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会長 佐藤 香代

空の色や風の音に秋を感じる今日この頃、会員の皆さまにはご清祥の
こととお喜び申し上げます。また日頃より会の発展にご協力いただき、
感謝申し上げます。
7月初旬に九州全域を襲った記録的豪雨は各地で甚大な被害をもたらし
ました。被害に遭われた会員の皆さまには心よりお見舞いを申し上げる
とともに、一日も早い復興をお祈りしています。日本助産師会や他県の助産師会からはたく
さんの励ましの言葉とお見舞いをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
現在、西岡災害対策委員長を中心に、災害時の連絡網やフローチャート、マニュアル作り
に取り組み、九州・沖縄ブロックや日本助産師会との連携体制を作り上げる準備をしていま
す。また、会員数の多い勤務助産師部会および福岡地区は、メーリングリスト作成に取り組
んでいます。これには、会員の皆さまのご理解が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたし
ます。
さて、助産師会会長に就任してから 4 カ月が過ぎました。その間、理事会では多くの議論
をし、前に進み始めています。ここではその活動の一部を紹介します。
福岡県で本年度開催予定であった「九州沖縄ブロック研修会」は、次年度開催に向けて新
たな実行委員メンバーを選出し、椎葉委員長を中心に新たな船出を行いました。
教育委員会は COVID-19 で一旦中止していた研修を、リモートで開催しています。これら
は CLoCMiP®研修として位置付けていますので、積極的に受講しアドバンス助産師申請や更
新に役立てて下さい。
福岡市委託事業、マタニティスクールも参加人数を減らして開催しています。今後オンラ
インでの開催も検討中です。また子育て・女性健康支援センターでは、相談員を配置し、活
動の準備を始めています。地区活動も活発で、オンラインの母親学級を行っているところも
あります。ぜひこれらの事業にスタッフとして参加し、活動していただきたいと思います。
産前産後ケアに関しても、市町村や医療機関、多職種との連携のあり方を考えています。
今、助産師は地域で多様な役割を期待されています。地域包括ケアシステムを支え、切れ目
のない妊娠・出産・育児支援を展開すること、それは妊産婦にとって最も求められているこ
とでしょう。
1

助産師会って何をしてるの？と思われている方は多いのではないでしょうか。特に勤務助
産師には助産師会の仕事の内容は見えにくいと思います。実は私もその一人でした。会長就
任後、その課題の多さに驚きました。先人のご苦労が今さらながら理解でき、この歴史ある
助産師会を継続させていくことの責任の重さを感じています。しかし一方では、助産師の今
後の行方を決める大きな鍵を握っているとも言えます。助産師の夢を、活動の場を開拓して
いく可能性を限りなく秘めているのです。
皆さんも助産師会で活動しませんか？何よりも支えになるのは、人と人とのつながりです。
今後はもっと会員の皆さまに興味を持っていただき、楽しくオープンな活動ができるよう、
積極的に情報を開示していきます。
「会員とともに創り上げる楽しい福岡県助産師会！」を目指します。

新型コロナウィルス対策
阿部 聖子
5 月のマスクの配布から始まった厚労省から助産所への医療物資の配布は、その後ガウン、
フェイスシールドと続いていましたが医療物資の在庫状況はおおむね改善傾向にあります。
国の方針として、応急的な対応から備蓄を計画的に確保していく対応へ移行することとなり、
10 月下旬を最後に優先配布は一旦休止されることになりました。エタノールの優先有償配
布に関しましては、国と県と両方とも現段階では継続予定となっています。当会としまして
も、配布の余剰分や会員の方から辞退のあった物資を含め、今後備蓄についても検討してい
く予定です。
また、今年度は書面総会の開催をはじめ、研修会や子育て相談、各委員会や理事会もリモ
ートの方法をとっています。書記としましては、事前の資料の作成、郵送や当日の PC 操作
等、普段以上に手間取っており、理事の皆様にとっても不十分なところもあるかと思います
が、会議中の PC 画面の中に時折映る理事の皆さんの赤ちゃんや猫ちゃん、犬の鳴き声にほ
っこりさせていただいています。これから秋冬を迎え第 3 波・4 波の来襲が予想されますが、
新しい生活様式の中で、忙しい日々を送りながらもちょっと気持ちの余裕をもって
COVID-19 と向き合い、助産師会と女性の傍らに寄り添っていきたいと思っています。

