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宮城県助産師会だより
平成２６年度宮城県助産師会がスタートして早半年。
会員も増えました。半年の活動の様子をお知らせいたします
最新の知識で助産業務・保健指導を！
宮城県助産師会会長 後藤美子
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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。
山々の木々も色づき始め、澄み切った秋空の季節となりました。
日頃より会の運営にご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
平成26年度上半期の事業が順調に進んでいることをご報告いたします。
下半期も会員の皆さまとの連携を深めつつ事業を進めていきたいもので
す。
さて、会員の皆さま 「助産師学校を卒業して何年になりますか？」「卒業
後、研修は何回受けましたか？」周知のごとく、医療の進歩は日進月歩
です。 行政の制度等も目まぐるしく変化しています。母子保健と女性
支援の専門職である助産師として最新の知識はどこで得ていますか？
最新の知識で母子・女性をサポートする事は専門職としての責務ではないでしょうか？公益社
団法人日本看護協会で発表している「助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）」の認証制度が
平成２７年８月から始まるそうです。日本助産師会でも認証制度に関わっており、分娩・保健指導
開業レベルの検討をしています。積極的に研修を受講し、認証の資格を得ておきたいものです。
認証をうけることにより、助産能力に自信を持って地域でアピールできると思います。
宮城県助産師会でも種々の研修を企画しておりますが、北海道・東北地区７県で主催する研
修は他県でも会員価格で受講できます。遠くでの研修はなかなか、行きにくいかもしれませんが
近県ですと日帰りも可能ではないでしょうか？是非、自己研鑽をし、より充実した仕事をしていき
ましょう。また、来年７月に横浜でＩＣＭアジア太平洋地域会議・助産学術集会が開催されます。世
界の助産師の活動を知り、視野を広げたいものです。
最後に日本助産師会の全国総会・助産師学会が平成28年5月26日～28日に、仙台国際セン
ターを会場に開催されます。開催担当県として会員の皆さまの協力のもと準備を進めて参りたい
と思います。

2014防災名簿配布のお知らせ

災害対策委員長 塩野悦子

2014年度の宮城県助産師会防災名簿を同封しました。
必ず、お読みいただき、安否確認への備えをお願いします。
●各自グループ確認→グループリーダーの連絡先登録（携帯電話などに）
→宮城県内で震度5強以上の地震などの大規模災害があった場合は、グループリーダー
に安否を伝える。また2月上旬予定の日本助産師会の安否確認訓練でも活用する。
●グループリーダーは、名簿を確認し、グループ内の新入会員等に自身の連絡先を伝える。
（グループリーダーにはグループメンバーの連絡先を同封しています。

防災名簿グループリーダー会議
日時：Ｈ２７年２月１日（日）
時間：１０：３０～１１：３０（ジャパンワク
チン主催の講習会の前）
場所：戦災復興記念館４Ｆ第５会議室
グループリーダーは万障繰り合わせの上
ご参加ください。

2014年度 宮城県助産師会防災名簿
安否確認グループと連絡ルート
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日本助産師会勤務助産師部会「自信をつけよう、助産力！！」に参加して
7月5、6日にエルパーク仙台で行われた「自信をつけよう、助産力！！」に参加しました。全国規模の研修会
が仙台で行われる貴重な機会だったと思います。2日間のプログラムは、盛りだくさんの内容で、消化不良も
覚悟しましたが、各講師の方々のお話は翌日からすぐ臨床で実行できる具体的なことばかりでした。千川産
婦人科の土橋院長の「乳がん、乳腺について」の講義では、助産師と医師の連携の大切さ、妊婦・褥婦の乳
がん発見の遅れの危険についてあらためて考えさせられました。特に、授乳期の乳房変化については医師と
助産師が正しい知識と共通理解をもって、母親たちのサポートができる体系づくりをしていかなくてはならない
と思いました。
とも子助産院 山田円
神奈川県立汐見台病院の早乙女智子産科副科長の「妊娠・出産とセクシャリティー」では、先生のバイタリ
ティに若干、後ずさりしましたが「日本のジェンダーギャップ（男女格差）が136カ国中、105位」という調査結果
に大きな衝撃を受け、話に引き込まれてしまいました。女性が性の健康について主張できる世の中になるよう
に、助産師は幅広い知識を持ち、人生に寄り添うケアをしていこうというメッセージが印象的でした。

