
 

1 

 
 
 
 
 
 

 

一般社団法人 福岡県助産師会 会長 上野 恭子 

2019 年 5 月 12 日、福岡県助産師会通常総会が晴天の中、開催されました。 

また、2019 年 6 月 24 日には公益社団法人日本助産師会通常総会が栃木県小山市で開催さ

れました。総会から見えてくる最近の母子に関わる様々な問題から母と子、家族の環境が少

しずつ変化しています。その変化をきちんと見据え、今後の方向性を考えなければならない

と感じました。しかし、情報の膨大さ・スピード・真偽を認知する人間はなかなか追いつい

ていない現状も感じています。 

厚生労働省は 2019 年 6 月 7 日、2018 年の人口動態統計月報年計（概数）を発表しました。

それによりますと出生数は前年比 2万 7,668 人減の 91 万 8,397 人で、1899 年の調査開始以

来過去最少で、合計特殊出生率は、前年比 0.01 ポイント減の 1.42 と 3 年連続、減少してい

ます。 

出産年齢を見てみますと、45 歳以上は前年より増加、44 歳以下は各階級で前年より減少

しています。多くの女性が社会の生産年齢役割として仕事を継続、ライフサイクルでの結婚

や出産、子育てから多くの問題を抱え込んで仕事と子育てを両立していく姿が見えてきます。

日本助産師会が世田谷区の委託を受け世田谷産後ケア事業を行っています。稼働率は 80％

前後を維持している実績からも現在の母子や家族の問題と課題を反映しているのではない

でしょうか。 

福岡県助産師会も福岡県内の母子や家族にどのように寄り添っていったらいいか考え続

けていかなければいけないと思います。今年度の継続審議で、産後ケア事業の各地区での充

実、そのためには行政と医師会との協力がとても大切ですし、地域の特色ある内容で実施す

る道を探るしかないと考えています。そのためには各地区の理事の皆さんひいては各地区の

会員の皆さんのご協力をお願いするしかありません。どうぞ皆様のお力をお貸しください。 

2020 年九州・沖縄地区ブロック研修会が開催されます。理事会では準備委員会として各

地区より2名の委員を選出していただき、2020年度の開催準備のために動き始めています。

皆様の意思を反映するためにもお時間やアイデアのある方はどうぞその組織委員会にご協

力をお願いいたします。 
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また、会館整備委員会は総会での経緯説明で、原点の戻り再度見直しを行って皆様にご報

告できればと考えています。福岡県助産師会は助産所部会・保健指導部会・勤務助産師部会 

で成り立っている団体です。満足いただける助産業務を提供するために様々な研修会も助産

師自身が参加し研修後のスキルアップし貢献できればと考えています。 

 

 

