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～巻頭言～ 

宮城県助産師会だより 

代表理事（会長） 塩野悦子 
母子保健に貢献しつづけていこう！ 

会員の皆様、こんにちは。6月は旧暦で「水無月（みなづき）」と言いますが、「水鳴月」とも表

され、水の力が新たな事象を生み出し、田んぼの稲の成長のごとく、生命力溢れる名称だそう

です。当会も会員の皆様のご協力のもと、生命力溢れる職業団体として地域の母子保健に貢

献し続けていきたいと存じます。 

さて、ご承知の通り、2022年度公益社団法人日本助産師会通常総会と第78回日本助産師

学会から、本部（東京）での単独開催（ハイブリット式）となります。これまでは開催県の郷土色

も楽しみの一つでしたが、コロナ禍によるオンライン開催の恩恵を受けるためにも妥当な方法

と思われます。また会員管理システムの充実化により、学会参加も大変便利になりました。今年

度の学会テーマは「助産師が地域をはぐくむ」で、非常に有意義で新たな知見を学べます。6月30日までオンデマン

ド配信されています。産後ケア実務助産師研修や開業助産師ラダーⅠ承認制度（機関紙5月号p38〜40）の習得単

位として認められる講演等が明記されております。パンデミック後は、私ども助産師の支援対象のニーズも変化し、

多様化しております。時代の流れに応じ、女性や家族へ上質のケアを提供するためにも、様々な学習の機会を活か

し、会員一人一人が自己研鑽を積まれていることは大変心強い限りです。 

 当会では、今年度も新たな研修会やこれまで同様の委託事業等を引き続き展開していきますが、新規委託事業と

して、2022年10月から始まる仙台市の「訪問型」産後ケア事業があります。詳細は仙台市と検討中ですが、現在「訪

問型」助産師を大々的に募集中です。応募したい方、もしくは、応募したいが迷っている方は、下記フォームでご連絡

ください。質問も受付けております。また、非会員の方で訪問型助産師にご関心のある方が周りにいらしたら、これを

機会に会員となり、お力添えいただけるようお声がけをぜひお願いします。新たに始まる訪問型は、利用者側は外出

の必要がないこと、支援者側には個々の生活に応じた支援が見えやすい利点があります。ぜひ訪問型産後ケアを

やってみませんか？ご応募をお待ちしております。  

 

 令和4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4年4月16日（土）に第13回通常総会が開催されました。会員180名のうち131名（委任状78

名＋参加53名）の出席を得ました。コロナ禍により、令和2年度は書面総会、令和3年度に初めての遠隔

開催を実施、今回は2回目の遠隔総会となりました。役員は連日、総会直前まで資料の作成・打合せに取

り組みましたが、やはり当日の修正箇所が複数でてしまい、会員の皆様には申し訳なく思います。 

 これまでご尽力いただいた後藤あき子理事と、新田みつ子会計監査が任期終了退任され、新たに、 

本田由美理事・早坂ひかり会計監査が、就任となりました。役員選挙では、オンライン投票という新たな手

法がとられました。参加会員によるスムースな操作で、トラブルなく実施することができました。 

 今年も、さらに魅力的な活動を展開し、会員同士、力を合わせて当会を盛り上げていきましょう。 
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受賞おめでとうございます！ ますますのご活躍を祈念いたします！ 

