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コロナ禍で、今助産師だからできることは何か？

先日、空を見上げると “うろこ雲”が出ていた
ので写真を撮ってみました。うろこ雲とは巻積
雲の一種で秋を告げる雲です。よく見ると、右上
の雲がかわいい子どもに見えました。幸せを呼
ぶ雲かもしれません。

じょさんしフェスタチラシ
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代表理事（会長） 塩野悦子

朝晩冷え込んできたり、木々の上部には紅葉の兆しがみえたり、
だいぶ秋めいてまいりました。会員の皆様おかわりございませんで
しょうか？新型コロナウイルス感染症蔓延の第５波が宮城県でも発
生し、感染者の重症化や家庭内感染者増などその様相も変化してお
ります。医療機関の最前線でご活躍の皆様には心より厚く敬意を表
します。さて、8月には感染で自宅療養中の妊婦が自宅で早産となり
赤ちゃんが亡くなったという知らせはかなり衝撃でした。急きょ遠隔
開催された助産師による緊急ミーティング（日本助産師会主催）で
は、関東地域の感染妊婦数の増加にさらに脅威を覚えました。日本
助産師会では厚労省にコロナ専用窓口の設置や自宅療養中の妊産
婦への助産師活用などの要望書を提出したとのことです。各地域の状況に応じて、コロナ陽
性妊産婦はもちろん感染に不安を抱いている妊産婦に助産師だからできることは何かを常
に検討していくことが重要となります。
そこで、宮城県助産師会ではこの11月に『じょさんしフェスタ2021』を再開し、それぞれの
助産師が創意工夫をした10講座を用意し、遠隔や対面で実施します。コロナ禍の妊産婦やご
家族の皆様等に少しでもお役に立ちたいと思っております。ぜひ対象者の皆様にお声がけ願
います。
10月16～17日にはテーマ「助産師が耕す未来～育つ・育てる」として北海道・東北地区研
修会が遠隔開催されます。一般社団法人北海道助産師会が主催です。皆様ぜひご参加いた
だき多くの学びを得ていただきたいと存じます。

2021年厚生労働省委託事業「不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修」について
不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修 北海道・東北地区担当者

阿部美喜

日本助産師会では、２０２１年度厚生労働省からの委託事業として、不妊症・不育症でお悩みの方が、身近に寄り添い、共感できるピア
サポーター等の養成を行います。
この事業は、様々な悩みや不安を抱え、複雑な精神心理状態にある不妊症・不育症患者が、気軽に相談できるピアサポーターを育成
するため、相談・支援を行うにあたり、必要となる基礎知識やスキルを習得するための研修です。併せて、助産師だけでなく看護師などの
医療従事者に対しても、心理面でのサポートを含む、より医学的・専門的な知識による支援を実施できるような研修となります。さらに、こ
の事業を広く社会に周知することで、国民への不妊症や不育症に関する正しい知識の広報啓発と理解をはかることを目的としておりま
す。
この度、宮城県助産師会では、本事業の「広報啓発資料の作成、広報の実施」を北海道・東北地区担当の代表として委託を受け、私は
宮城県助産師会の本事業担当者の一人として、協力させていただくことになりました。既に７月から動き始めております。全て初めての試
みで、北海道・東北地区における病院等医療機関や新聞・テレビ等マスコミ関係機関を調べるなど、広報の大変さを実感いたしました。幸
いなことに、宮城県助産師会会員の方はじめ、北海道・東北地区の各道県助産師会と会員の方からの協力も得られ、養成研修開始に向
けて、準備はコツコツと進んでおります。
妊娠を望んで１年以上経過しても妊娠しない場合を不妊症と定義しております。また、不育症とは、妊娠はしますが、流産・死産を繰り
返し、元気なお子さんを得られない状態を言います。今回は、前述した不妊症・不育症でお悩みの方を支えるためのピアサポーターを養
成する研修です。しかし、これらの定義とは関係なく、お子さんを欲しいという思いを、誰にも相談できず、ひとりで辛い思いを抱えている
方が多くいらっしゃるという現実があります。「まだ妊娠しないの？子ども好きじゃないんだ…」うっかり出てきた友人からの言葉や、「流
産したのは残念だけど、またすぐできるよ」慰めのつもりの家族からのひと言で、傷付いてしまう場合もあります。
不妊症や不育症と診断されていなくても、悩み、苦しんでいる方がたくさんおります。今回のような事業で、身近に気持ちを表出できる
機会や場が増えることは大変喜ばしいことです。お子さんを望む方には、少しでも気
持ちを楽に過ごしてほしいと思います。そして、不妊治療や不育症の治療に臨まれる
詳細は
こちら⇒
方が安心して治療を受けられるよう、サポートする方が増え、治療中でも笑顔が増え
ることを期待します。
1

