のご協力に感謝します。出席できなかった会員の皆様も、委任状の提出にご協力いただきありがとうござい

ました。 

 不要不急の外出の自粛・密を避ける・・という生活様式が、妊産婦さんたちの孤独や不安を高めており、助産師への社会的期待は高

まっていると感じます。大変な状況のなか医療の最前線で、奮闘する会員に心から敬意を表します。今年度もまた、一層工夫を重ね、母

子の幸せと健康な社会作りのため、会員の力を合わせ、活動していきましょう。 

総会資料に関するお詫びと訂正          理事（会計） 鈴木智子 

総会資料の会計資料について、誤記がありました。誤記のページは右の通りです。 

 

弥生会計ソフトにて作成された決算資料と集計表を照合し、従来の会計資料として形

を整え転記しております。その際に入力誤りがあったものです。 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。 

なお訂正した資料をホームページに掲載させて頂きましたので、お手元に総会資料を

お持ちの方は当該ページを訂正して頂きますようお願いいたします。  

【総会資料１】 

   Ｐ20損益計算書 

   Ｐ21貸借対照表 

   Ｐ25第2号議案予算（案） 

【総会資料３】 

   集計表   
 

誤：正味残高期末残高  

正：正味財産期末残高 
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 日本助産師会・各部会集会報告 

2021年2月9日、日本助産師会保健指導部会集会が行われました。COVID-19パンデミック中のためオンラ

インで初めての開催でした。通常は東京の日本助産師会館に各県の保健指導部会長を中心としたメンバーで実

施されることがほとんどでした。今回は全国の会員への周知があり、宮城県からは4名が出席しました。報告のト

ピックスとして2020年9月に日本助産師会出版より「助産師による思春期の健康教育」が出版されたことでした。

この本は助産師が思春期の健康教育を実施するにあたり、身につけていなければならない必須の知識を示すとと

もに、対象別に健康教育の実際を解説しています。スライド教材もダウンロードして使用することができるので、是

非活用いただきたいとのことでした。 

その後、少数の班に分かれ、グループワークをしました。私は奈良、新潟、愛媛、千葉、福島の助産師と懇談し、

各県の産後ケアの状況をお聞きすることができました。 

 愛媛の方からの情報では、その方が住んでいる地域は施設を持たない助産所しかないことからアウトリーチ型（訪問型）

で実施をしているということでした。アウトリーチに２時間半までのショート（10,000円）と5時間までのロング（20,000円）

の設定があり、母乳育児相談にも利用できることなどをお聞きすることができました。 

 私は仙台市で産後ケアが始まった年にデイケアで登録させていただきましたが、10時から16時で一組の母子をケアする

と他のケア希望のママたちを夕方以降まで待たせなくてはならないことから引き受けることが難しくなった経緯があったの

で、他県の様々な取り組み方、柔軟な考え方がとても参考になりました。 

 まだまだCOVID-19のパンデミックにより他県への行き来や大勢で集まっての会議が難しい状況が続きそうです。オンラ

インでの会議や研修に慣れて様々な情報を今後も得たいと思います。  

 2021年2月6日、2020安全対策委員会連携集会に参加させていただきました。 

 この集会は毎年1回各県の安全対策委員が集まり、顔を合わせての活動報告や、ディスカッション、情報交換を行って

いるものです。私は災害対策委員3年目です。以前1度参加させていただきましたが、何も意見を言わずに帰ってきてし

まいました。今年はコロナ禍ということで遠隔開催となりましたが、あまり気を負わず他県の安全対策委員の方々とお話

しできる良い機会になりました。 

 内容は、はじめ各県での安全対策委員会としての活動として、助産所安全管理評価・機能評価、問題や課題のある助

産師への支援・指導、インシデントアクシデント報告の対応をどう活用していくかの検討、感染症ワーキンググループの研

修会開催など報告がありました。医療事故やヒヤリハット、クレームなどの発生時の報告用紙を検討中という県もありま

した。 

 この4月より新たなインシデントアクシデント報告システムが開始になると、報告がありました。私が病院に勤めていた時代には、なかなかイ

ンシデントアクシデントレポートが上がってこない現状がありました。何かあった時に個人を責める材料とするのではなく、今後同じようなこ

とが起きないための報告だという認識が、なかなか擦り込まれないことが原因の1つだと思われます。医療事故を増やさないために、小さな

ことでも報告してもらう工夫は簡単ではありませんが、必要なことだと思っています。 

 今回の集会の参加は、他県の安全対策委員の方々とお話しできる機会となり、とても良かったです。他県での活動、困っていること、新し

くなるシステムのことの他に、みんなで事例検討をしていく中で、助産師として大切にしているものが見えた話し合いができました。安全対