様々な講義がありました。
有意義な２日間でした

セルフリフレクソロジー講習会に参加して

登米市立登米市民病院
内藤久仁子

私達は、県北の登米市立登米市民病院の助産師です。6年前に産婦人科病棟も閉鎖し、外来も週2日
(水曜、木曜)となりましたが、細々と外来診療と助産師外来を行なわせて頂いています。
待ち時間の少ない、アットホームな妊婦健診と乳房マッサージをしながら、「毎日頑張ってるね～お疲れ様
ねぇ」「母だからあたりまえだと思われてるけど、人生で一番頑張ってるよねぇ」などと声をかけ、心と体をほ
ぐすことを心がけています。
今回、私自身の心と体をほぐすために、セルフリフレクソロジーの研修に参加しました。アロマの香りと優し
い雰囲気にすっかり癒され、足の血流が良くなり、心なしか細くなってしっとりした足に「毎日私の体重を支
えてくれてありがとう」と声をかけたくなりました。マッサージ後のハーブティーもおいしく、2杯も頂いてしま
いました。
助産師だけでなく介護士の方も参加され、会話もはずみ助産師の力が様々な人を結びつけていることを
感じた一日でした。ありがとうございました。

登米市民病院の助産師外来
向かって右筆者・左は川瀬仁美助産師

本田講師（中央奥）
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感染管理の最新情報に参加して

ウィメンズクリニック利府 加藤智子

私は宮城郡利府町にあるウィメンズクリニック利府で働いています。年間約４００件の分娩が
あり助産師として分娩、育児に関してよりよいサポートができるよう日々努力しております。また
塩釜地区母子保健推進ネットワークの一員としても地区の母子保健の推進と看護力の底上げを
目的に他施設の方と連携し活動を行っています。
今回院内の感染管理委員をしていることもあり感染管理の最新情報の講演会に参加しまし
た。
講演では基本的な感染対策、インフルエンザ感染対策についてお話がありました。手袋の使
用や手指衛生など最も基本的なことではありますが改めて再認識する機会となりました。また
3.11東日本大震災時のスズキ記念病院での対応のお話もありました。当院もライフラインがすべ
てストップした中分娩対応していました。マニュアルがないため手探りで業務を行っていた事を思
い出しました。
特に関心を持ったお話が麻疹の院内感染事例の事でした。医療従事者が発症すると重症化の
可能性のみならず、周りの患者や医療関係者への感染源となることから免疫を獲得した上で勤
務する事が原則となります。私自身罹患歴があるのか予防接種歴があるのか不確かです。罹患
歴があっても予防接種の普及によって感染者に接する機会が減ったため免役能が維持できなく
なり再感染の可能性がある事もわかりました。院内感染対策として職員全員の麻疹・風疹・水
痘・流行性耳下腺炎の抗体価検査が必要と思い早速院長に職員の検査を提案したところ次回
の職員健診で検査する事になりました。
今後未知なる感染症が色々出てくると思われます。自分で新しい情報を得るのはもちろんで
すが、最新でより正確な情報を得られるよう、またこのような講演会があれば是非参加したいと
思います。

新生児蘇生法(NCPR)研修会に参加して
中央

ック利府
ズクリニ 久実子さん
ウィメン
長 佐藤
看護師

会です

の研修

毎回

満員
受講者

ウィメンズクリニック利府
段左 小野寺友子さん
中央 横尾美和さん
右 筆者加藤智子さん
下段 近藤正子さん

後藤会長と佐々木先生

ははこっこ助産院 加藤道子
平成26年8月10日(日) 大崎市の『古川保健福祉センター』において、新生児蘇生法研
修会(NCPR)が実施されました。仙北地域を中心とした、宮城県内の病院・産院・助産院
から14名の参加者が「新生児蘇生」について真剣に学習しました。研修会は、プレテス
トから始まり、講義・実施と、最終のポストテストを経て「新生児蘇生法講習終了認
定」が得られるものです。新生児の心肺蘇生を学ぶことで、出産時の緊急事態に臨機応
変に対応できるようにし、分娩中からの予測や、出産後の児の予後の向上に向け、日頃
からの準備が必要だと実感しました。
妊娠・出産が順調に経過していても、予想外のトラブルに見舞われることもありま
す。特に、医師のいない助産院の場合、助産師の判断・行動の如何によっては、お子さ
んの予後が変わっていくと言っても過言ではないでしょう。そのため、新生児仮死と新
生児心肺蘇生法を学ぶことは、分娩に携わる『助産師』にとって、とても重要だと感じ
ました。
現在、「ははこっこ助産院」では年間12～15件の出産の場に立ち会っています。これ
からも、お一人お一人の出産を大切に見守るとともに、妊婦さんや赤ちゃんの一番近く
にいる医療者としての、目を技術を、養っていきたいと思います。

