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一般社団法人 福岡県助産師会 会長  佐藤 香代 

街路樹も葉を落とし、冬の訪れを感じる季節となりました。 

会員の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。 

さて、2021年度公益社団法人日本助産師会 九州・沖縄地区研修会の

ライブ配信は、10月 2～3 日無事終了いたしました。北海道から沖縄ま

で、例年にない参加者を迎え、無事 2日間を終えることができほっとし

ています。引き続き、10月 13～26日オンデマンド配信、公開講座は YouTube 配信が行わ

れました。広告掲載企業・施設や寄付は 43にのぼり、これも目標を大幅に超えました。途

中経過ではありますが、全国から充実した内容でとてもよかったという声をたくさんいた

だいています。 

翻ってみれば、2019年に実行委員会が立ち上がり、2020年開催に向け準備をしていたに

も関わらず、COVID⁻19感染拡大の影響を受け 2021年に延期することになりました。方法

も対面からオンラインに変更しました。オンライン研修という誰もが未知の世界を１から

学び、多くの時間をかけ丁寧に作り上げてきた結果が実を結び、会の成功につながったも

のと考えます。実に 3年越しの活動でしたが得たものは多く、ライブ配信を終えた 2日目

には皆達成感に満ち溢れ、自然と拍手がわきあがりました。強い信頼に培われた福岡県助

産師会の団結力を感じることができました。椎葉実行委員長はじめ委員の皆さま、本当に

ありがとうございました。仕事を持ちながらの活動は本当に大変だったと思います。深夜

にメールが飛び交う壮絶な日々も今では懐かしく思えます。多くの方々に支えられ、研修

会が充実したものになりました。ご支援に心より感謝申し上げます。 

研修会冒頭での島田会長の講演は、日本助産師会の「中期ビジョン 2025」や 2021年度

の重点目標が詳細に説明され、日本助産師会は何を目指しどのような方向に進んでいこう

としているのかが、明確になりました。 

日本助産師会は、 2021 年度から常任理事を 2名増員し新体制で臨んでいます。事業が

活発化し、活動範囲が拡大したことがその理由です。まず初めに、「日本助産師会ビジョン

2025」に基づく中期ビジョン 2025（2021年から 5年間の活動目標および指針）が提示さ

れ、専門職能団体として発展するための 4つの推進事項（A他職種連携・地域連携、B優れ

た人材の育成、C国際協力、D安定した経営・組織強化・運営の基盤整備）を意識した組織
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基盤整備の必要性が述べられました。 

また、2021 年度の重点目標である助産師のケアの質向上（Ⅰ妊娠出産ケア、Ⅱ産前・産

後育児ケア、Ⅲ女性特有ケア）の内容を示し、それらの充実のために現在どのような活動

が行われているのか、国や議員へどのような要望書が出されているのかも示されました。 

さらに、本年度の総会で否決された訪問看護ステーション活動については、定款変更を

せず、とりこえ助産院に周産期母子に特化した訪問看護ステーションを併設し事業を行う

方針に至った経緯が述べられました。 

日本助産師会は、産婦の力を引き出す自然な出産の推進、「すべての女性に助産師のケア

を」の実現、支援対象者のニーズに応えることを目指すことが改めて確認されました。 

この講演から、都道府県助産師会は日本助産師会と連携し、一丸となってビジョン実現

に向け取り組んでいくことが重要であると改めて認識しました。福岡県助産師会が目指す

ものは、切れ目のない妊娠・出産・育児支援を助産師の手で展開することです。女性の一

生に添う助産師を目指し、ともに活動していきましょう。 

 

 

九州・沖縄地区研修会実行委員 10月 3日ライブ配信を終えて 
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九州・沖縄地区研修会 実行委員長  椎葉 美千代 