策委員としてどのような活動が必要なのか、助産師としてぶれない考え方を改めて考える機会となりました。  

 令和3年1月23日、日本助産師会第2回勤務助産師部会集会が行われました。 

 今回も恒例の遠隔開催となりました。勤務部会活動報告の後、「コロナ禍における支援」のテーマでオンライングループワー

クを行いました。各グループ4-5名に分かれてのフリートークで、それぞれの実情や困っていること、工夫していることなどあ

ふれんばかりの内容でした。 

 どの施設も妊婦健診の付き添い中止、立ち合い分娩中止、面会禁止など同じ様な感染対策が講じられていました。そのた

め、無痛分娩を希望する妊婦の増加や里帰り出産が出来ない、実家からの応援も来ないなどサポート不足も大きな問題と

なっていることが、参加者の共通認識でした。 

 対して、退院後のフォローの充実やリモートの活用、自宅での身体観察用紙を新たに考案したなど工夫して取り組んでる様

子も紹介されました。教育現場からは、従来の実習が出来なかった学生たちが臨床でどんな問題が生じるのか心配する声も

聞かれました。  

 コロナ禍、そして収束した後も起こるであろう様々な問題に対して、助産師だから出来ることを一つずつ丁寧に知恵を出し合い解決して

いきましょうとお互いにエールを送り、閉会いたしました。  

令和３年１月２３日（土）勤務助産師部会集会報告       勤務部会長 佐藤雪路 

令和３年２月９日（火）保健指導部会集会報告        保健指導部会長 武者文子 

令和３年２月６日（土）2020安全対策委員会連携集会報告     安全対策委員 小野直子 
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令和3年2月20日（土）宮城県委託事業 令和2年度 助産師人材育成・復職支援研修 研修会参加報告 
 

CLoCMiP○R レベルⅢ必須研修 C06 フィジカルアセスメント：代謝 妊娠に伴う代謝に関する生理的変化 
CLoCMiP○R レベルⅢ必須研修 C09 助産記録 助産記録-助産師の責任と助産ケアの向上に向けて 
 

東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 准教授 堀米美智枝 

 オンライン講習会「妊娠に伴う代謝に関する生理的な変化と糖代謝異常について」(90分 講師 ：大崎市民病院 

糖尿病・代謝内科副科長 山本淳平先生)、「記録を考える―助産師の責任と助産ケアの向上に向けて―」(90分 

講師 ：東京都立大学 健康福祉学部看護学科 客員准教授 前日本助産師会専務理事 葛西圭子先生)が開催さ

れ、自宅で受講致しました。 

代謝の講習は、糖尿病とインスリンについてのご講義で、今まで何となく分かっていたことを確実な知識として

得ることができる有意義な内容でした。高血糖の妊婦から出生した新生児は、低血糖に注意しなければならないこ

とは分かっていましたが、インスリンやブドウ糖の胎盤通過性と関連させて考えてみれば納得がいきます。病態生

理の知識をふまえて学生に説明していきたいと思いました。糖代謝異常妊婦さんへの介入は、ご本人のみならず

家族や次世代にも良い影響を与え、“大いなる予防医学”と締めくくられたことが印象的です。 

助産記録の講習は、法的位置づけや目的、情報の提供と保護、あり方についての内容でした。臨床現場で勤務する助産師にとっては、核

心的な内容です。そして、私は、教育現場で学生と共に助産記録を見る立場にありますが、法的根拠としての助産記録と、一部転記して学習

のために用いる実習記録は、目的が違うことを改めて感じました。学習のために情報を整理しながらアセスメントにつなげる実習記録のあり

方について、再考しなければならないと課題を知る機会となりました。私は、臨床で勤務する助産師から離れて、現在教育現場にいますが、

講習を受けることは、自分の身近な業務の内容に大いに役立つと感じています。 

 COVID－１９感染症流行によってオンライン講習会となっていますが、要介護の母

をもち、仙台から離れた所に居住する私にとっては、とてもありがたい学習方法です。

家を空けるためのやり繰りと、交通機関の乗継時間を含めれば1日がかりになる受講

ですが、オンライン講習会となっている今、容易に受講することができます。オンライン

は、子育て中、遠方に居住していている助産師にとっては、時間を有効に使え、とても

利便のある学習手段です。その反面、常に最新の知見を知らなければならない医療

者にとって、「学習できない」は、言い訳にはならない厳しい環境になると思いました。 

 これからも継続して受講していきたいと考えています。 

 講師の先生方、および貴重な学習の機会を作ってくださいました助産師会の皆様に

深く感謝いたします。 
〔研修会参加者内訳〕代謝 126名 助産記録 120名受講 

〔看護学科紹介〕 

東北文化学園大学医療福祉学部看護学科は、2008年に新設した学科です。すでに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練

