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一般社団法人 福岡県助産師会 会長  佐藤 香代 

旅立ちの春がやってきました。学生は、今年も COVID-19 感染渦で国

家試験を受けざるを得ませんでした。長期間のマスク、行動制限、コミ

ュニケーションをとることもままならない生活を強いられた彼女たち。

4 月からは助産師としての生活が待っています。会員の皆さまには、助産師

の卵たちの成長を温かく見護り教育していただくようお願いします。彼女たち

の活躍を心から祈っています。 

さて、2022年度の産後ケア事業は拡充となり、事業予算案は 44.4億

円に増額されました。また補助単価額は、2022年度より施設ごとの単価額となり、（1）

「ディサービス・アウトリーチ型」1施設あたり月額 1,696,000円（拡充）（2）「宿泊型」

1施設あたり月額 2,474,600円（拡充）(3)「住民税非課税世帯に対する利用料減免」1回

（泊）あたり 5,000円（新規）(4) 「24時間 365日受け入れ態勢整備課加算」1施設あた

り年額 2,635,300円（新規）となりました。 

また、その目的も、「退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産

後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化の状況

を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力

義務となった当事業の全国展開を図る。子育て世代包括支援センターにおける困難事例

や、新型コロナウイルスに対して不安を抱いている妊産婦等への対応の強化に対する受け

皿としても活用する」とあり、これまでより一歩踏み込んだ内容となっています。助産師

会と市町村との契約において、これらのことがしっかりと反映されるよう交渉していきた

いと思います。 

2022年 3月 1日に行われた「ペリネイタルビジット研修会」：北九州市医師会主催及び 3

月 4～7日の「妊娠期からのケア・サポート事業講演会」：福岡県産婦人科医会主催におい

て、【福岡県助産師会による産後ケア事業の取り組み】についてお話をする機会をいただき

ました。文献を整理していると、産後ケアに対する母親のニーズで最も多いものはリフレ

ッシや休息で、次に育児や発達に関する相談、母乳育児のサポート、話を聴いてくれて傍

にいてほしいが続きます。 

下記は福岡県で産後ケアを受けた母親の感想です。「大人と話す機会がないので、たくさ

ん話ができてリフレッシュできた」「子どもの発達や身体の緊張を知り、赤ちゃんの緩め方

がわかった」「なぜ赤ちゃんが泣き続けるのか腑に落ちた」「ご飯と味噌汁で涙がこぼれ、

元気になった」・・・。 

これらを読んでいくと、全国どの地域も母親の思いは一緒なのだと気づかされます。そ

して、母子だけで孤独な育児をしている母親像が浮かんできます。話がしたい、傍にいて
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いつでも相談できる、共感してくれる人がほしい。これが母親のニーズです。 

COVID⁻19感染渦の中、不安で行き場のない母親は助産師を強く求めています。すべての

母子がいつでもどこでも助産師のケアを受けられることを目指して、福岡県助産師会は活

動していきます。ひとりでも多くの会員が歩みを共にしていただくことを願っています。 

 

 

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表彰】 

横山和子 氏（筑後地区） 才田衣恵 氏(筑豊地区) 

 

【厚生労働大臣表彰】 

   川野敦子 氏（北九州地区） 

 

【日本家族計画協会長表彰】 

木下広江 氏（北九州地区）  

 

 【母子保健県知事表彰】 

   吉田静 氏（北九州地区） 東幸子 氏（久留米地区）            

 

【公衆衛生功労者県知事賞表彰】 

   田中みちえ 氏（福岡地区） 

 

【公衆衛生功労者理事長賞表彰】 

浅野美智留 氏（筑豊地区） 

 

 

福岡県家族計画協会長賞につきましては、協会の都合によりご推薦できませんでした。 

また授賞式の開催につきましては、COVID-19の関係上、残念ながら中止となりました。 

 

 

 

        実務責任者  豊田 晴子 

子育て・女性健康支援センター委員の業務の中には電話相談があります。相談内容として

は、思春期相談・育児相談・実母との関係に関する相談・夫の問題・家族の精神疾患に関す

る相談・産後の体調不良に関する相談・ＬＧＢＴから性転換に関する相談など多種多様です。

必要に応じ、ご本人の同意を得た上で関係機関と連携・紹介。あるいは、行政や学校・助産

院へ引き継いだり等お困り事が少しでも良い方向へ向かう様努めています。 

助産師会の相談窓口としての活動は、今後充実させる事により、地域の情況を把握した上

で学校の性教育に情報の提供をしたり、産後ケアにつないだり、医療が必要な方は紹介した 

表彰 

子育て・女性支援センター事業報告 
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り、インフォメーションの役割が福岡県助産師会の助産師が相談電話を受ける大きな意味で

はないかと思えます。 

 

 