 「看護の日」知事表彰を受賞して   ひかり助産院 早坂ひかり 

 令和4年５月１２日「看護の日」に、村井知事より褒状を頂戴しました。 

 身に余る栄誉に際し、感激とともに身の引きしまる思いでいっぱいです。 

 約30年前宮城県に来て以来、一人（夫以外）の知り合いもいなかった私がこれまで、助産師

の仕事を続けてこられたのは、先輩・上司や同僚の方々のご指導の賜物と心から感謝してお

ります。 

 これからも、母子の健康と幸福のため、決意を新たに、職務に尽くす所存です。 

皆さま、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

早坂ひかり様 

   日本助産師会会長表彰をいただいて ともこ助産院 千田道代 ・ スズキ記念病院 鈴木智子  

この度は宮城県助産師会より

ご推薦いただき、第95回(公

社)日本助産師会通常総会 

(ハイブリット開催)の場におい

て「日本助産師会会長表彰」を

賜りましたこと、塩野会長をは

じめ会員の皆様に深く感謝申

し上げます。 

 助産師の仕事は未来への投

資だと感じ、その魅力に惹かれ

34年目になります。今後も研

鑽を積み重ね精進して参りま

す。ありがとうございました。 （鈴木） 

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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私は昭和52年に助産師になり44年が経ちました。ただただ忙しかった

時代から少子高齢社会へと変遷し、分娩施設が減少していく中で母性看

護に長く携わる事が出来たのは有難いことでした。前職場においては産

科存亡の危機に院内助産システムを立ち上げ、一丸となって働いた仲間

達と、それを支えて下さった方々のおかげを思わずに

はいられません。 

家庭においては盆正月も無く働いて、孤軍奮闘したよ

うな気持になっておりましたが、考えてみれば子供を

置いて長年勤められたのは姑が居てくれたからでし

た。嫁姑問題は永遠不変のテーマ、生まれ育った時代

も環境・教育も違う他人が分かりあえる筈はないと諦

めておりましたが、姑が要介護となった今「これからは

私が感謝を込めてお世話をする番」と心を定める事が

出来て大変意義深い受賞となりました。今後も、微力

ながら宮城県助産師会の活動に関わらせて頂く所存

ですのでどうぞよろしくお願い申し上げます。（千田） 

千田道代様 

鈴木智子様 
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理事・委員着任のご挨拶 

 今年度より教育委員を務めさせていただきます。望月翔子と申します。 

 仙台市在住で、現在とも子助産院にて修行をさせていただいております。未就学の子供2人のママです。 

 新人時代は千葉県の南房総で過ごしました。 

 助産師経験年数がまだまだ浅く、発見、勉強の毎日です。 

 諸先輩方に着いていくだけで精一杯ではありますが、助産師会のさらなる発展の為、微力ですが一生懸命頑

張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

仙台市泉区みずほ台で、母乳育児支援、仙台市および富谷市の産後ケア（デイサービス型）を行っています。

また、とも子助産院でも勤務させていただいています。 

この度、会計監査の仕事をさせて頂くことになりました。宮城県助産師会での仕事は初めてのため分からない

ことが多いのですが、皆さまにご指導頂きつつ、役割を果たしていきたいと思っています。 

 これまで、日本助産師会では、助産所部会での仕事と、CoReめろ特別委員会でプレコンセプションケアの教

材開発に携わってきました。会計監査の仕事と並行して、この度完成したプレコンセプションケアの教材を使用し

て、宮城県のU２５の若い世代に広めていければなあと考えています。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

会計監査 

早坂ひかり 

 今年度より副会長を務めさせていただきます。 

 東松島市で「ほんだ母乳育児相談室」を開業して24年になります。 

 イトーヨーカドー石巻あけぼの店のマタニティ・育児相談員として20年、NPO法人ベビースマイル石巻の理事

もさせていただいております。 

 地域、特に県北の母子や助産師の声を、助産師会にどんどん届けていきたいと考えております。至らぬ点が

多々あると思いますが、精進致しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 副会長 

本田由美 

教育委員 

望月翔子 

保健指導部会より 仙台市思春期講話・石巻市親になるための教育事業 保健指導部会長 武者文子  

 思春期に関する健康教育については、「健やか親子21（二次）」において「学童期および思春期から成人期に向けた保健対策」が基

盤となる課題に揚げられており、思春期特有の問題について予防と改善に向けた取り組みとして実施されてきた経緯があります。 

 今年度も仙台市では仙台市子供未来局子供福祉課、健康委員会健康教育課との共同で仙台市内の中学校16校から依頼がきて

おり、現在はそれぞれの学校を担当する講師が決まり、学校との調整を進めている段階です。また、石巻市は少子化対策の施策のひ

とつとして「結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備が必要なことから、妊産婦への配慮や思いやりの意識を