副会長  稲冨 博美 

昨年度副会長に就任し、今年度で 2年目を迎えました。 

 就任後は会館整備問題をはじめ、次から次へと押し寄せてくる課題を理事会で検討してき

ました。会員 1 人 1 人の声は、各理事を通して会の運営に反映されていきます。 

 今年度も日々変化していく世の中の動きに遅れることなく、タイムリーに会を運営し、助

産師が本来の仕事を安心して営めるように尽力していきたいと思います。 

 ご協力を宜しくお願い致します。 

書記  仲道 由紀 

皆さん、こんにちは！引き続き書記をさせていただきます仲道由紀です。 

早いもので、書記に就任して 4年目になりました。この期間にリーフレット作成や開業助産

所一覧の整備、会館整備の検討、理事会構成体制の検討など、目の前に降って下りてくる課

題に取り組んできましたが、今思えば、これらは福岡県助産師会のビジョン（助産師の今後

の方向性）につながることばかりだったなぁと思います。 

様々な課題がある中、助産師会をこれからどのように運営していくべきか、さらには助産

師が助産師として活躍できる場づくりを私達助産師が早急に行っていくことが必要と切に

感じています。残りの在籍期間、先輩方が築き上げた助産師会を大切に引継ぎながら、上記

の課題に対してさらに向き合っていきたいと考えています。 

どうぞよろしくお願い致します。 

会計  田中 啓子 

新元号、令和元年を迎え、会員の皆様も益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。 

1 年目は会計としての業務に追われるように、あっという間に過ぎてしまいました。助産

師会の運営に携わるというよりは、勉強させていただいた 1年でした。 

ところで、世間では虐待などの悲しいニュースが絶えませんが、助産師会では新規委託事業

の契約も増加しており、行政からの期待の高まりを感じております。これらのニーズに応え

るためには、会員の皆様のご協力が不可欠です。今後とも助産師会活動へのご理解とご協力

をお願い申し上げます。  

常任理事挨拶 
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勤務助産師部会  島ノ江 子 

平成に続く新元号が「令和」となり、１ヶ月が過ぎました。令和の意味とは「人々が支え

合いながら希望に満ちた新しい時代を切り開いていく」という祈り・願いが込められている

と政府からの発表がありましたね。「会員一人一人が支え合いながら希望に満ちた福岡県助

産師会の時代を切り開いていく」という思いを込めて、２年目の活動に微力ながら関与でき

ればと考えています。新しい時代になり、改めてよろしくお願い致します。 

 

助産所部会  澁谷 貴子 

 助産所部会は分娩取り扱いの開業助産師の部会です。各助産所に勤務する会員も所属して

います。現在、福岡県内の有床助産所は 9か所、無床助産所は 3か所です。年間約 300件（約

50 件が在宅分娩）の分娩を取り扱っております。九州ブロック内では、助産所の数として

は、福岡県が一番多い県です。2019 年は、助産所ガイドラインが改訂されました。安心安

全な分娩環境を妊産婦に提供する努力を惜しまず、業務に専念しております。 

また、助産所部会長は、安全対策委員会委員長及び医療事故調査制度委員会委員長を兼務

しております。今年度は、安全対策委員会や医療事故調査委員会の立場からも安全の概念を

再確認しつつ、本会の整備をしっかりと行っていきたいと考えております。安全対策委員会

では、3 部会で協力し、2 月に事例検討会を予定しております。医療事故調査委員会では、

医師会の先生方にご指導を受けながら、初動プロトコールの見直しを行いたいと思っており

ます。 

 また本会は、今年度より福岡県周産期医療協議会の委員として、承認されました。このこ

とは福岡県周産期医療協議会所属の病院との連携を深めることに繋がり、医師と助産師の相

互理解の構築に向けての大きな一歩になったと感じております。本会に所属している助産所

は、分娩症例をデータ化して本部に報告しております。そのデータを解析することで、助産

所が抱える問題点も明確になります。また助産所が取り扱う生理的な分娩の安全性もデータ

として見ることができます。 

 10 月 6 日は、助産所部会主催の研修会を開催予定です。講師に深川レディースクリニッ

クの深川良二院長先生をお迎えし、「助産師に必要な分娩期のフィジカルアセスメント ～

産科医師との連携を深める～」をテーマに開催いたします。ラダー研修ですので、多くの助

産師の方々のご参加をお持ちしております。 

 さて、昨年は助産院が全国で 30 か所程、分娩取り扱いをやめ閉院しております。 

3 部会⻑挨拶 
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閉院に至る理由の分析を急ぐと共に、会は開業者を守るべく手立てを早急にとることが必要

だと考えます。助産所経営が安定できるように、マネジメントも必須です。部会員の意欲が

落ちることなく、部会員同士、助け合い手を取り合って「母子の明るく幸せな未来のため」

に尽力したいと思います。2019 年度もどうぞよろしくお願い致します。 

 