『今 伝えよう「ばり楽しかよ！お産と子育て」2021』をテーマに掲げ、ライブ（10 月 2

－3日）とオンデマンド（10 月 13－26日）で開催しました九州・沖縄地区研修会は、262名

のご参加をいただき、公開講座は一般市民約 60 名が視聴（ライブ配信当日のみのデータ）

され、成功裏に終わりました。 

Web 開催と言いますと、ICT を駆使し、効率よく研修会を創作する印象がありますが、実

際はチラシを手作りし、配布に足を運び、抄録集を作成し、郵送作業を行い、アンケートフ

ォームを作り、ホームページにアップしなければならず手間を要しました。研修会前日は配

信をテストし、講師と打ち合わせを行い、当日は研修会メンバーでパソコンを操作し、講演

を流し、録画し、オンデマンド動画を編集し、配信できるようにしました。研修会メンバー

が一つひとつ心を込めて作り上げていかなければ研修会は盛会に至らなかったと思います。

また、福岡県助産師会を支える会員の皆さまや企業の方々の温かいご支援がなければ成し得

なかったと感じております。福岡県助産師会のサポートの素晴らしさと助産師一人ひとりの

能力の高さを感じることができた研修会でした。全国の助産師会から、応援して頂き感謝し

ております。 

 次年度は長崎県助産師会が主催されます。みなさまの沢山のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度九州・沖縄地区研修会報告 
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2021年度日本助産師会 九州・沖縄地区研修会 アンケート結果 

 

テーマ：今 伝えよう「ばり楽しかよ！お産と子育て」2021 

対 象：九州・沖縄地区研修会に参加した助産師 

期 間：（ライブ配信）2021 年 10月 2日（土）・3日（日） 

    （オンデマンド配信）2021年 10月 13日（水）～10月 26日（火） 

方 法：研修会受講後 Web による自己記入式質問紙調査を行った。 

 

結 果： 

１）参加者 262名、回答 127 名、回収率 48.5％であった。例年より参加者は多かった。 

２）参加者は 40～50代が多く、助産師会会員が 84％であった。 

 

 

３）参加地域は、九州・沖縄地区が 71％、九州・沖縄地区以外が 29％であり、地区

外からの参加も多かった。研修会の情報は、助産師会からのメール、福岡県助産

師会のホームページ、チラシ・雑誌から入手していた。助産師会からのメールや

日本助産評価機構からのメールの効果が考えられた。また、日本助産師会機関紙

に研修会チラシを同梱したこと、母子関連の雑誌でインフォメーションしたこ

となど広報活動の効果が示された。 

 

九州・沖縄（90）：福岡 56、大分 10、長崎 8、佐賀 5、宮崎 4、熊本 3、鹿児島 3、沖縄 1 

 地 区 外（37）：大阪 5、島根 4、福島 3、千葉 3、東京 3、埼玉 2、石川 2、神奈川 2、栃木 2、 

愛知 2、滋賀 2、北海道 1、岩手 1、山形 1、新潟 1、長野 1、京都 1、山口 1 
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４）オンライン開催はよかったという回答が 89％と多かった。 

 
 