表彰
受賞された皆様おめでとうございます。

【令和 2 年度 日本助産師会会長表彰】
寺田恵子

様

鳥越郁代

様

松元久美子 様
ご報告が遅くなりましたことをお詫びいたします。
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子育て・女性支援センター事業報告

副会長 豊田 晴子
子育て・女性健康支援センターでは、最近まで対面での相談を実施しておりましたが、新
型コロナ感染症拡大防止のため、7 月からはオンライン相談会を行っています。第 3 日曜日
の 13：00～13：45 は妊娠中の方、続いて 14：00～14：45 は産後の方、と二部構成に分けて
対応しています。
電話相談は月曜日から金曜日の 10：00〜16：00 まで相談を実施しております。が、コロ
ナ禍で学校がお休みだったことも影響して思春期の性の相談等も寄せられていました。
電話相談を何処で知ったのか？との問いには養護の先生と答える中・高生もいました。
地域で行なっている思春期教育のフォローとして助産師会の電話相談が認知されて来て
いる事に喜びを感じました。

災害対策委員会より報告・防災訓練
災害対策委員長 西岡あゆみ
避難訓練・令和 2 年 7 月豪雨災害
7 月の理事会時に新理事会構成員で避難訓練を行いました。訓練では実際に「119 番通報」
後、全員で水消火器による初期消火を体験しました。
また、「令和 2 年 7 月豪雨災害」では、福岡県全域で特別警報が出され、会員の安否確認
を行いました。今回新理事になり初めての安否確認だったのですが、正会員 279 人（当時）
中 263 名と連絡が取れ、安否確認達成率は 94.3％でした。地区理事及び会員の皆様、ご協
力ありがとうございました。
しかし、安否確認は連絡先が変わっている方や職場の連絡先のみの登録の方にはなかなか
連絡がつかず大変な状況でした。
安否確認の目的は、
①会員の安否
②各地区の被害状況
③会員の住宅被害の有無
の確認です。これらを集約し会長が九州地区や日本助産師会に被害状況を報告することに
より、必要時には支援を受けられるようになっています。
ここ数年、毎年のように自然災害が起こっている現状です。より円滑に安否確認を行える
よう、地区理事から連絡がきた際はご協力をよろしくお願いします。
まずは、ご自身で助産師会に登録事項を確認し変更のある方は、日本助産師会ホームペー
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ジの会員専用ページで変更をお願いいたします。
福岡地区の方は郵送させていただきました登録用紙にご回答いただきますようお願いい
たします。

産後ケア事業について
妊娠・出産包括支援特別委員会 豊田 晴子
2021 年度より新たに産後ケア事業を検討されている市町村も多くなって来ておりますが、
まだまだ検討段階では助産師会にお話を戴く市町村は少ない様に感じています。
母子と最も近い位置にいる助産師が持ち帰る情報を、今後の産後ケア事業の参考として頂
くことが、産後ケアを必要とされている方に必要なケアをリアルタイムで届ける事に繋がる
のでは無いでしょうか？
会員の皆様にも行政の方々との情報交換を密にして頂き、各地区より委員まで情報を上げ
て頂きたいのです。
産後ケアを必要とされているママ達の情報が行政に届いていない事が大きな問題かと思
います。
産後の愛着形成の大切な時期を地域の助産師がサポートするからこそ、近い将来である
10 年後や 20 年後を見据えた産後ケアが出来るものとの確信を持っています。
産後ケア事業が助産師会と契約されるように委員は各地区を廻ります。
各地区の会員の皆様もご協力の程、宜しくお願い致します。