中央奥（聴診器を使っている） 筆者の加藤道子さん
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じょさんしフェスタinみやぎ開催報告

宮城県立こども病院 横江紀子

三連休最終日の9月15日（月）にたいはっくるにてじょさんしフェスタを開催いたしま
した。昨年の反省を活かし、今年は河北新報社や各報道機関へのアピールも忘れず、会
員助産師の方には、夕方の情報番組へ出演告知もしていただきました。その甲斐あって
か、今年は300名を超える参加がありました（拍手）。
今回もどの講座もみなさん楽しそうに参加されていて、「予約してないけど参加した
いです」と言ってくださった妊婦さんもいらっしゃったそうです。沐浴体験にはたくさ
んのパパも参加してくださっていて、宮城にもたくさんイクメンがいるんだなと実感し
ました。
アンケートの結果も概ねよかった、楽しかったといっていただけました。
今年初参加だった私ですが、たくさんの助産師が協力し合い、各ブースで多岐にわたる
ケア＆トークで参加したみなさんを笑顔にしていく力。宮城県の助産師力ってすごいと
改めて感動！
また来年も開催してどんどん助産師を知って欲しいと思いました。

じょさんしフェスタの総括をし
ていただきました。
向かって左 武者さん

ガ
ティーヨ
マタニ

バランス
ボール

体操
ブ骨盤
ー
ュ
ゴムチ

ジョイ
セフカ
メラマ
ンの撮

影会

ハンドマッサージ

受付の皆さん

沐浴体験には、ご家族参加の方も
いらっしゃいました

骨密度

測定に
は１５０
大盛況
名
でした！

託児・育児相談チーム
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ロコモ体操

ＮＨＫ・ミヤギテレビ・
河北新報の取材を
受ける後藤会長

沐浴・抱っこ体験チーム

骨盤底筋体操

体験は
抱っこ
・
浴
沐
今回も 盛況でした
大

乳幼
児
基本 のスキ
の講
ン
義：熊 ケアの
谷先
生

ソロジー
リフレク
フ
ル
セ

育児相談と体重測定
利用者７５名 すごい！

ベビーマッサージ

宮城県全域からたくさんの助産師が集まって
くださいました。ありがとうございました。
の
から
さん
フ
セ
ジョイ いぐるみ
ぬ

プレゼントの中身

お楽しみのくじ引き
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Ｈ26年北海道・東北地区研修会報告
「助産師って？～うまれる・つながる・そして未来へ～」

東北労災病院 新田みつ子

平成26年度の北海道・東北地区研修会が、9月20・21日青森にて開催されました。
「助産師って何？」をあらためて考える研修になりました。岡本会長は「遷宮に匹敵する『いのちをつなぐ
助産所の役割』」についての講演では、伊勢神宮の20年ごとの遷宮の話から助産所が次世代に伝承してい
かなければならない本筋を話してくれました。
北島先生の「現代に自然なお産をする意味は？赤ちゃんの立場から考える」と題しては現在のお産が本
当に赤ちゃんの立場から考えられているのか、お母さんが本当に望んだお産なのか？問われました。私ご
と35～6年前助産師学校時代、分娩監視装置が出現し産婦は赤ちゃんのためと言われ分娩台に縛られ陣
痛に耐えながらのお産を見学しました。その時、私はこんなお産はしたくないと強く思いました。安全神話の
もと大きな流れに翻弄されている現在ここで立ち止まって、自然なお産、人間がこの世に生を受け生きること
の意味を考え実行しなければならないと強く思いました。『助産師のあるべき姿勢』の道しるべとなった研修
会となりました。
懇親会では、津軽すこっぷ三味線と出会い、楽しい一時をすごし体験認定証をいただいてきました。
来年はH27年9月5日・6日（土・日）秋田で開催されます。皆さん参加しましょう!！