士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士など7つの医療専門職を養成していた大学に、看護師と保健師（選抜）が加わり、その後、臨

床工学技士が加わって、現在、計10の国家資格者を養成する大学となりました。大学在学中に、医療専門職の役割が、「専門職連携セミ

ナー」などの授業科目で学べる他、サークル活動や学内生活の中の交流を通しても自然と学べる環境であり、将来の医療専門職の卵たちが

協力し合える環境は、とても恵まれていると感じています。また、入学してくる学生は、素直な学生が多く、乾いた砂のように吸収できる学生

が多いのが特徴です。 

卒業生を送り出し、早や８年、今春の入学生は看護学科の12期生となります。卒業生は病院や診療所、施設で頑張っています。会員の皆

様、まだまだ歴史の浅い看護学科ですが、どうぞよろしくお願い致します。 

令和2年度宮城県・仙台市受託事業「助産師による妊産婦電話相談」事業完了と 

令和3年度事業継続の報告              電話相談員 山口之雪 

 COVID-19の感染拡大に伴い、昨年度から集合・対面での様々な活動が中止や自粛となりました。その中で、マザー

クラス、子育てサロンの中止や自粛も余儀なくされています。そこで妊産褥婦の相談場所の確保のために、宮城県・仙台

市から委託され、「助産師による妊産婦電話相談」を開設しました。令和2年度7月から開始された当事業は、昨年度3

月31日の9か月間で、113件の電話相談があり、月平均12.5件でした。4月17日に開催された通常総会で報告しました

が、昨年度の相談者・相談内容の主な内訳は、次の通りです。褥婦59％、妊婦39％、その他4％でした。相談内容は、

授乳・育児に関する事が42％と多く、次いで身体面についてが20％で、COVID-19に関する相談は10％でした。相談

時期は、褥婦では産後1か月～4か月未満での相談が最も多く、妊婦は妊娠初期の時期の相談が多い結果となりまし

た。昨年度の反省点は、周知が不十分であった事です。結果にも表れましたが、相談件数が中々伸びませんでした。 

 昨年度末に、宮城県・仙台市から当事業継続の連絡を受け、今年度も継続する事になりました。4月から、相談員7名で再始動しています。

昨年度の反省点である周知については、チラシの配布を4月に完了しています。今年度は広報活動にも力を入れていき、宮城県全域の妊産

褥婦に当電話相談を周知し、昨年度より活発に活動をしていきたいと思います。 

今年に入っても、まだまだCOVID-19の感染拡大は収まらず、家にいる時間が多くなっています。どんな些細な相談でも対応できる相談

場所として、妊産褥婦、又はその家族に当電話相談を拡散いただきますよう、ご協力をお願いします。 
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令和2年度の日本助産師会主催の定例の安否確認訓練は令和3年２月2日（火）に「宮城県沖で震度6津波なし」の

想定で実施しました。 

72時間後の最終報告では11グループ190名中183名（96.3％）の安否確認ができました。今回は初の試みで急遽

Googleフォームを利用してリーダーの皆様には中間、最終報告をしていただきました。効率よく安否の情報が入り概

ね好評でしたが内容や運用については今後に向けて一層改善してまいりたいと思います。 

この安否確認訓練から5月1日までに3回の大地震が発生し実際の安否確認を実施しました。安否確認訓練から３

回の安否確認の結果は図の通りです。 

 
 