高め、安心して子育てできる地域づくりを目指すため、石巻市子育て参加促進事業（親になるための教育事業）とし

て、石巻市内9校の実施予定です。 

 その他、県内の高校・市民センターなどから助産師による講話希望があり、会員の皆様に担当していただいており

ます。講師希望の方は見学からでもご参加いただけますので、登録希望の方はこちらのフォームに入力をお願いい

たします。お待ちしております。  

仙台市委託事業 令和4年度「せんだい助産師サロン」事業予定    出張専門助産院アンダンテ 根本靖子  

 ４年目となるせんだい助産師サロンは今年度事業が拡大され、感染対策に留意しながら開催中です。仙台市の4か月育児教室が中

止中であることから産後の母子にとって貴重な交流の場、気軽に相談できる機会になっております。 

 この2年程はコロナ禍で突然の中止や縮小など急な変更が相次ぎ、会員の皆様にご協力いただける機会がありませんでした。現在、

対面サロンが安定開催しつつあるため、サロン講師にご協力いただける会員の方を募集させていただきます。講師として従事頂ける方

はこちらのフォームにご入力をお願いします。      https://forms.gle/FKHw7HPKvR3iEtmF8 

場所：のびすく各館 

日程：平日午前or午後（仙台市HPに年間日程掲載されております） 

時間：半日（120分前後） 

内容：生後2～６か月未満の乳児と母親に対し、ふれあい遊び、育児相談、体重測定などを実施。 

講師条件：①当会会員であること。②会費の滞納がない。 ③日本助産師会助産師賠償責任保険に加入済であること。 

※打ち合わせ会にご参加をお願いします（遠隔開催予定） 

事業の様子は当会HPをご覧ください。 

お問い合わせ先： 担当根本まで 右記QRコードよりフォームへの入力をお願いいたします。 

せんだい助産師 

サロン講師登録 
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  令和3年度「安否確認訓練（災害に対応する訓練)」実施報告       災害対策委員 戸田恭子 

宮城県・仙台市受託事業 令和4年度「助産師による妊産婦電話相談」継続について報告 電話相談員 山口之雪 

会員の皆さま、毎年実施しております災害に対応する訓練としての安否確認訓練にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。  

日本助産師会では、災害時の会員の安否確認と、いつ起こるかわからない災害に対して危機意識を常に持ち続けることを目的として

毎年実施しています。昨年度からは、全国一斉ではなく時期や災害の設定について各都道府県の実状に即した内容での実施に変更しま

した。 

宮城県助産師会の安否確認訓練も昨年度が11回目となり、令和4年2月1日（火）に実施いたしました。災害の想定は、「2月1日 10時 

震度５強の地震 津波なし」とし、災害対策本部長からリーダー・サブリーダー専用メーリングリストへ安否確認の発令を行い、その後各グ

ループのリーダー・サブリーダーがグループメンバーの安否確認を行い、本部に報告していただきました。確認方法は、メールやLINEで

の返信・電話となっています。訓練の発令から48時間までに会員190名中184名（96.8%）の安否確認が例年通り実施できましたことを

ご報告いたします。会員・リーダー・サブリーダーの皆さま、ご協力ありがとうございました。  

平成23年3月の東日本大震災後も毎年のように全国各地で大型台風、集中豪雨、がけ崩れ、地震など大規模自然災害が発生してい

ます。宮城県での令和3年の主な地震災害を挙げてみますと、2月13日の福島県沖地震（M7.3）、3月20日の宮城県沖地震（M6.9）、5

月1日の宮城県沖地震（M6.8）がありました。また、令和4年3月16日の福島県沖地震（M7.4）では多数の建物被害があったと伺いまし

た。被害を受けた会員の皆さまには心よりお見舞い申しあげます。 

今後も、地震に限らず様々な自然災害が発生することが予測されます。災害時は自身の安全の確保が第一優先となりますが、被災後

の中長期支援が当会の災害支援になります。今後とも当会の活動にご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