の様子

懇親会

宮城県助産師会から（向かって左から）
武者さん・後藤会長・伊藤さん・新田さん・青山さ

Ｈ２７年度北海道・東北地区研修会のご案内

宮城県助産
師会の出し
物
武者さん伴
奏で、伊藤さ
んの独唱

日時：Ｈ２７年９月５・６日（土・日）
場所：にぎわい交流館ＡＵ（あう）
３階多目的ホール
秋田県秋田市中通１丁目４-１
テーマ：共に歩み・共に育つ・助産師
主催：秋田県助産師会
毎回充実した研修内容になっています。
たくさんの会員様の参加をお待ちしています！
研修内容は、ホームページ・機関紙でお知らせいたし
ます。お楽しみに(*^_^*)
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これから行われる研修会などのお
知らせです！
スキルアップにお役立てください。た
くさんの方の参加お待ちしていま
す。

「助産業務ガイドライン２０１４」普及啓発研修会
日時：１１月２９日（土）
時間：９：５０～１７：００（詳細はホームページを）
場所：東京エレクトロンホール（宮城県民会館）
講義内容：1．母体大量出血時の対応とCTG判読のポイント
講師：日本医科大学 中井 章人 先生
2．ガイドラインの説明会
主催：日本助産師会

助産業務ガイドライン普及
啓発研修会は全周産期医
療者対象です。各施設の
医師・非会員助産師・看護
師仲間を誘いあわせての
参加可能です。皆様にお
知らせください。

第7回母乳育児支援を学ぶ東北エリア教室
日時：11月30日（日）
時間：13：30～16：30 （開場 12：30）
場所：日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）
講義内容：「補完食」 講師：小児科医 IBCLC 高橋有紀子
「考えよう、話し合おう！コミュニケーション・スキルを用いた
母乳育児支援のコツとポイント」
講師：BA IBCLC 五十嵐祐子
主催：東北エリア学習会実行委員会 （事前申し込み10月15日まで）

「助産師だからできる明日からの保健指導」研修会
日時：H27年2月1日（日）
時間：１３：３０～１７：００
場所：仙台市戦災復興記念館
講義内容：最新の予防接種の話など予定
講師：小児科医 堺武男
主催：ジャパンワクチン
問い合わせ：宮城県助産師会
昨年、当会の助成を受けて研修を受けた会員が
じょさんしサロンで技を披露しています。今年の様子です

問い合わせ：宮城県助産師会
ホームページ：http://www.midwife-

miyagi.net/

じょさんしサロンに参加しませんか？
地域のママ達の生の声を聞いて、現場に生かしませんか？
毎回満員で大人気です。
じょさんしサロンの予定は、宮城県助産師会のホームページ
でご確認ください。

一般社団法人宮城県助産師会

平成28 年日本助産師会通常総会・助産師学会のテーマが決まりました

ありがとう。繋がるいのち・見守るいのち
～少子高齢化社会の中での助産師の役割～

仙台市太白区羽黒台２１－２５

電話 ０２２２４４８００７
FAX ０２２７７４１９７０
Email: miyagisanba@gmail.com
助産師はここにいます

たくさんのご応募ありがとうございました。
再来年の大きなイベントに向けて既に実行委員会
が発足しています。川島隆太教授の講演会は決
まっていますが、その他はまだまだ未定です。会員
の皆さまのご意見・ご希望を受け付けています。ま
た、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

ホームページもご覧ください

http://www.midwife-miyagi.net/
ＪＯＩＣＥＦ様の支援で、立派な助産師マップ
が出来上がりました。助産師紹介のパンフ
レットも作成いただいています。じょさんし
フェスタも支援いただきました。ありがとうご
ざいました。

ＯＨバンデスの
打ち合わせの様子

編集後記

「伝言版デス」が終わった後、郁美さんと ・・・
いいですよ～と気さく応じてくださいました(*^^)v

今年度、早くも半分が過ぎました。一大イベントの「じょさん
しフェスタ」も終わりホッとしましたね。今回の機関紙は、そん
なこんなで写真がいっぱいです。ご自分が写っているかも知
れません。じーっと見てくださいね。来年度は、今年度参加し
ていない会員様にも参加いただきたいです。今後の研修会
もご期待くださいね。
14号機関紙にご協力いただいた会員の皆さまありがとうご
ざいました。15号にもご協力をお願いいたします。
広報委員 山口