宮城県助産師会だより

部会集会報告
日本助産師会

保健指導部会報告

保健指導部会長

武者文子

日本助産師会の保健指導部会では６月21日（月）にオンラインで「産後ケアのぶっちゃけトーク」を実施しま
した。私は青森、福島の助産師と懇談しましたが、市町村により、アウトリーチだけで実施している地区など
様々な形があること、実施希望している助産師がいるけれど行政側の準備ができていないところなど、まだま
だ産後ケアは過渡期であることがわかりました。
今まで、日本助産師会の部会会議は東京で対面での実施だったため、各県の保健指導部会長の中でも参
加できる助産師が少なかったのですが、コロナ禍でオンラインでの集会になったことで全国の保健指導部会
の会員助産師の参加ができるようになり、多くの意見が聞けるようになりました。11月8日（月）の部会集会も
あっという間に100人の定員枠がうまり、定員が200人に増設されました。これからもメールマガジンで会議の開催をお知らせしていき
ますので、皆様も是非会議に参加していただき、全国の助産師と意見交換をしていただけたらと思います。

日本助産師会

勤務助部会集会報告

勤務勤務部会長

佐藤雪路

9月11日（土）17時30分からの1時間。令和3年度 第1回勤務部会集会がオンラインにて行われました。テーマは「コロナ
禍でのメンタルヘルス～皆で共有しませんか～」参加者は48名でした。
砥石勤務部会長から会における勤務部会活動の概要と会員の6割を占める勤務部会としてすべきことが話され、苦境に立
たされている妊産褥婦さんのために力を合わせていきましょう！と力強いメッセージをいただきました。
日本赤十字社の「新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に対応する職員のためのサポートガイド」が紹介され、見識を
深めたのち、3～5名のグループワークに移りました。離職を余儀なくされた方の体験談や管理の立場では、せめて賃金（手
当）に配慮しているというお話もありました。コロナ陽性妊産婦に対応する施設では、臨床心理士を交えたスタッフサポート
チームが編成され、少しずつスタッフのメンタルヘルスにも働きかけられてきていることを知りました。大変な時こそ自身の心
と体の声に耳を傾け、癒され、時には誰かに聴いてもらい、疲れた自分、頑張った自分を労いましょう。元気をもらえた集会
でした。
第2回勤務部会集会を来年1月22日（土）に開催予定です。テーマはまだ決まっていませんが、日々の活動に活かせる内容を検討中で
す。全国の仲間と繋がってみませんか？ご参加をお待ちしております。

日本助産師会

助産所部会報告

助産所部会長 小野由起子

助産所部会長をしております小野由起子です。助産所部会では８月２０日（金）に日本助産師会の主催で第１回
の部会集会が行われました。
総会のたびに骨を折って全国から集まっていた仲間が、オンラインという目から鱗の便利なツールで容易に繋が
ることができるこの時代に感謝ですね。
テーマは「助産所を継続するためには」「医療連携について」でした。どの地域でも嘱託医確保については課題
が多く、困難が多い様で意見や感想がたくさん出ました。みなさんの工夫や努力が生の声で聞けたのは大変参考
になりました。全国に数少ない開業助産師が手を組んで、未来のために今できることをする、そんな決意表明の
様な集会でしたが心強くもありました。助産所部会の会員はたった３名ですがまた皆で参加いたします！次回の
集会が楽しみです。
仙台市委託事業「せんだい助産師サロン」実施報告