保健指導部会  福田 千鶴 

 部会長の役割をさせて頂き、今年で 2年目となります。昨年は、部会員様また他県の部会

長様との交流を通じ、部会を運営するに当たり学びの多い 1年でした。2年目の今年は、部

会員様の活発な活動に際して資質の向上の支援及び、地域と助産師会、病院等の連携が充実

できるよう取り組みたいと思います。また、三部会や委員会との交流を深め組織強化を図り、

会員様が活動し易い環境づくりをしていきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻の程お願

い申し上げます。 
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遠賀地区理事 髙橋 愛子 

2019 年度 福岡県助産師会通常総会を令和元年 5 月 12 日(日)13時より助産師会館で滞り

なく開催されましたのでご報告致します。 

 （会員：２８６名，出席者：38名，委任状：107 通） 

総会資料に基づいて、平成 30 年度事業報告、会計報告、監査報告が行われ、承認されま

した。 

2019 年度のスローガンは、これまで同様「つながるいのち、ひと、組織」とし、目標を

「助産師活動の組織的推進と専門的質の向上」と掲げています。 

会長挨拶でも、産後ケアが取り上げられ助産師の存在が見直されている今、関連団体との

連携を図り、助産師活動の質の向上を目指しながら、地域に根差した母子保健活動を行うと

いう内容のお言葉が述べられました。 

その後、2019 年度の事業計画および予算が承認され、審議事項の会館整備について、地

区編成について、委託事業事務手数料について、2020 年度九州沖縄ブロック研修会につい

て審議が行われました。まだまだ内容に関して多くの課題が山積しており、今後、各地区理

事が行う、理事会報告やニュースレターなどで現状報告や提案がなされるので、注意深く見

守り、ご意見を頂きますようお願い致します。 

今年度は、特別講演は行わず、会館整備及

び助産師会の将来に関する討論会が行われ

ました。グループでの活発な意見交換が行わ

れ、会館や助産師会の将来を深く検討してい

く時期であると感じました。 

また、2020 年度は九州沖縄ブロック研修

会開催県になります。会員の皆様の御協力を

是非お願い致します。 

 

 

 

   

 

2019 年度 ⼀般社団法⼈福岡県助産師会 通常総会報告 
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助産所部会長 澁谷 貴子 

【公益社団法⼈ ⽇本助産師会 第 92 回通常総会 助産所部会報告】 
 助産所部会の会議では、「助産所分娩の素晴らしさ」をＰＲするムービーを全員で共感し 

ました。その後、助産所経営がうまくいくためのノウハウについて、各テーブル毎に分かれ

て話し合いました。産む側のニーズの捉え方、助産所の存在価値をどのように地域に伝えて

いけばよいのか、という話題で盛り上がりました。助産所の役割が多様化する現代ですが、

焦点がぶれることなく、「生理的分娩を通して女性の安全と満足の確保」を行う大切さを守

っていくべきという意見が多く出されました。つまり、自然分娩の啓蒙と母乳育児人口増加

に力を注ぐべきではないかということです。 

妊娠期から産褥期、子育て期まで一貫したケア展開ができる助産所は貴重な存在であり 

女性と子どもたちに寄り添う助産所の閉院を防ぐための努力は、欠かせないものだという認

識で一致しました。助産所の役割が、分娩のみならず、産後ケア事業も展開していく中で 

助産所経営としては、厳しい側面があることも話題となりました。 

 助産師会として、勤務部会と開業部会の 2部会制にする可能性があるという話題が出てお

り、助産所部会としては、「反対する」との意見が大多数でした。この件については、今後

も本部理事会で議論されると思います。 

 他県の助産所部会員の方々との交流を持つことができ、忌憚ない意見交換ができたことは、

とても意義ある時間になりました。 

 

保健指導部会  福田 千鶴 

保健指導部会集会は、2019 年度日本助産師会通常総会前日にありました。 

最初に、2018 年度部会活動及び 2019 年度事業計画について、冊子「助産師による思春期

健康教育の実際（仮）」発行に向けた検討や、産前産後の育児支援（地域の身近な支援者を

育成する取り組み）の検討、安全管理について等の報告、最後に母子訪問についてのグルー

プワークがあり、盛り沢山の内容で 2時間があっという間に過ぎました。 

「助産師による思春期健康教育の実際」は、講座用パワーポイント資料付きで、現場で活

用し易い冊子になる予定で、新たに始める会員にとって期待度大です。またグループワーク

では、助産師会と病院と地域が密に連携している県の話の紹介もあり、今後の本会の役割を

考える上で大きな参考となりました。 

 

 

  

       

2019 年度 本部総会報告 
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副会長  稲冨 博美 

受賞された皆様おめでとうございます。 

 

日本助産師会 会長賞 長谷川眞弓氏 信友智子氏の 2名が受賞されました。 

 

日本助産師会 永年活動感謝状授与者 山下妙子氏が受賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰者 報告 
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教育委員長  吉田 静 

新年号を迎えた 5月より、今年度の研修会をスタートしました。様々な現場で活躍する会

員の皆さまが現場で役立てられる技術や知識を学ぶ内容とした他、皆さまから多くのご要望

をいただき「アドバンス助産師」申請、更新に活用できる内容としました。 

また、研修会に集中できるよう、机や椅子が完備された環境として場所を福岡市東区の筥

崎宮近くにある「福岡県教育会館」に変更しました。 

今年度も沢山の方に参加していただけるようお待ちしております。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