 今年度の災害連絡網を送付いたします。ご自身の所属グループとリーダー、サブリーダーをご確認ください。なお、本連絡網は安否確認

に加えて会員の皆様に速やかに周知したい情報が生じた場合の連絡にも使用させていただきます。 

 令和4年度の安否確認訓練（災害に対応する訓練）は、令和5年2月7日（火）10時の予定で計画をしています。災害の想定は震度5

強の地震発生（津波なし）です。会員の皆さまは訓練日時に、リーダーまたはサブリーダーにトップダウン方式により安否を3日以内に連

絡してください。ご協力よろしくお願いいたします。なお、災害連絡網の個人情報の取り扱いにご注意くださいますようお願いいたします。  

令和4年1月29日(土)「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生かして～」 

研修会実施報告  災害対策委員 戸田恭子 

 令和3年度宮城県助産師会の災害対策研修会は、感染対策のためオンラインでの開催とし、今年度からは宮城県助産師会の全会員が参加

対象と変更しました。参加者は、災害連絡網グループのリーダー・サブリーダーを含めた37名でした。講師は、宮城県助産師会災害対策委員

の青山幸恵氏より90分のご講演をいただきました。内容としては震災当時勤務していた有床診療所での経験から得た「災害時支援に向けた

基本的な備えと対策」、「大災害の備え教育の研修から得た対策」、「東日本大震災での災害対策の実践と課題」、「中長期支援に必要な地域連

携」、「宮城県助産師会の災害対策」についてでした。具体的な内容についてわかりやすくお話ししていただき、日頃からの災害に対する準備と

しての備えの大切さを改めて実感しました。今後も助産師としてできる災害対策を各々の職場等で実践していただければと思います。 

〈研修会参加者の感想（一部抜粋）〉 

・素晴らしい内容の研修でした。病棟の危険箇所チェックやアクションカードなど早速現場で活用します。久しぶりに3.11を振り返る機会となり

ました。泣けました。 

・被災直後だけでなく、中長期的な支援の必要性、妊産褥婦の支援だけでなくスタッフへの支援の必要性を学べた。 

・実際に被災された方の気持ちなども振り返って知る事ができました。 

・普段から災害時訓練していて備えていた経験からの具体的な話で、今後の災害対策活動の勉強になりました。 

・災害時の実際からその対象者に寄り添った精神的なケア印象に残りました。今後、働く現場で災害対策に役立てていきたいと思います。 

・助産師目線の具体的な内容で、非常にわかりやすかった。震災からずいぶん経ったが、私たち支援者が、本当に癒されたのか、振り返りが必

要と思った。助産師同士だからこそ分かり合えることなので、当会でそのような座談会みたいな集まりを持ってもよいかと思った。 

 令和2年度後期から開始した当事業も3年目になりました。今年度も継続が

決まり、4月から相談員6名で稼働しております。 

 開始当初は、利用人数が10名/月程度でしたが、現在は20名〜25名/月と

倍に増えています。多い相談内容は、授乳と育児についてです。多い相談内

容は、開始当初から変わっておりません。コロナ禍の影響が出産・育児にある

事は、その詳細からも明確となっています。対面で対応したほうが良い内容も

ありますが、感染拡大防止を考え忸怩たる思いで電話相談で対応する場面も

あります。利用者からの高評価を励みに、少しでも安心して出産・育児が出来る事へ

の一助となるべく、今年度も相談員一同邁進してまいります。 

 毎月・水・金曜日（13:00〜19:00）日・祝日・年末年始を除く で開設しております。

周知の協力をお願いいたします。 
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みやぎ開業助産師マップ掲載基準  おおいずみ助産院 大泉智子 