研修会報告・案内
教育委員長 篠﨑 克子
秋の深まりと共にコロナ第 2 波が鎮静化の傾向をみせています。皆様にはお変わりなくお
過ごしのことと存じます。
延期しておりました研修会も 9 月から開始いたしました。研修会当日は台風の影響が懸念
されましたが、リモート研修会のメリットが活かされ無事開催することができました。今、
話題の産後ケアの講演で、CLoCMiP®更新要件でありますウィメンズヘルスの申請可能な研修
であり、かつ産後実務助産師研修 2 コマ分（180 分）の申請可能な研修にもなっております。
1 度の研修会で、2 つの申請可能ができるという“おいしい”研修会となっております。今
後も、是非、多くの皆様のご参加をお待ちしております。また、今年度の研修会日時がほぼ
決定いたしましたので、掲載したいと思います。計画的に参加し今後のキャリアアップ、知
識・技術の向上に向けて、本研修会をご活用いただければ幸甚でございます。今後も、会員
の皆様のニーズに沿った研修会の企画を考えてまいります。どうぞよろしくお願いいたしま
す。申し込みは福岡県助産師会の HP からお願いします。
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開催日

研修会テーマ

講師

定員

豊田 晴子助産師
（心ゆるり院長）

100 名

(テーマ) 一般ポイント ☆〇
１

9 月 6 日（日） 妊娠期から育児期において支援を必要とす
13 時～16 時 る母親とその家族への支援～産前・産後ケア
の実際～

２

10 月 17 日
（土）
13 時～16 時
11 月 28 日

３

(土)
9 時～12 時

高井

妊娠期から育児期において支援を必要とす
る母親とその家族への支援～体の変化と改
善ポイント～
(テーマ) 一般ポイント ☆〇

緒方 理佐助産師

産後のメンタルヘルスケア～助産師のかか

（Salon Mam&Baby

わり～

ぽっかぽか

（のぞえの丘病院

(テーマ) 一般ポイント 〇

８

13 時～16 時

(テーマ) 一般ポイント ☆

(テーマ) 一般ポイント ☆〇
2 月 6 日（土） 子ども虐待予防支援

調整中

城

芽衣子栄養士

（福岡赤十字病院）

（福岡県立大学
大学院）

こども総合相談セン
ター、弁護士）
(テーマ) 安全ポイント
医師に学ぶ産科出血への対応とその実際

馬渡 秀仁医師
（馬渡産婦人科
院長）

☆ CLoCMiP® ウィメンズヘルスケア更新研修
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〇

100 名

繭子助産師

久保 健二先生
（福岡市こども未来局

13 時～16 時

100 名

院長）

佐藤

女性への健康支援～月経異常、家族計画への
支援～

100 名

院長）

（土）
産前産後のメンタルヘルスケア～医師のか
13 時～16 時 かわり～

1 月 23 日（土）

100 名

院長）

５ 1 月 23 日（土）妊娠期から授乳期におけるお母さんと赤ち
9 時～12 時 ゃんの栄養

７

（骨盤ケア・マタニテ
ィ・サポート佳

堀川直希医師

2021 年

６

佳世子助産師

(テーマ) 一般ポイント ☆〇

12 月 12 日
４

(テーマ) 一般ポイント ☆〇

産後実務助産師研修

100 名

100 名

100 名

３部会報告
勤務助産師部会長

中村佳代

令和 2 年 8 月 21 日（金）に日本助産師会の令和２年度第１回勤務助産師部会集会が ZOOM
により開催されました。オンライングループワークでは、「新型コロナウイルス流行下にお
ける母児支援」「災害支援」をテーマに話し合いました。コロナ感染症対策についての話が
メインとなりましたが、各施設での面会制限や面会の中止、マザークラスの中止、市町村で
の訪問の中止、助産師学生の実習の中止等、今までに経験したことのない様々な状況が起き
ていることにどの県も対応に追われており、里帰りができなくなった場合のフォローも十分
でないという現状もありました。
体制が変化している現在だけでなく半年・一年後、今回コロナ禍の中で妊娠・出産をされ
た方の今後の生活・子育て、児の発達成長にどのような影響がでてくるのか、実習が十分に
できなかった学生が臨床に出たときに影響はあるのか、母親同士の情報交換の機会が激減し
ている中で産後うつ、虐待等の増加も考えられるとの意見もあり、助産師としてのこれから
の役割を具体的に考えていかなければならないことを実感させられた集会となりました。