2月13日の地震では夜中の発生でもあり睡眠中の方、夜勤中の方など動揺された方も多かったのではないでしょうか。また職場にすぐ

に直行された会員の皆様も多くいらっしゃったことと思います。36時間後の2月15日13時の時点で188名中182名(96.8%)の安否確認

ができ会員の皆様からは怪我や被害の報告はなく本当に安堵いたしました。 

また3月20日の地震では津波注意報も発令され沿岸の地域では避難指示が出ました。幸運にも津波は来ませんでしたが10年前の東日

本大震災を思い出し不安を感じた方も多かったのではとお察しいたします。3月20日の地震の際も皆様のご協力により2日間で190名中

184名、96.8%の安否確認がスムーズにできました。 

 更に5月1日の地震ではゴールデンウィークまっただ中でした。前2回と同様に勤務されている方はいつもより少ない人員配置の中でご苦

労されたのではと思います。病院のエレベーターが止まり配膳は階段を利用しバケツリレーのように実施したという報告もありました。この

ような中で5月の安否確認も184名中179名97.2％の報告をいただきました。 

 各グループのリーダー、サブリーダーの皆様、会員の皆様ご協力本当にありがとうございました。 

 3回の地震から、大災害は時間も曜日も関係なく不意打ちのように発生し実際の場面では訓練とは違い冷静さを失うことを実感しまし

た。また、状況に応じて臨機応変に優先順位に沿って判断することが強く望まれるということを私自身も身をもって痛感いたしました。これ

らの教訓を生かし落ち着いて行動できるように備えてまいりましょう。 

被害を受けた会員の皆様には心よりお見舞い申し上げます。今後も同様の地震が続くと予測されています。被災し中長期支援として当

会の災害支援が必要な場合はご連絡をお願いいたします。当会の活動に今後ともご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

地震発生時間.発生場所

大きさ.津波有無.最大震度

2021.2.２（火）10：００

　宮城県沖　津波なし

　最大震度６　安否確認訓練

2021.2.13（金）23：08

福島県沖M7.3　津波なし

　　　最大震度6強

2021.３.20（土）18：09

福島県沖M6.9　津波注意報

　　　最大震度5強

　2021.5.１（日）10：27

福島県沖M6.8　津波なし

　　　最大震度５強

　最終確認人数（人/人中） 　　183人/190人 　　182人/188人中 　　184人/190人中 　　179人/184人中

　　　　％ 96.30% 96.80% 96.80% 97.20%

　　　被害状況 なし なし 家屋被害1件 家屋被害1件

新災害対策委員 着任挨拶        東北福祉大学 戸田恭子 

 この度、三澤寿美先生と交代し災害対策委員を拝命いたしました東北福祉大学の戸田でございます。日頃

より学生の看護学実習と助産学実習におきましてご協力を賜り感謝申しあげます。今後ともご指導をお願い

いたします。 

 今年で東日本大震災から10年目となります。三澤先生のライフワークでもありました大規模災害時の母子

とその家族の支援についての宮城県助産師会の活動に携わることが出来ればと思います。微力ではございま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。会員の皆さま、仙台市周産期（妊産婦）福祉避難所開設時に派遣助産

師の登録のご協力をお願いいたします。  

令和２年度災害連絡網安否確認訓練と３回の安否確認の実際から学ぶ  
災害対策委員 青山幸恵 

災害派遣助産

師登録QRｺｰﾄﾞ 

仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」実施報告     仙台市新生児訪問指導員 近藤素子  

せんだい助産師サロンは、去年8月から個別相談に形を変更して再開しておりました。今年4月からは対面サロン形

式に戻る準備を進めていたものの、まん延防止等重点措置のため、のびすく全館が休館となりました。仙台市、のびす

くと協議し、４月と５月はオンラインによる個別相談型の助産師サロンへ形式を変更して開催しました。周知までの時間

が少なく、参加者は多くはありませんでしたが、参加して下さった方は、ゆっくり相談でき満足された様子でした。 

開催にあたり、スタッフ間で検討や共有をしなければならないことが多いため、打ち合わせを頻回に行っています。 

６月は、オンラインでサロン形式での開催。７月は、対面サロン形式の予定ですが感染状況を

見て形式を判断するという、目まぐるしい状況です。 

 対面での交流はとても大切ではありますが、感染状況をみながら柔軟に対応し、母子に寄

り添うサービスが継続して提供できるようにしていきたいと考えております。 

 開催形式が頻回に変更される状況のため、会員の皆様から、参加される母子へのお声がけが大切になります。

ご周知いただき、利用したい母子がいましたらご紹介いただければ幸いです。 
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令和３年２月５日（金）みやぎ開業助産師マップ連絡会 実施報告   
ひととて助産院 嶋村陽子 