のびすく泉中央担当

宮橋富美子

「せんだい助産師サロン」はCOVID-19の感染拡大に伴い、昨年度は対面形式の個別相談という形で開催し
ました。
今年度は3月の緊急事態宣言発令を受け、初めてのオンライン開催となりました。以降、4、5月はオンラインで
の個別形式、6月はオンラインでのサロン（交流）形式、7月はのびすくでの対面サロン形式（およそ1年5か月ぶ
りの対面サロン形式でした）、8、9月は変異ウイルスの感染拡大を受けオンラインでのサロン形式、と感染状況
に応じて対応しています。昨年度は感染拡大時のびすくが休館し、当事業も休止していた期間がありました。そ
の経験から対面形式が難しくなった際の代替案を仙台市‐のびすく各館‐助産師会で話し合い、オンライン導入
の方法など、少しずつ準備を進めて今年度を迎えられました。
各館幅はありますが、現在3～6組の母子を対象に開催しています。オンライン開催だと仙台市外の実家に里
帰り中でも参加できた方や、自宅から母子ともにリラックスした状況で参加されているのが画面上からも伝わってきます。開催後のアン
ケートでは、「初めてのオンラインで少し心配だったが、自分と同じような人が身近にもいるんだと思えてよかった」というようなご意見も
あれば、「オンラインだとお母さん同士の交流もできないし物足りなかった」というご意見もあります。オンライン上では笑顔でも、お話を
している中でお母さんたちの孤独感を毎回強く感じます。「つながっているよ」「応援しているよ」というこちら側の気持ちが伝わるよう、
そっと背中を押すようなサポートができるよう今後も努めていきたいと思います。
感染拡大時は多くの公共施設が休館するため、当事業も休止中だと思われることもあるよ
せんだい助産師サロン
うです。オンラインでも開催を続けているので、ぜひ対象のお母さんたちに参加していただけ
（仙台市ホームページ
るよう会員の皆様からお声がけのご協力をよろしくお願いいたします。
QRコード）
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どう伝える？性教育～命の大切さ～
おうちでの性教育のポイント
東北文化学園大学医療福祉学部看護学科 堀米美智枝

多賀城市中央公民館家庭教育事業 令和3年6月26日（土）

「思春期の子ども」の心と身体

多賀城市は、性に関した講演を企画するのは初めての試みということでした。性について知ること
は、お子さんの人生や身体を守ることにつながる大切な物と捉えていただいており、思春期保健に携
わる者として嬉しく感じました。
今まで中学生や高校生に、性や母性看護学のこと、看護師助産師の仕事の紹介などの講演・講義
を行ってきましたが、保護者に対する性教育は、私にとって初めてであり、参加する保護者のレディネ
スを考え、周到に準備し、緊張して臨みました。
参加者は、性が重要と考える意識が高い保護者であり、抽象的な“あるべき論”ではなく、具体的に
どうすればよいかを話していくように心がけました。講演の内容は、性に関する統計的動向、性教育の問題、思春期の身体的変化・心理的
特徴、性に関する様々なお話（マスターベーションなど）、そして、事例を通して、アンビバレントな思春期にある人の心理、自殺について考え
ていただき、保護者が子どもの変化に気づくきっかけを考える機会としました。
時間配分が悪く、後半、急いだ事と、コロナ禍でなければ、事例を通してグループワークを行うなど、参加者が考える時間を作ることができ
たのではないかと考えます。 子どもにとって一番身近で、心身の成長を見守る立場にある保護者への講演という、極めて貴重な機会をい
ただいたことに感謝いたします。コロナ禍にあり、開催できるか心配でしたが、予定通り開催することができ、関係者の方々に深く感謝いた
します。
令和3年7月13日(火)