 新型コロナウイルスの収束が見えない中、医療の最前線でご活躍の皆様大変お疲れ様です。 

 この度、2022年度の「みやぎ開業助産師マップ」が出来上がりました。今回新たに2か所の助産院が増え、23か所の助産院が掲載されて

おります。 

 毎年助産院が増え、内容の変更箇所もございますので、昨年度までのマップが残っておりましたら、お手

数ではございますが、破棄をお願いいたします。6月中に順次お届けして参りますので、コロナ禍で不安を

抱える妊産婦さん達に温かいお声がけと、配布のご協力をお願いいただけたら幸いです。 

「みやぎ助産師マップ」の掲載には、掲載基準を満たしている事が必要となります。 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止による事業縮小のため今年度は下記の基準です。 

【掲載対象】助産所部会、保健指導部会で開業している方 

配布用マップが必要な方、 

新規掲載希望の方は 

千坂（hysmtoronto＠

yahoo.gmai.com）まで 

ご連絡下さい。 

            研修会実施報告                      教育委員 武石陽子 

◎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 CLoCMIP○R レベルⅢ必須研修 

 「妊産褥婦の呼吸・循環に関するフィジカルアセスメント」「妊娠・授乳期の母親のために注意すべき感染症」および 

◎令和４年度宮城県助産師会総会教育講演「妊娠葛藤相談窓口の事例から～にんしんをきっかけに誰もが孤立することの

なく幸せに生きていける社会を目指して～」開催報告 
  

 今年の2月に2つの研修会と、4月に教育講演を開催いたしまし

たので、ご報告いたします。オンラインで開催したこれらの研修会

および教育講演には、毎回100名を超える参加がありました。 

 まず初めは、2月の研修会についてです。2月の研修会は2部構

成で、第１部は、東北大学病院高度救命救急センター、急性・重症

患者看護専門看護師の井上昌子先生、第2部は、東北大学大学

院医学系研究科微生物分野准教授の斉藤繭子先生よりご講義を

いただきました。第1部の井上先生からは、妊産褥婦の呼吸・循環

のアセスメントと対応を判断できるような具体的な症状と観察ポイントについて、わかりやすく教えていただきました。参加者の満足度は、

「非常に良かった・よかった」が97.1％で、「循環、呼吸、脳神経などの基礎から、臨床の実例までいろいろと学べた」「フィジカルアセスメント

の詳細な解説から事例による検討まで、大変わかりやすかった」「すぐに実施・指導できる内容だった。学び直しになり、知識の整理ができ

た」など、今後の実践にすぐに活かすことができる研修であったとたくさんの感想が寄せられました。 

2月の研修会第２部の斉藤先生からは、今、最も興味深い感染症について、現在の良好な衛生状態によりウイルスの抗体保有率が下

がっている脅威についてのお話がありました。また、母乳感染のリスクがある時の母乳育児のお話もあり、メリット・デメリットをどう捉えて保

健指導に活かしていくべきか、カウンセリングの重要性も併せて考えさせられる機会となりました。参加者の満足度は、こちらも、「非常に良

かった・よかった」が97.9％で、「初期検査や妊娠中の感染症の項目の1つ1つの詳細が確認できた。助産師外来で活かしていきたい」「身

近な感染性から、日本では稀な感染性までたくさん学べた」「感染症は身近なものである割に、なかなか覚えづらかったが、本日の研修で

曖昧だった知識を深めることができた」など、とても分かりやすい研修であったとの感想がたくさん寄せられました。 

最後に、4月の教育講演についてです。講師の先生は、特定非営利活動法人ピッコラーレ、相談員の大庭美代子先生でした。ピッコラー

レは、「にんしん」をきっかけに誰もが孤立することなく、自由に幸せに生きることができる社会の実現を目指すというコンセプトのもと、電

話・メールなどでの妊娠葛藤相談や、妊婦へ安心・安全の場を提供するなどの事業を展開しているそうです。コロナ禍で、相談は意外にも

減っているものの、非常に困難な相談事例が増えているとのことでした。内閣府の「切れ目のない支援」のスタートラインに立てない方もい

て、「妊娠したかもしれない」という時期からの支援が望まれていると、とても考えさせられました。また、看護系の学生と現場の助産師を混

ぜてのグループワークでは、学生の立場・助産師の立場、双方の立場からの意見交換ができ、とても有意義な時間を提供していただきまし

た。この他にも、「現在の支援のニーズや実際の事例を学び、助産師としての役割を改めて考える機会になった」「未受診、飛び込み分娩が

多くなっていると感じていた。病院で働く者として、何ができるのか考えるヒントをたくさんもらった」などといった感想を多くいただき、参加