 

《対象者》 

助産師(福岡県内外 会員・非会員)、看護職、学生 

《会場》 

一般財団法人福岡県教育会館 

〒812-0054 福岡市東区馬出 4丁目 12番 22号 

TEL / FAX：092-631-4600 

《参加費》 

助産師会会員 2,500円 非会員 5,000円 学生 1,000円 （助産師免許保持者は除く） 

《申込方法》 

① 福岡県助産師会ホームページ「研修イベント」内、『参加申し込みフォーム』からお申込

みください。 

  （http://www.jyosanshi.net/fukuoka/index.html） 

② 各研修会開催 1週間前までに以下の口座へご入金をお願いします。 

  ゆうちょ銀行 記号 17450 普通預金 口座番号 89752021 名前 福岡県助産師会教育

委員会 

  恐れ入りますが、振込手数料は参加者さまのご負担でお願いいたします。 

N o 開催日 研修会テーマ及び目的 講師 定員

8月31日(土) (テーマ)・一般 石岡　洋子助産師
13時～16時 周産期の倫理 （福岡県立大学大学院）

～私たちを取り巻く生活の視点から考える～

9月7日(土) (テーマ)・一般 久保　健二氏
13時～16時 妊娠期からの子育て支援～子ども虐待予防支援 （福岡市こども未来局こども総合相談セ

ンター、弁護士）

10月19日(土) (テーマ)・一般 佐藤　繭子助産師
13時～16時 女性への健康支援～思春期から更年期まで～ （福岡県立大学大学院）

11月16日(土) (テーマ)・一般 澁谷　貴子助産師
13時～16時 分娩介助に携わる助産師のこころとわざ （しぶや助産院）

助産所運営と地域・多職種との連携

4 100名

5 100名

6 100名

3 100名

研修会案内 
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③ 研修会当日、受付に研修会費入金明細書をご提示ください。 

※研修会当日受付にて現金でのお支払いは承りませんのでご注意ください 

 

《問い合わせ先》 

一般社団法人福岡県助産師会教育委員会 吉田静 TEL:090-7442-4165 

《その他》 

●参加申込が定員に到達し、参加いただけない場合には、その旨をメールにて個別連絡させ

ていただきます。 

●お申し込み後の「キャンセル」「受講者変更・欠席」は、必ず研修会開催前に「問い合わ

せ先」へご連絡ください。 

●受講料の払い込み後にキャンセルをする場合は、ご返金いたしかねますのでご了承くださ

い。 

《参加される方へのお願い》 

多くの方が研修会に参加されますため、お子さま連れでのご参加は遠慮お願いします。 

なお、託児室を設ける予定はありません。 

 

【福岡県教育会館 アクセスマップ】 

◆JR：箱崎駅下車 徒歩 15分 

◆地下鉄：箱崎宮前駅下車 1番出口より徒歩 1分 

◆西鉄バス：箱崎バス停より徒歩 1分 

◆会館に専用の駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

こちらの QRコードからも簡単に

お申込みいただけます！ 
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遠賀地区理事  髙橋 愛子 

全国で唯一、産婆・乳母の祖神である高忍日賣大神（たか

おしひめのおおみかみ）を祀ると言われている愛媛県にある

神社。安産や子育て、縁結びの神様として、お産を控えた女

性やカップルなどに厚く信仰されています。境内には、樹齢

約 1000 年と言われる大きなクスノキがあり、木の根元には良

縁や恋愛、子授けなどにご利益があると言われる産土（うぶ

すな）様が鎮座していて、円満石と呼ばれる丸石を持ち帰る

と願いが叶うと言われています。 

また、本殿の北側には、仲良しの夫婦を象徴するかのよう

な 2 本のクスノキが 1 本の枝で結ばれている連理の枝がある

など、恋する人に必見のポイントが満載となっています。こ

の神社については、ニュースレター64号にも詳しく掲載されていますのでご覧ください。 

私達、出産に関わる助産師は、この世に新しい命を迎えるお手伝いをさせていただいてい

ます。出産という神聖な場所に立ち会わせていただけることへの感謝と、これから子どもを 

望む多くの女性が子どもを授かるように又、望まれるお産、次につながるお産ができますよ

うに、私達助産師や出産に関わる人達を見守って頂けますようにと 参拝させて頂きました。 

元号も変わり、また新しい気持ちで母子に接することができそうです。 

 