意見が多かった記述を一部抜粋 

・家でリラックスして聞くことができ、参加しやすくて助かりました。 

・自分の都合の良い時間に参加することができるので、とても助かりました。 

・夜勤明けでも自宅からゆっくり受講できるのでありがたいです。 

・参加しやすいです。気軽に参加出来ました。 

・オンラインでなければ、仕事を調整して九州まで出掛けることはできないのでオンラインでよかった。 

・子どもが小さくなかなか研修等に参加できなかったのですが、オンデマンド配信があることで、子ども

達が寝た後に受講することができるので、今後もぜひ継続していただきたいです。 

・子育て中のためオンライン開催となり参加できるものが増えました。 

・子育て中だと遠方の研修は受けにくい。オンライン開催だと受講できる研修の選択肢を増やせる。 

・場所も時間も自分の都合に合わせて受講できるので、大変便利でありがたかったです。小さな子どもの

子育て中なので、普段なら受講できないであろう研修会に参加させていただけ、とても勉強になりまし

た。コロナが収束した後も続けて頂きたいです。 

・COVID-19が終息してもオンライン研修は継続又は対面と併用して頂けますとありがたいです。 

・気になったところは繰り返してみることが出来てよかった。 

・復習が出来るので良いと思います。 

・開催当日だけでなく後日配信されるのが助かります。 

・興味のある題材を期間内であれば繰り返しじっくり聞けることがとてもよいです。 

・オンデマンド視聴がとても良かった。 

・興味関心があるテーマの講演でも、会場研修だと遠方で諦めてしまいますが、オンライン講演を自宅で

見聞することができ、学びが多かった。オンデマンド配信も、自分の都合のよい時間に視聴することが

できありがたかった。聞き返したい内容を振り返ることができたこともありがたかった。  

・コロナがおさまっても、オンラインで全国各地の研修会に参加希望したいです。 

 

５）助産師会への意見や要望、自由記述を一部抜粋 

・会主催の研修もオンデマンドで配信されるともっと受講者が増えると思います。 

・勤務助産師としてはオンライン、オンデマンドの研修会はとてもありがたいです。対面が可能になって

もこの方法も残してほしいです。 

・今後、コロナ禍が収束しても配信を併用していただけると学びの機会が増えるので続けてほしいです。 

・助産道の研修を来年も実施して欲しいです。 

・対面で皆様にお会いできないのが残念ですが、同じ九州地区の助産師として繋がり続けることが大切

だなと思いました。 

・研修開催のメールは大変役に立つ。 

・他県からもオンライン学会や研修だと参加しやすいのでまた企画していただきたい。他県の助産師会

は初参加だったが、講師の先生も面白い方ばかりで大変興味を持って視聴できた。 

・次年度は、対面とオンラインでのハイブリットでの開催をお願いします。 

・会場開催となりましても、有料で構いませんのでオンデマンド配信を希望致します。 

・助産師会の活動がよくわかった。頑張ってください。 

89%

8%

3%

よかった
どちらともいえない
対面研修の方がよい

Ｎ=127 
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実務責任者  豊田 晴子 

 昨年度よりオンラインでの相談業務を計画していましたが、思う様に進まず、8月より各

地域で少人数での対面開催に変更をしました。現在、筑豊地区では助産院を中心にプレパパ

ママ学級、宗像地区では河東コミュニティセンターをお借りして地域の助産師が集いママ達

の交流会を開催しました。現在、福岡地区では自治協議会や地域のボランティアさんのご協

力も得て「助産師が伝える赤ちゃんの沐浴と保湿」11月 23日 10:30～60分 草ヶ江公民館

講堂で開催予定です。 

地域で少しずつですが、対面での開催で、活気づいてきています。今後、各地区で開催予

定です。 

 

 

災害対策委員長  西岡 あゆみ 

 6月の理事会時に理事会構成員で避難訓練を行いました。コロナ禍で理事会をリモートで

行っているため、通報、初期消火、避難誘導の流れが分かる福岡市消防局の動画を閲覧後、

実際に助産師会館の見取り図より消火器の場所や避難経路を理事会構成員で共有し、意識を

高めていきました。実際に火災が起こった時に動けるような訓練を行うことが重要だと考え

ます。会員の皆様も、自宅で、そして職場で、実際に火災が起こった時に困ることがないよ

うに備えるようにしていきましょう。 

また、毎年のように豪雨や台風、そして地震などの災害が起こっています。いつ起こるか

分からない災害に備え、本年度も安否確認訓練を実施いたします。目的は、災害発生 72 時

間での会員自身の安否の確認、各地域の被害状況の確認、そして災害ボランティアとして活

動できる会員の確認です。実際に自分の住んでいる地域で災害が起こったら・・・というこ

とを、安否確認訓練を行うことで、会員の皆様が実際に考えるきっかけになればと思ってお

ります。 

そして、年明けには令和 3年度災害対策研修会をリモートで開催予定です。詳細が決まり

ましたら HPにアップいたしますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

子育て・女性健康支援センター事業報告 

災害対策委員会より報告・消防訓練報告 
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福岡県助産師会 副会長  豊田 晴子 