者の満足度は、「非常に良かった・よかった」が100％でした。 

今年度も11月、来年の2月にオンライン研修会を企画してお

りますので、皆様のご参加をお持ちしております。 

【掲載基準】 

①宮城県助産師会会員である ②会費の滞納がない ③賠償責任保険に加入している 

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

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

※基本、宮城県助産師会主催の研修会参加とするが、アドバンス助産師更新の基準に該

当する研修会の参加も可とする 

⑥令和４年度4月以前に開業している 

【新規掲載希望の方】 

新規開業助産師の方は次の２点を追加 

（開業初年度は掲載できません） 

〇宮城県助産師会通常総会に出席又は 

理事会・委員会に出席して自己紹介を行う 

〇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 
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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 
 

〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1-8-1 

東北福祉大学  

健康科学部保健看護学科 気付 
 

電話:：090-2273-3834 

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。オンラインでの交流もうま

く活用し、スキルアップしていきたいと思います。 

 今年度は、新規に開始される受託事業や、じょさんしフェスタの開

催があります。次回の機関紙発行は来年春号の予定です。宮城県

助産師会の活動を引き続きお知らせして参ります。皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。 

今後の研修会予定・お知らせ 

            一般社団法人宮城県助産師会主催 栄養＆臨床薬理についての研修  
 

◎日時：令和4年11月26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 妊娠期の栄養 

「妊娠期の栄養」 
 稲村なお子氏（尚絅学院大学 総合人間科学系 

           健康栄養部門 准教授、管理栄養士 ） 

 〔第2部〕12:00-14:05  

   CLoCMiP®レベルⅢ必須研修 臨床薬理（妊娠と薬）  

 「臨床薬理」 
  小原 拓氏（東北大学東北メディカル・メガバンク機構     

               分子疫学分野 准教授、薬剤師 ） 

【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 

＊会員の皆様には、ご登録のメールアドレスへ当日のURLと講義資料をお送りいたします（参加登録不要） 

じょさんしフェスタinみやぎ2022について 

【開催日時】：令和4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 などです。 

＊実施企画の参加募集については、決まり次第、広報

のメール（kmiyagijyosannsi@gmail.com）からお

知らせいたします。 

皆様の得意分野を生かして是非ともご検討ください。

昨年の様子（右図）はHPでご覧いただけます。 

「じょさんしフェスタ」で検索してください。 

【お問合わせ】 武者文子 メール 

mammamusha@gmail.com   

今年度も「じょさんしフェスタ」を開催します！ 

助産師会からのお知らせ方法が変更になりました メールが届いているかのご確認をお願いします。 

宮城県助産師会からの会員の皆様へのお知らせは、これまで、メールマガジンで配信しておりましたが、４月から、下記アドレスよりBCCメー

ル一斉送信しております。ご登録をいただくとともに、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかの確認をお願いいたします。 

 

広報委員 メールアドレス ： kmiyagijyosannsi@gmail.com 
 

＊日本助産師会に登録されているアドレスに送信しております。４月以降一度も連絡がない方は、上記アドレスまでご連絡をお願い致します。 

事務局住所が

変更になって

おります。 

左記をご確認

ください。 

mailto:a@midwife-miyagi.net
mailto:kmiyagijyosannsi@gmail.com
about:blank