保健指導部会長

福田千鶴

部会員の方々へは、毎年恒例であります日本助産師会の「母乳育児支援に関する安全評価」
にご協力頂きまして誠にありがとうございました。今年度は回収率も 61.7％と前年度より
7.8 ポイント上がりました。今まで取り組んできたメールの活用が功を奏したと考えられま
す。またそれ以外には、コロナ禍でも活動できるように地区グループで独自の工夫を凝らし、
助産師の力を発揮されている報告がありました。このような時期だからこそ、部会員の力が
発揮できるように活発に情報交換を行い、活動できるように支援していきたいと思います。
ひきつづきより一層のご協力、ご指導の程宜しくお願いいたします。

助産所部会長

髙﨑 望

今年はコロナの影響で多くのことが変化しています。当たり前に過ごしできていたことが、
できないことを経験しています。お産もその一つです。
多くの女性が妊娠はしたが、病院では妊婦健診もお産の時も産後の入院でも一人で過ごさな
いといけなくなり、不安が募り各助産所に相談に来ています。
女性が自分のしたいお産はどんなものなのか、何を大切にしているのか、話をしながら女性
の希望と安全性を照らし合わせながら答えを導いていきます。助産所でのお産が難しくても、
それで終わらずに色んな形でサポートできるのが開業助産師です。病院や行政とも連携を図
りながら一人一人を大切に、女性の希望通りのお産にならなくても、満足度を上げ次に待ち
構える子育てへの活力に繋がるようにサポートしていきます。
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現在、福岡県内の助産所は有床助産所が 8 か所、無床助産所 4 か所あります。
助産所部会は嘱託医問題をはじめ、様々な課題があります。部会長となり、3 ヶ月。ようや
く理事や、理事会とはどういうものかその流れなどがわかりつつあります。先人の部会長の
方々に比べるとスピードも遅くご迷惑をおかけすることも多いとは思いますが、お母さん
（女性）と赤ちゃんのためによりよい会となるよう努力致します。
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組織強化委員会報告
組織強化委員長

田中輝美

組織強化委員会の今年度の事業目標は、福岡県助産師会の持続的な活力ある活動をする為
に、「新入会員の増員」「会員の満足度の向上」及び「助産師会の認知度の向上」です。
「新入会員の増員」の一番効果的な方法は、会員から身近な助産師や学生の方への声掛け
です。そこで今年度は、入会勧誘時の媒体として利用できるように、全会員に《福岡県助産
師会のリーフレット》の配布を致します。また、学校や病院・診療所など関連施設への勧誘
活動には、☆福岡県助産師会の歴史や活動☆入会しての会員の声など、会の魅力をまとめた、
入会案内プレゼンテーション用の広報媒体を準備し、会員の誰でもが活用できるようにしよ
うと考えております。
「会員の満足度の向上」については、会員間の情報交換の場、交流の機会も必要と思いま
すが、今後、コロナ禍での方法を検討していきたいと考えております。
「助産師会の認知度の向上」を目的に例年取り組んでおります『国際助産師の日』のイベ
ンは、開催時期や内容につきまして、今後の状況を踏まえて検討を行います。
共に、福岡県助産師会の魅力を啓蒙して参りましょう！皆さまのご協力をよろしくお願い
致します。

安全対策委員会報告
安全対策委員会

髙﨑 望

安全対策委員会として今年度は、8 月に『産後ケアのトラブル』ついての研修会を開催す
る予定でしたが、コロナの影響と理事・委員の選出が例年より遅れたために中止となりまし
た。今年度の活動内容としましては、2 月の研修会を開催致します。まだ、計画段階ではあ
りますが、従来行なう予定であったこととは変更して、コロナに関連したことや個人情報に
関連したことはどうかと検討中です。医療事故発生時の対応なども前回同様引継ぎ、今後の
課題とあげ、検討しています。
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特集：コロナ奮闘記