令和 3年 4月 1日に「母子保健法の一部を改正する法律」が施行されています。この法律

では市町村は心身の不調や育児不安などを抱える産後１年以内の母親とその子ども（幼いき

ょうだいを抱える経産婦、父親を含む）を対象に産後ケア事業を行うよう努めなければなら

ないとなっています。9月、10月は各市町村とも来年度の産後ケアの予算確保にご尽力を頂

いている事と思います。妊娠・出産包括特別委員としましても地域の理事と委員が各市町村

にお伺いをして業務に見合う料金のお願いをして回っています。新たに 8月 1日付で福岡県

助産師会と委託業務を結んで頂いた嘉麻市の産後ケアがスタートしました。11 月 1 日付で

柳川市もスタートします。益々、産後ケアの内容の充実を目指し地域の方々が安心して子育

てをして頂ける様がんばっていきましょう。 

 

     

教育委員長  篠崎 克子 

今年度から、助産道研修会として実施されました研修会は、産後ケアに特化した内容を企

画いたしました。産後ケアの期間が産後 4か月から 1年まで延期したのを受けて、研修内容

を検討いたしました。日本助産師会のメーリングリストで研修会内容を広報してきました。

その結果、5月から始まった研修会では、北海道、関東、近畿、中国地方からの会員参加も

あり、人数も昨年より増加しました。参加者からは大変好評を得ており、アンケート結果も

達成感は高い傾向です。これも講師の皆様及び福岡県助産師会理事の皆様、参加者の皆様の

ご協力の賜物と心より感謝いたします。 

今年度も、残すところ 11 月と 12月の 2回となりました。研修会の内容は、産後ケアの核

ともいえる母乳ケアや乳幼児の発達についてのテーマとなっており、産後ケアに必ず役に立

つ内容であると自負しております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

今後も皆様のニーズに沿った研修会の企画をして参りたいと思っております。皆様のお声

をどうぞお聞かせください。 

 これまで教育委員会メンバーは、IT に関する知識も技術も不足し、リモート研修に関す

る操作も手探り状態で実施して参りました。皆様には大変お聞き苦しい点があったことを深

くお詫び申し上げます。今後は、これらを改善し、より多くの方の学びの場となるようオン

ライン研修会の充実を図っていきたいと思っております。今後も、皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

産後ケア事業について 

研修会報告・案内 
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勤務助産師部会長  中村 佳代 

九州・沖縄地区研修会では、三部会が開催され、20名の方にご参加頂きました。福岡県以

外では大分県、宮崎県、神奈川県の方がいらっしゃいました。 

勤務助産師部会は「コロナ禍でのお産と子育ての変化」というテーマでグループトークを

行いました。ほとんどの施設で面会・立ち合い禁止、マザークラスの中止や妊婦の感染のた

め帝王切開になり、直後から母子分離が始まるという状況もありました。対面での指導の効

果や母子分離の影響等を知っているからこそのジレンマがある助産師の葛藤も聞かれまし

た。一方で「リモート立ち合い」「オンラインマザークラス」「個別マザークラス」など新た

な支援の取り組みを行っている施設もあり、コロナ禍においてもその状況に向き合い、より

良い支援を提供できる助産師の前向きな強さも感じることができました。妊娠・出産を取り

巻く環境が変化しても私たちの妊産婦を思う気持ちは変わらず、笑顔で寄り添うことが大切

だと改めて感じられた部会でした。 

助産所部会長  髙﨑 望 

緊急事態宣言が明けましたが、気持ちはとしてはまだ晴れやかでなく、用心しながらこの

状況を見守っていることと思います。 

先日、九州・沖縄ブロックにて助産所部会が行われました。ZOOMでの開催でうまく入室で

きない方もいらしたようで 5名と少ない人数ではありましたが、長崎県や鹿児島県の先生方

の参加や勤務されている先生の参加もあり短い時間ではありましたが有意義な時間が過ご

せました。やはり、県内外問わず、助産所部会のみならず助産師の横の繋がりの大切さを感

じました。今後も一層皆さまのご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

保健指導部会長  福田 千鶴 

三部会での保健指導部会のテーマは「コロナ禍でのお産と子育てに向けて～産後ケアを通

して～」としました。「産後ケア」の観点よりコロナ禍に於けるニューノーマルなお産と子

育てについて、助産師の役割を話し合いました。各県とも「産後ケア」についての関心は高

い一方、地域によって取り組みはバラバラでかなりの温度差があるという課題を共有できた

部会でした。今回の部会で改めて助産師同士の繋がりの大切さを実感し、「産後ケア」に関

しての更なる情報交換を部会内や部会を越えて設けていきたいと思います。ご参加いただい

た方々、ありがとうございました。 

 