令和３年２月５日に、みやぎ開業助産師マップ連絡会が行われました。今回はCOVID-19の予防対策として、初

めて遠隔開催となりました。新たに昨年開業された方々も加わり、開業助産師19名が参加しました。 

連絡会では、助産師マップ掲載の条件となる事業・研修の参加回数について、対象となる期間についてなどが議

題に上がりました。令和３年度から対象期間は４月～翌年３月までにする事、参加回数については、今年度に限りコ

ロナ禍にあるため、事業への参加は１回以上と緩和し、研修への参加は２回以上のままとすることが決議されました。 

2021年のみやぎ開業助産師マップは、5月に無事完成しました。新しい助産院も2か所加わり、21か所が掲載さ

れております。 

最後になりましたが、新たに大泉智子氏を推薦し、参加者全員の了承を得てマップ係を務めて頂くことになりまし

た。任期は2年となります。よろしくお願い致します。 
 

新規掲載希望の会員各位 

これから掲載したい会員は、以下の基準を満たすことが必要となります。 

①宮城県助産師会会員である 

②会費の滞納がない 

③助産師賠償責任保険に加入している 

④１年間（令和３年１月～令和４年３月）で宮城県助産師会の事業に１回以上参加している 

⑤１年間（令和３年１月～令和４年３月）で宮城県助産師会の研修に2回以上参加している 

⑥令和３年度４月以降に開業している 
 

新規開業助産師の方は以下の２点を追加します。 

①宮城県助産師会総会に出席又は、理事会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 

尚、開業初年度は掲載出来ません。次年度の掲載に向けて、基準を満たしてください。 
 

詳細は、宮城県助産師会のホームページ、会員専用ページの『みやぎ開業助産師マップ掲載

基準』をご参照下さい。 

また、ご不明な点がございましたら、みやぎ開業助産師マップ係までお問い合わせください。 

〔助産院紹介〕  

宮城県の北部にある、登米市東和町で母乳

育児支援を行っております。ヒューマニティー

（人間らしさ）と手を大切にして仕事をしていき

たいと思い、屋号としました。 

登米市内は残念なことに分娩を扱う施設は

無くなってしまいましたが、昨年7月から近隣

の地域の協力を得て、産後ケアがスタートしま

した。登米市内の方はどうぞご活用下さい。  

【お問合せ】 

新マップ係： 

  嶋村陽子（ひととて助産院） 

  大泉智子（おおいずみ助産院） 

連絡先：嶋村陽子  

      haruru084@gmail.com 

ジョイセフ主催 ホワイトリボンラン 参加報告 
医療法人社団スズキ病院付属助産学校 阿部友紀子 

 今年で開催６回目の、2021年の「ホワイトリボンラン」は、「Healthy Women, Healthy 

World」自分とすべての女性を「健康」にするというテーマで始まりました。３月８日は「国際女

性デー」であり、この日は、世界中の女性の平和を願う日です。イタリアでは、感謝を込めてミ

モザの花を女性に贈る「ミモザの日」とも言われています。ジョイセフは、この国際女性デーと連動させて、2016年にホワ

イトリボンランを発足しました。世界では、２分に一人の女性が妊娠・出産・中絶で命を落としています。ホワイトリボンの

白いリボンには、妊娠や出産等によって亡くなった、女性へ追悼の意が込められています。女性達の魂を悼み、その悲し

みを乗り越えて明日へと希望を繋げる運動の象徴です。ジョイセフは、妊産婦死亡のない世界の実現を目指して、すべて

の女性が自分らしい生き方を自ら選択出来るよう国を越えて手を結び、活動を広げています。 

私は、数年前にホワイトリボンランが開催されていることを知りました。現在は、コロナ禍であり各種のイベントやマラソ

ン大会が中止や延期になる中、全国各地やオンラインでもイベントが開催されました。医療従事者にとっては感染対策が厳しく参加が制限

されている中でも、バーチャルランという形で参加することが出来ました。これは、世界中どこからでも誰でも自由な時間に好きな場所から

一人でも参加できる企画でした。３月１日（月）から14日（日）の間に参加賞の大会公式Tシャツを着て走り写真をSNSに投稿すると、１投稿

につき100円がホワイトリボンパートナー企業より寄付されるという方法でした。期間中なら何度投稿しても良く、何度か走り投稿しました。

また、エントリー費の収益が寄付金としてジョイセフの女性のために使用されます。この日はいつものお気に入りの閖上港と阿武隈川河口

を一人でランニングしました。ミモザの花を購入しランニングの途中に記念写真を撮りました。公式Tシャツは、デザインと機能性の良いアン

ダーアーマーとのコラボであり、とても素敵で今も時々着用し走っています。 