                         災害対策委員長  西岡 あゆみ 

2021年 12月 5日に福岡県助産師会では安否確認を行いました。福岡県助産師会会員の全

287名中 272名の安否を確認し、安否確認達成率は 94.8％となりました。皆様ご協力ありが

とうございました。 

今回、安否確認と同時に母子支援のボランティアに参加できるかを募りました。ボランテ

ィア可能とご回答いただいた会員が 126名、職場との調整やこどもの預け先、自宅の環境な

ど条件が合えばボランティア可能とご回答いただいた会員が 29名いらっしゃいました。 

今後、いつ起こるか分からない災害に備え、災害対策委員会を組織化し、福岡県助産師会

の防災マニュアルの改訂を行っていくことを検討しています。地区毎に災害対策委員を置き、

各地区に拠点施設を置き、協力開業助産院の登録なども行っていきたいと考えています。ま

た、福岡県助産師会独自でボランティア登録なども進め、マニュアルがまとまった後には、

行政との連携も考えています。福岡県助産師会会員の皆様、ご協力よろしくお願いします。 

 

  

福岡県助産師会 副会長  豊田 晴子 

毎日のように、虐待による死亡を目にしない日がない程、報道されています。それは年々

確実に増加傾向にあります。母子保健法は改正に改正をかさねられ、施行期日が令和 3年 4

月 1日に定められました。改正の趣旨は、核家族や晩婚化、若年妊婦等によって産前産後の

身体的・精神的に不安定な時期に家族等の身近な人の助けが十分に得られず、不安や孤立感

を抱いたり、うつ状態の中で育児を行う母親が少なからず存在している状況と記されていま

す。また、留意事項として、産後ケア事業と子育て世代包括支援センターを中心とする関係

機関の連携により、妊娠期から子育て期に至るまでの切れ目ない支援体制の構築を図られた

い。となっています。福岡県助産師会としては、地域助産師が地域と連携しながら妊娠期か

らの切れ目ない支援を福岡県内 60 市町村に向け強くアピールし続けているところです。法

律が整ってきた事でより活動しやすい環境になりつつある事を感じます。それぞれの地区で

my助産師としての活躍ができる様に委員として活動を続けていきたいと思います。 

 

     

福岡県助産師会教育委員長  篠﨑 克子 

2021年度助産道研修会の報告をいたします。 

災害対策委員会より報告 

産後ケア事業について 

教育委員会・研修会報告・案内 
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2021年度の研修会の総参加者は 474名（平均 59.3名/回）で目標の 60名には、わずかに及

びませんでした。しかし、昨年度の総参加者数は 187名（平均 23.4名/回）と比較すると大

幅に増加しました。参加者の反応として、353名からのアンケート回収（回収率 73.7％）が

ありました。「達成した」90.7％、「プラスの変化があった」96.9％で、参加者の皆様には満

足していただけた研修会であったと考えます。 

2021 年度より福岡県助産師会会員は、初回研修会費が無料となりました。これを利用し

た会員は 84名（29.3％）でした。次年度は、この利用を 30％以上にしたいと考えます。ま

た、次年度から非会員研修会費が 5,000円に値上げされます。会員のメリットを実感してい

ただき、新規会員獲得につなげたいと考えます。 

 2020 年度からの研修会は、リモートで試行錯誤の開催となりました。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。 

私は、今年度を持ちまして教育委員長の任期を終えます。皆様からの温かいご支援と教育

委員の方々の協力により、役割を果たすことができました。本当に感謝の気持ちで一杯でご

ざいます。有難うございました。 

2022年度の研修会は、オンデマンドで行っていく予定です。詳細は、決まり次第ホームペ

ージに記載いたします。今後も、皆様の参加、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

勤務助産師部会長  中村 佳代 

2021年 12月 11日に日本助産師会三部会交流集会研修会がありました。「三部会で協力・

連携してケア提供していくために」をテーマに 80 人以上の方が参加されました。産後ケア

の現状や乳頭保護器について等を話すことができ、とても有意義なグループワークとなりま

した。私たちが「顔の見える連携」を取って何らかの形でつながり、しっかりコミュニケー

ションをとることが妊産婦に対して安心なケア提供のために重要だと再認識しました。 

福岡県助産師会としても三部会合同集会を次年度の計画にあげて、県助産師がより良いつ

ながりを持てるようにしたいと思います。 

助産所部会長  髙﨑 望 

部会長となり、2年の任期が終了しようとしています。右も左もわからない私に皆さまが

優しく時には厳しくご指導してくださいました。そして、言葉にださずとも支えてくださっ

た皆さま方にも感謝申し上げます。ありがとうございます。助産所部会は嘱託医療問題を始

め、様々な課題があります。私が未熟なため、積極的に取りかかることができず申し訳あり

ませんでした。私がこの 2年間の学びで一番感じたのは、勤務助産師部会も保健指導部会も

助産所部会のどの助産師も横の繋がり、つまり連携を求め、より良いケアをママや赤ちゃん

達に提供したいと思っていることです。これは、全国の助産師の皆さまも同じ思いでした。

人との繋がりが信用へと繋がる。当たり前のことですが、難しいです。私はこの 2年間の学

びをこれで終わらずに、次に繋がるように私なりに努力をしようと思います。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