「大切な命だから」仙台市思春期保健健康教育実施報告

とも子助産院 千田道代

仙台市の新型コロナウィルス新規感染者数が一日20人以下の頃、我が家の近くにある仙台市立幸町
中学校を担当させて頂きました。
1学年110名。先生方9名。宮城野区保健福祉センター家庭健康課と障害高齢化の保健師さん2名と、
小松島地域包括支援センターの所長さんが見学される中、70分の時間を頂いての講話でした。
中学校では、小松島地域包括支援センター所長さんの講話も計画しているとのことで、私の義母（95
歳）がお世話になっている支援センターの所長さんと偶然お会いすることが出来、深いご縁を感じると共
に、妊娠・出産から思春期、そして老年期まで支援の輪が繋がっていて、幸町中学校の皆さんが地域を大
切にし、地域から愛されていることを感じました。
幸町中学校を担当するのは初めてで、担当の先生方と事前打ち合わせをして臨みましたが、つい盛りだくさんの内容となり、途中早口に
なったり飛ばしたりの講話となったにも関わらず、生徒の皆さんは真剣に聴いて下さり、赤ちゃん人形抱っこや妊婦ジャケットを着用して寝
たり起きたり歩いたりと、体験学習がとても盛り上がり少々時間がオーバーしたことは反省するところです。
蒸し暑い中、体調を崩す方もなく、先生方や保健師さんのご協力を頂き無事に終える事が出来ましたこと、皆様に感謝申し上げます。
以下に感想をご紹介致します。ほんの一部ですが、自分を大切にし家族や友達を大切にする、思いやりに溢れた感想に癒されました。










自分の体を嫌いにならず、自分と上手に、そして友達のことも考えながら生活していきたいです。
思春期に少し抵抗があったけど、今回の話を聞いて抵抗がなくなりました。
女子も大変だけど男子も結構大変なんだなと思いました。成長についてこれからたくさん悩むことがあると思うけど、顔が見えるよく知っている人に相
談しようと思いました。
＊成長のためにも早く寝ようと思いました。朝早くにおきて、ご飯もしっかり食べようと思いました。
自分が苦労していることでも、それは未来につながっていて、ささいなことでも、自分にとっては大切なことなんだと思うことができました。
正しい抱っこのしかたが分かったので、将来役立つと思います。自分にもいつか子どもができるとしたら、すごく感動しそうです。
自分が生まれるまでにどれだけの人が努力して頑張っているかをよく知ることができた。電車などで妊婦さんに席を譲ろうと思いました。
命がつながっているということがわかったので、これから体を大事にしていきたいと思います。
自分も他の人も命の誕生は当たり前ではなく奇跡だということがわかり、大切にしていきたいです。 ＊私が生まれたことを母に感謝したいなと思った。
石巻市委託事業

「親になるための教育事業」実施報告

ほんだ母乳育児相談室 本田由美

「親になるための教育事業」は、2018年から宮城県助産師会が石巻市からの委託を受け展開している事業で、今
年で4年目になります。今年度は市内12校771名の生徒さんに聴講いただく予定です。
昨年度はコロナにより中止、今年度はコロナ対策を講じての開催となりました。以前は妊婦ジャケットの着用や赤
ちゃん人形の抱っこ体験、NPO法人ベビースマイル石巻の協力により、乳幼児親子とのふれあいの時間が設けられ
ておりましたが、現在は講義のみとなっております。講義形態もコロナ状況と生徒数等により、各校様々です。1学年5
クラスの蛇田中学校では、講師が別室で講義している姿を、各教室の大型TVに配信されるスタイルでした。また、1学
年が15人の北上中学校では、教室での授業形態でした。
現在は武者・山口・根本・本田の4名が講師を務めさせていただいております。目の前に生徒さんが見えない状況
での講話は、アンケートを確認するまで正直不安ですが、体験学習がなくなってしまった分をカバーで
きるよう、各講師が工夫を凝らしております。講話のあと、同行いただいている石巻市役所地域協働課
の方や校長先生、事業担当の家庭科の先生と情報共有の場をいただく機会があります。それぞれの立
場からのお話は、大変勉強になります。ある校長先生が「宮城県の不登校の生徒数の割合は国内で1
番多く2%。でも、性的マイノリティの割合は約10%弱といったら、不登校の生徒より断然多いってこと
だよね。」と、おっしゃっていました。教育者の視点にハッとしました。学校の現場に、私たちの授業がど
んなふうに浸透していくのか、これからも注意深く見守っていきたいです。
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今後の研修会予定・お知らせ
宮城県委託事業 令和３年度助産師人材育成・復職支援研修