 

 

三部会報告 
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  組織強化委員長  田中 輝美 

                     「助産師会紹介パワポ」作成中！      

組織強化委員会では、「5 分でわかる福岡県助産師会」というナレーション付きパワポの

作成中です。新入会員お誘いのための媒体の一つで、皆さんの職場や学校など、どこでも誰

でもこのパワポを用いて、福岡県助産師会を紹介することが出来ます。実用化まで、期待し

て！もう少しお待ちください。 

九州･沖縄地区研修会を通し、益々助産師の魅力を感じ、期待される役割を自覚すること

が出来ました。助産師会入会の希望者も増えることと思います。入会手続き方法がこれまで

と変わっておりますので、ニュースレターの最後のページをご覧いただき、入会希望者にご

案内頂きますようお願い申し上げます。 

また、今年度の「国際助産師の日」の活動は、6月にテレビ局・新聞社に対し、プレスリ

リースを配信し、メディア出演企画中です。その節はご協力よろしくお願いいたします。 

 

   

 

 

 

   

 

 

組織強化委員会報告 

 

 

5分でわかる 

福岡県助産師会 
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助産所部会長  髙崎 望 

毎年、8月に安全対策委員会の勉強会をおこなっておりますが、今年は九ブロで三部会も

あり、勉強会は中止となり、三部会で現状況に必要なことなどの話し合いが行われました。

それを再度安全対策委員会として、皆さんが求めていること求められていることは何かを話

し合い、より今後の委員会の活動にも活かしていきたいと考えております。 

 

 

 