保健指導部会長  福田 千鶴 

部会の皆様には、日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。年々会員数、開業件数

が増えており、大変喜ばしいことと思います。 

三部会報告 
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今年度、産後ケア委託事業については、委員会の活発な活動により契約数が増え、会員の

皆様の活躍の場も増えてきました。しかし、産後ケア事業の受託には、資格を有している必

要があります。まだ産後ケア実務助産師研修終了者の申請をしていない方は、締め切りが迫

っていますので早めに申請をお願いします。 

また、今年度もいろいろなお知らせをメールで発信しています。お送りする情報が多い時

もあり、携帯電話では受け取れない場合も見受けられます。パソコンをお持ちの方は、パソ

コンでご使用のメール・アドレスをお知らせ願います。何かお困りの際にはご相談ください。 

 

 

組織強化委員長  田中 輝美 

「国際助産師の日 2021」 企画事業でテレビ出演しました 

令和 4年 1月 27日のＮＨＫ情報番組「ロクいち！福岡」で、福岡県助産師会の産後ケア

アウトリーチ型の活動が放映されました！助産師会と産後ケアの委託契約を結んでくださ

っている太宰府市と産後ケアの利用者ママの声を交え、ベテラン助産師のケアの様子が報

道されました。 

番組の最後は、取材してくださったＮＨＫ記者の課題を投げかける言葉で結ばれます。

産後ケアには 3つの方法があり、中でも助産師が訪問するアウトリーチ型は、産後のお母

さんには使い勝手がよいが、利用できる自治体は 3分の１に留まっていること、今後利用

できる自治体が増えることが望まれると。 

この放送は、今年度の国際助産師の日の企画です。“助産師の業務の重要性についてでき

るだけ多くの人々の意識が高まるこ

と”が目的です。番組を見た妊産婦

さんが産後ケアについて知り、自治

体の方々が益々産後ケアに関心を深

めていただき助産師を活用していた

だければと願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

助産所部会長  髙﨑 望 

今年度は、研修会も開催できず申し訳ありませんでした。安全対策委員会の様々な研修を

受け、福岡県助産師会の安全対策委員会の行うべきことが少しずつ見えてきた処です。死亡

組織強化委員会報告 

安全対策委員会報告 
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事故など大きな問題が起きたときの対処はありましたが、小さな問題が起きた時の対処方法、

安全対策委員会としての動き方などが確立できていませんでした。それらを今後の課題とし、

大きな事故へと繋がらないように努めていきたいと思います。また、この安全対策委員会の

研修でも横の繋がりの大切さを言われていました。様々な立場の助産師がいるからこそ、見

えてくるものがあると思います。当委員会は三部会の部会長での構成となっていますので、

そこを活かしながら今後も皆さまとママや赤ちゃん達の安全を守れるよう努めていきます。 

 

 

災害対策委員長  西岡あゆみ 

令和 4 年 1 月 31 日（日）に「乳房ケアについて自由に語り合おう」というテーマで福岡

地区交流会を行いました。 

 最初は、病院勤務助産師 2名より病院での授乳ケアの現状の話を行い、それに対して開業

の先生にアドバイスをお願いするという形で始まりました。具体的な意見が飛び交い、大変

有効な意見交換となりました。 

今回行った交流会では、参加者が 9名と少なかったですが、活発な意見交換が行われまし

た。交流会の中でも皆が共感した感想が、顔が見える関係性でないと実際連携を行うことは

難しく、このような交流会を通してお互いの顔や活動を知り情報交換を行うことで、より地

域と病院との連携が取れやすくなるのではないかということでした。 

これからもこのような交流会を続けていき、福岡県助産師会の会員同士が顔の見える関係

になっていくことが、お互いの信頼感を高め、地域の連携につながり、より福岡県助産師会

を活性化させると思います。定例会や交流会など、今後も行われると思います。多くの会員

の皆様のご参加をお待ちしておりますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

福岡地区交流会報告 
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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】 

 3月を迎え、卒業や入学、入職や転職など、出会いと別れの季節となりました。まだまだ

COVID-19 に悩まされる日々かとは思いますが、春の訪れとともに、皆様に幸せが訪れます

ようお祈りいたしております。 

               広報委員 松山・後藤・髙橋愛・益永・阪本・髙橋春 
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会員募集 

福岡県助産師会入会案内 福岡県助産師会 HP 
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