山口美津技
皆様

助産師会の会計を担当しております山口です。

さて今回、
「コロナ奮闘記」連載の依頼を受け書くことになりました。拙い文章ではありま
すが、私達の見えない敵、新型コロナウィルス（COVID-19）との闘いについて振り返ってみ
ようと思います。
私の勤務する北九州市立医療センター（以後当センター）は北九州唯一の第 2 種感染症指
定医療機関として、今年 2 月以降北九州地域の新型コロナウィルス肺炎患者さんの 25％を
受け入れています。2019 年 9 月～12 月頃、中国で発生したと考えられる新型コロナウィル
ス（以下コロナ）が北九州市にやってくるまでに、そんなに時間はかかりませんでした。
2020 年 2 月、横浜に停泊中の「ダイヤモンドプリンセス号」の船内でコロナ感染が拡大、3
月 1 日、とうとう北九州市で初めて新型コロナ感染者が確認されました（県内では 3 人目）。
この頃、当センターでは入院患者さんの面会制限が始まり、程なくして原則面会禁止とな
りました。特に MFICU 入院妊婦さんは長期の入院を余儀なくされ、家族に会えない辛さは大
きかったと思います。そんな妊婦さんの心の支えになりたいと、私達はいつも以上に妊婦さ
んの声を傾聴し不安や苦しみに寄り添うよう心掛けました。また、面会時間内であれば病室
での電話も許可しました。分娩も家族の立ち合いは禁止。産婦さんが孤独な戦士にならない
ようにできる限り付き添い励ましました。
そして、いつか来るコロナ陽性妊婦さんに備え、個人用防護具着脱の練習とミーティング。
アルコール手指消毒液の個々の消費量は 2 倍以上に増量。頻回の手洗いやマスクによる肌荒
れに悩む日々。徐々にマスクも消毒薬も少なくなり始めていました。また院内全スタッフに
向け会食を自粛するようにと規制が敷かれ、病棟では定年退職される病棟師長と副師長の送
別会を泣く泣く諦めました。特に結婚披露宴を無期延期とした新婚スタッフはどんなにか辛
かったと思います。
3 月 30 日タレントの志村けんさんの訃報が届き、翌 31 日、「北九州市で 10 人感染確認」
の速報が流れます。病棟に出入りしていたお弁当屋さんも出入り禁止となりました。
そして、コロナ感染妊婦さんの入院を想定し手術室、NICU、感染病棟と連携し感染対策チ
ームの指導の下、本格的なマニュアル作成が始まります。コロナ陽性妊婦さんは全例カイザ
ーにするとか、それは不要だとか、やっぱり全例カイザーにするなど、コロナだけにコロコ
ロ変わり現在でも小さな修正や変更があります。
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4 月 1 日北九州市で新たに 21 人の感染者の確認。県内初のクラスター発生は総合病院で
した。病棟には複雑な思いを胸に新卒助産師 5 名と既卒助産師 2 名が入職しました。新人ス
タッフが通常受ける研修はクラスターの原因となるので中止。新人は、いきなり現場へ送り
込まれます。もちろん歓迎会も中止。「わが病棟に新入助産師が来たのに何の歓迎もしない
のはあまりにも悲しい！」と皆で協力して休憩室のロッカーの扉に助産師各々の写真・自己
紹介と新人助産師に向けてのエールを一言印刷し貼り、歓迎の意を表しました。コロナ禍、
新しい職場で働く新人助産師を少しでも応援したかった。
コロナになんかに負けてなるもんか！（つづく）

会計よりお願い
福岡県会員総数：282 名
会費納入済：271 名
会費未納者：11 名 うち 2019 年度未納者 4 名（9/15 時点）
会費の自動引き落としをされていない会員様で今年度の会費を納入するのをお忘れの方は、
いらっしゃいませんか？今一度お確かめいただき、早めの納入をお願い致します。
今年度末までに納入いただけない場合は日本助産師会退会となります。また、できる限り口
座振替の手続きをお願いします。
日本助産師会への送金時に手数料 100 円がかかるので皆様の貴重な会費の無駄使いになる
のです。自動引き落とし依頼書の必要な方は、住所・氏名を下記アドレスまで、ご連絡くだ
さい。自動引き落とし依頼書をお送りいたします。
E-mail

3enyanko@gmail.com

会計

山口美津技
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編集後記
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。
福岡県助産師会 会計
〒８０７－１１３４
住所：北九州市八幡西区茶屋の原４丁目１－１２
氏名：山口美津枝
福岡県助産師会入会案内

福岡県助産師会 HP

電話：０９０－９６０７－３３３１
アドレス 3enyanko@gmail.com

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】
さわやかな秋の風が吹き始めました。まだまだ大変な世の中ですが、自分自身の健康に注意して、母
子のため、この難局を乗り切りましょう。早く世界が落ち着きますように。

広報委員 松山・後藤・髙橋愛・益永・阪本・髙橋春
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