宮城県委託事業 令和３年度助産師人材育成・復職支援研修

性教育＆臨床推論についての研修

CLoCMiP®レベルⅢ必須研修

◎日時：令和3年11月20日（土）
10：00～14：05 (2部構成)

（仮）妊産褥婦の感染＆呼吸/循環についての研修
◎日時：令和4年2月19日（土）
10：00～14：05 (2部構成・遠隔開催)

〔第1部〕10:00-11:45 (9:30～オンライン研修開場)

詳細は追ってご連絡いたします

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
【お問合わせ】

CLoCMiP®レベルⅢ必須研修 C13臨床推論

一般社団法人宮城県助産師会
教育委員・アドバンス助産師応援チーム
メール：a@midwife-miyagi.net

「周産期の臨床推論」
小寺由理氏（東北大学病院 母性看護専門看護師）
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）

2021年度 みやぎ開業助産師マップ連絡会
□日時：2022年1月14日㈮ 14時～16時
□対象：掲載希望者の方（2021年5月以降に開業された方
は、2022年度版のマップ掲載対象とはなりませんが、ご参加頂
けます。）

□開催方法：zoomアプリによる遠隔開催
詳細は近くなりましたら、ご連絡致します。
会議への参加を希望される方は、11月末日まで下記連
絡先までご連絡ください。
連絡先 マップ係 嶋村陽子 hitotote8181@gmail.com

研

2021年度 災害対策研修会（旧称：リー
ダー・サブリーダー会議）のご案内

、
い

□日時：2022年1月29日㈯ 13時～15時
□テーマ：「助産師としてできる災害対策を考える
～東日本大震災時の教訓を活かして～」
□講師：青山幸恵氏

せ

（宮城県助産師会災害対策委員 坂総合クリニック）

□対象：リーダー・サブリーダー、災害派遣助産師はご参
加をお願いします。【CLoCMiP®レベルⅢ必須研修】

2021年度

これまで2月第１火曜の10時に全国一斉に実施していた安否確認訓練
は、本年度より名称を「災害に対応する訓練」と改め、各都道府県助産師会
で日程や方法を決めて実施し、2月5日までに報告することになりました。そ
こで、宮城県助産師会では下記のとおり、従来の日程と方法で行います。
皆様の御協力をよろしくお願いします。
□訓練内容：2022年2月1日（火）午前10時に、
宮城県で震度5強（津波なし）の地震発生の設定
□訓練方法
①事前確認(リーダー・サブリーダーが実施)
・1月末までに、会員へ災害に対応する訓練について事前確認をする
・担当グループ全数について確認する
②当日の地震発生後
・災害対策本部長がメーリングリストで、リーダー・サブリーダーに
安否確認を要請する（その際、“安否確認フォーム”を添付する ）
・リーダー・サブリーダーは会員へ連絡して、安否を確認する
・リーダー・サブリーダーは“安否確認フォーム”に記入して送信し、
報告する
③安否確認集計と報告について
・災害対策委員が集計し、災害対策本部へ報告。
・後日、会員へ報告する。

詳細は後日改めて、ご連絡致します

修

災害に対応する訓練（旧称：安否確認訓練）のお願い

災害派遣助産師を募集しております
宮城県助産師会では、随時「災害派遣助産師」を募集し
ております。登録は左記QRｺｰﾄﾞをご活用ください。

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
ロゴ
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【編集後記】

コロナ禍最前線でご活躍の皆様に感謝申し上げます。
アプリを活用した遠隔開催で行われる事業が増えましたが、会員の皆
様のお声がけやご協力が不可欠であると実感しております。宮城県助産
師会のHP・Twitter・Facebook・Instagramでも情報発信しておりま
す。是非ご覧いただき、ご活用くださいますよう、お願い申し上げます。
広報委員 新沼映子 根本靖子