教育委員長  篠崎 克子 

令和 3年度、福岡市委託事業「働くママとパパのマタニティスクール」では、新型コロナ

ウイルスが猛威を振るう中、対面での実施を行ってきました。感染対策として、1日 4組と

参加者を限定し、執務者・参加者ともにフェイスシールドを着用し、手指衛生だけでなく、

使用物品の消毒の徹底などにも力を入れてきました。執務にあたる助産師は 3名で、丁寧な

指導を行っております。参加者は 2グループに分かれ、沐浴実施と産後の生活に関してのお

話会を行います。実際に、新生児に近似した人形に触れ、沐浴をし、助産師の話を聞くこと

で特に出産に向けてのパパの意識が変わってくるようです。参加者の満足感も高く、終了後

のアンケートでも「参加してよかった」という声がたくさん聞かれています。とても盛況で

毎月 50～60組の応募がきています。 

福岡市マタニティスクールでは、執務者（助産師）を募集しています。福岡地区だけでな

く、会員であればどなたでもご参加いただけます。毎月第 3土日 準備・片付け込みで 11:20

～16:30の執務となります。まずは見学からでも可能ですので、興味のある方は福岡地区理

事までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

安全対策委員会報告 

福岡市マタニティスクール報告 
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会計  山口 美津枝 

皆様、お元気ですか？コロナ奮闘記の再開です。 

新型コロナウイルス感染拡大、第 5波は凄かったですね。オリンピック・パラリンピックの

最中にまさかの緊急事態宣言発令。一時はどうなることやら。。。。と不安になりました。 

私の勤務する北九州市立医療センターでも、感染病棟のベッドは埋まり、一般病棟を閉鎖

し感染病床を増やすなど、正に医療崩壊の一歩手前まできていました。 

病床数減少により周産期病棟にも婦人科や内科の患者さんが入院するようになりました。

この頃やっと分娩室の陰圧ルームの工事がなされ緊急母体搬送や予定外の入院への備えも

整ってきました。 私達も最近では防護服の装着など準備が手早く行えるようになりました。 

そして、第 5 波は妊婦さんも例外は無く、入院待機中の感染妊婦さんは 2 桁におよびまし

た。そのような中、感染妊婦さんが続けざまに入院され帝王切開が実施されました。 

さて、COVID-19に妊婦さんが感染すると、その初期症状は様々です。多くは濃厚接触者と

して検査をしたら陽性であり、症状はその後に出てくることが多いように感じます。 

発熱・全身倦怠感・関節痛・咳嗽、そして顕著に表れるのは味覚や臭覚が無くなることです。

これはどなたにも共通していて隔離解除になってからも患者さんを苦しめる症状です。私が

感染病棟に帝王切開術後 2 日目の褥婦さんのケアに行った時のことを紹介します。ママは高

熱が続き辛いでしょうに笑顔で私を迎えてくれました。まだ乳房緊満はなく乳汁分泌はにじ

む程度でした。乳管開通ケアをしながら、現在のお気持ちを聞くと「赤ちゃんには会いたい

けれど、元気にしているならそれでいい。」「今は全てをお任せしているので。」と言って涙

を流されました。普通の帝王切開であれば、生まれた直後の赤ちゃんと面会し手でタッチン

グすることもできますが、COVID-19 陽性のママは赤ちゃんに触れることも近づいて見るこ

ともできません。赤ちゃんは素早くクベースに収容し NICU の陰圧ルームへ。検査後陰性な

ら周産期病棟のベビー室に来ますが呼吸障害等で管理が必要な赤ちゃんは、そのまま NICU

に入院します。NICU からはママのスマホに写真や動画が送られてきます。赤ちゃんが周産

期病棟に移動すればライブでリモート面会が行えるようになります。 

ママも赤ちゃんも隔離解除になるまでは、お互い逢えない日が続き、どんなにか辛いと思い

ます。このママは、その後隔離解除になり周産期病棟で、赤ちゃんと同室することができる

ようになりました。相変わらず無味無臭と話しておられましたが、お食事は完食され「おっ

ぱい出すために頑張ります」と話しておられました。母は強しですね。 

ワクチンや治療薬の開発が進み 1日も早くこのような生活から 

卒業できるように願ってやみません。 

 

 

コロナ奮闘記 
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【会計よりお知らせ】 

 

現金振り込み会員様へ 

今年度会費より、日本助産師会への振り込み手数料として 100 円を上乗せして振り込ん

でいただくことになっています。現金振り込みの会員様はまだ、数名しか、お振込みいただ

いておりません。今一度、ご自分の会費支払い方法をご確認の上、早急に会費＋100円をお

振込みいただくようにお願い申し上げます。また、お振込みの際、会員名が分かるように、

氏名でお振込みください。「～ジョサンイン～」など長くなると途中で切れていて個人を特

定することができません。できれば口座振替へ変更手続きをお願いいたします。（山口まで

メールを頂ければ、口座振替依頼書をお送りいたします。） 

また口座振替の会員様でも住所変更や残高不足、契約預金通帳の勘違いなどで、会費の引

き落としができてない会員様もおられますのでご注意ください。 

領収書については 6 月より日本助産師会 HP からダウンロードできるようになると聞いて

おりますので暫くお待ちください。 

 

個人情報変更について 

日本助産師会の HPから会員専用ページへ入り変更をしてください。 

とくに住所変更される会員様で地区変更も希望される場合はメッセージをお願いいたし

ます。 
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「市報かすが」に産後ケアの紹介と石橋美幸さんのメッセージが掲載されました 
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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いたします。 

 

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 

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】 

 朝晩めっきり寒くなって来ていますが、皆様体調を崩しておられませんでしょうか？ 

ここ最近、COVID-19の感染者数が減ってきており、このまま感染拡大せずに笑顔溢れる日々

となることを祈るばかりです。 

 

 

               広報委員 松山・後藤・髙橋愛・益永・阪本・髙橋春 
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