現在、助産学校で勤務しております。今年度は、宮城県に「まん延防止等重点措置」が適用され、昨年度よりも感染対策の厳しい中で助

産教育が開始しました。学内での講義や演習等を最大限の工夫をしながら、教職員・学生共々日々努めております。以前は、学校行事とし

て「ピンクリボンウォーク」に参加したこともありました。例年、卒業式の前

後でありホワイトリボンランには参加出来ずにいました。Withコロナの制

限された生活の中で心身の健康はとても大切です。助産師として、日々の

生活の中でも出来るホワイトリボンランへの参加は、今後も続けていきた

いです。COVID-19の感染拡大が収束し、自由にイベントに参加出来る

ようになった際には、学生や多くの助産師の皆様と共に参加出来ることを

願っています。 

mailto:haruru084@gmail.com


ロゴ 

8 

宮城県助産師会だより 

一般社団法人宮城県助産師会 
 

〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1-1 

宮城大学看護学群 気付 
 

電話:：090-2273-3834 

FAX：022-774-1970 

電子メール: miyagisanba@gmail.com 

【編集後記】                   広報委員 新沼映子 根本靖子 

  

 新年度がスタートして、2か月が経ちました。宮城県助産師会通

常総会・教育講演も遠隔開催となり、画面越しではありましたが、

会員の皆様のご活躍を見ることができました。直接お会いできな

い寂しさもありますが、オンラインを通して、今まで参加すること

ができなかった研修に参加できるチャンスにもなっているかもし

れません。 

 宮城県助産師会のHP・Twitter・Facebookでも情報発信し

ております。是非ご覧ください。 

            一般社団法人宮城県助産師会主催 性教育＆臨床推論についての研修  
 

◎日時：令和3年11月20日（土）10：00～14：05(2部構成) 

〔第1部〕10:00-11:45 (9:30～オンライン研修開場) 

CLoCMiP®レベルⅢ必須研修 女性に対する暴力予防の支援 

「助産師が知っておきたい性暴力の現状」（性教育） 
  小笠原和美氏（慶応義塾大学総合政策学部教授 

                      警察庁長官官房付） 

 〔第2部〕12:00-14:05  

   CLoCMiP®レベルⅢ必須研修 臨床推論 

 「周産期の臨床推論」 
  小寺由理氏（東北大学病院 周産期専門看護師） 

   武者文子氏（母乳育児相談 まんまはうす院長） 

   伊藤朋子氏（とも子助産院院長） 

【お問合わせ】  教育委員・アドバンス助産師応援チーム  メール：a@midwife-miyagi.net 

今後の研修会予定・お知らせ 

本誌5ページ

に報告記事掲

載しています 

右記チラシを

各機関に発送

させていただ

いております 

会員の皆様から対象者へのお声がけをお願いいたします 

じょさんしフェスタinみやぎ2021について 

せんだい助産師サロン 
（仙台市ホームページQRコード） 

本誌6ページに報告記事を掲載

しています。ご案内の際には、詳

細の確認にご利用ください。 

＊応募いただいたイベントは7月の理事会で審議し、結果をお

知らせします。審査基準は、 

1)妊産婦等の不安解消につながったり、今後の生活がより豊か

になる内容である  2)イベント実施者のみでzoom運用可能  

3)申込者が会員   ４）対面の場合、会場は自身で確保し、十

分な感染予防対策がとれている等です。 
 

 7月中に遠隔で説明会を実施します。11月は宮城県助産師会

による「じょさんしフェスタ」で盛り上がりましょう！なお、イベン

ト毎に出展料（薄謝）を支払います。 

 不明な点は下記にお問合せください。  

【開催日時】：2021年11月中 

  （日時はご希望を伺い、なるべく重ならないように設定）  

【実施方法】遠隔・対面・オンデマンド（当会zoom使用可） 

【イベント種類】講義・ワークショップ・サロン・個別相談・ 

          施設紹介（3分以内）など 

【申込方法】イベント申込フォーム 

（右記QR）で、6月30日（水）まで 

      https://forms.gle/

AHT8kJNdoVyXgqLS9 

【お問合わせ】  武者文子  メール mammamusha@gmail.com   

今年度は「じょさんしフェスタ」を開催します！ 

しかし、例年と形態が多少異なります。下記をお読みになり、ぜひご応募ください。 

mailto:a@midwife-miyagi.net
about:blank