 

 

 

 

 

  

シリーズ史跡深訪④〜⾼忍⽇賣神社再訪〜 
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仲道 由紀 

福岡県助産師会では、福岡市より委託を受け、『働くママとパパのマタニティスクール』

を毎月開催しています。毎回、多数の応募があり、とても人気のあるスクールですが、担当

者が不足している状況です。スクールをご担当してくださる方を大募集しています。 

ご興味がある方は、各地区理事、もしくは、福岡県助産師会代表携帯電話（☎080-2779-6708）

までご連絡ください。 

また、福岡県助産師会 HP上の助産所一覧(2019 年 5 月現在)を更新しています。 

各助産所の実施可能なケア表もダウンロードできますので、ご活用下さい。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人福岡保健学院みずまき助産院ひだまりの家 
 

木の香りいっぱいの、身体に優しい助産院です。 
あかちゃんとそのご家族が笑顔になれるよう、お手伝いさせて頂きます。 

 
〒807-0051 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷 1 丁目 14-50 
Tel : 093-201-7731 ／ Fax : 093-201-7741 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://hidamari-ie.jp   e-mail：jyosanin@hidamari-ie.jp 
 

 

 

 

お知らせ 
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 会員はいずれかの「地区」及び「専門部会(助産所・勤務・保健指導部会)」に所属します。 

 

1)常任理事会・理事会 

 

 

 

2)委員会・専門部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県助産師会組織図 
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3)2019 年度 常任理事・理事・監事一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

北九州地区理事  吉田 静 

北九州地区は、北九州市と京築地区を担当しており、会員数は約 50名と福岡地区に次ぐ

大きな地区です。地区内で分娩を取り扱う助産所が 3つある他、開業している保健指導部会

員 13名、勤務助産師部会員が活動しています。 

 地区定例会を毎月行い（8,12 月休）、4月には総会を開催し多くの会員が顔を合わせて近

況報告など交流会を行っています。地域と共に年齢層も幅広く定例会や総会に出席できない

方も多くいらっしゃるため、報告や研修会などの案内をメーリングリスト（有志会員のみ）

で発信し、意見交換も行っています。 

また、年に数回、定例会に合わせて会員によるミニ研修会も行っており、今までに乳房や

骨盤ケア、北九州市委託事業である思春期健康教室・電話相談の報告会などを行って来まし

た。さらに、地域の方々と助産師の交流の機会として講演会（男の子の性教育）、映画上映、

コンサートなどを開催しましたが、これらは全て会員の声から実現してきました。 

これからも会員や地域の方々の声に耳を傾け、ニーズに合った活動を行っていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

           

 

 

地区活動の様⼦（北九州市） 
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一般社団法人 福岡県助産師会では、会員を募集しております！！ 

ご友人や職場の方をお誘いし、一緒に活動してみませんか？ 

入会をご希望される方は、下記のＱＲコードより福岡県助産師会 HP 入会案内のページに

お入りください。 

または、下記へ連絡をお願い致します。 

 

〒811-3507 

宗像市多禮 598 

田中 啓子（福岡県助産師会 会計） 

TEL 090-9721-6590 

FAX 092-943-4576（愛和病院内 田中宛） 

メール hiroko.tanaka@aiwa-hospital.or.jp 

 

  

ひとりでも多くの皆様の入会を心よりお待ちしております。 

 
 

【編集後記】 

元号が変わり、１番嬉しかったことは、皇后雅子さまの笑顔でした。 

同年代の女性として憧れでもあり、お身体は大丈夫？と心配ですが、高レベルな外交力で日

本が変わって行くような、そんな気さえさせてくれます。 

新しい時代に新しい風が吹くようにニュースレターも少しずつリニューアルしていきた

いと思っております。 

広報委員  髙橋(愛)・松山・長谷川・原武・益永・髙橋(春) 

 

 

一般社団法人 福岡県助産師会ニュースレター 第 70号 2019 年 6 月 

発行人 一般社団法人 福岡県助産師会 会長 上野 恭子 

〒810-0014   福岡県福岡市中央区平尾 1-3-41 

電話・ＦＡＸ 092-521-2025 http://www.fukuokajyosanshi.com 

 

会員募集 


