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会長 岸本 喜代子 

2014 年に会長に就任し、5 月の総会で 3 期 6 年の任期を満了いたします。 
会員の皆様には多くのお力をいただきました。心より感謝申し上げます。 
母子を取り巻く環境の厳しさが続いていますが、ようやく産後ケア事業が母子保健法に加えられました。すべ

ての母子･女性、健やかな暮らしのために、将来を見据えて力を発揮すべき時期で、そのためには充実した助産師

の活動をサポートできる力ある会を目指したいと願っています。 
そのための一つ目のお願いです。日程調整をして総会にご出席ください。そこで会がどういう方向に向かって

いるのか、そのためには何をしなければならないのか等々が見えてきます。講演会や部会集会も充実したものに

なるよう工夫しております。 
そして二つ目のお願いです。助産師会の運営に積極的にご協力･ご参加ください。「会長＝代表理事」は何かと

前に出ることは多いのですが、理事も会の運営に取り組んでいます。理事は理事会以外に委員会を担当し活動し、

そこで皆様と一緒に実質的な会の運営を担います。そうすることで、充実した助産師の活動をサポートできる力

ある会になる、という良い循環が生まれます。 
会員の皆様、引き続きご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

理事 藤井 ひろみ 

今年度から、永らく続けて来た文化祭の形式を変え、母子やその家族と直接触れ合え、なおかつ会員同士の交

流が図れるような企画として、実施することになりました。 
その初回となった今年度は、2019年11月3日、神戸市中央区のデザイン･クリエイティブセンター神戸（KIITO）

で開催されました。参加者は助産師 12 名、助産師学生 3 名、12 組の母子やそのご家族。防災減災をテーマに、

助産師の存在や助産所の紹介、防災知識やグッズの配布などをワークショップ形式で行いました。リコーダーの

ミニコンサートもあり、参加した母子や家族はもちろん、

私たち助産師も大いに楽しみました。助産師交流会では、

日頃なかなか聞けない他の助産師の活動や課題を聞き、

また古参会員である佐々木しゆう先生からの手紙も代読

されました。 
文化祭の準備に奔走してくださった國廣副会長、谷川

理事、西村幹事、お疲れ様でした。そしてありがとうご

ざいました。元気に活動して、また来年の文化祭でお会

いましょう。 
  

文化祭の報告 
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新生文化祭に参加した助産師の皆様 
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助産所部会 

本年度、助産所部会は助産師をアピールして助産所の良さを広めていこうという目標を掲げましたが、社会は

とんでもないスピードで変化している事を感じます。医療の集約化、産科医師の不足、育児不安、虐待等、何時

いかなる時、所においても助産師は原点に返り母子のそばにいて離れず、産む力、生まれる力、育つ力を見守り、

相談して力を合わせ最善の道をすすめるよう力を発揮していく今がきています。 
昨年、部会の偉大な先輩が神去られました。そのお心をつないでゆきます。 
昨年 3 月 8 日、愛媛県の母子と助産師の神様「高忍日賣神社」を参拝させていただきました。同じ志を持つ助

産師、本当に心から 1 つになりたいと感じました。できることから 1 つずつ、真心をこめていきましょう。 
最大のピンチは最大のチャンスとなりますよう工夫していきたいと思います。 

（助産所部会長 加須屋 淳江） 

 

 

保健指導部会 

産後ケアに関して昨年法制化され、産前産後の母親と家族への保健指導が重要視されています。今年度は部会

集会を 4 回開催し、各助産所や地域での進捗状況や情報交換、日助や国の動きなど情報の提供･共有を課題に、他

の部会員とともに交流会と学習会を行いました。来年度も産後ケア及び産後ケア事業を中心に、事業計画を検討

しています。 
2 月 2 日、千住真理子先生をお迎えして、部会企画研修会『すべての子

どもたちに沿ったいのちの教育をするために〜配慮が必要なこども達の性

教育から学ぶ〜』を開催しました。勤務助産師や県外からの参加もあり、

自己肯定感や自己決定の大切さ、性教育の内容や進め方など、改めて考え

振り返ることのできた貴重な研修会となりました。 
昭和 30～40 年代にご活躍された 90 歳代の大先輩から「助産所でのお産は減っていく一方。今からはあなた方

の活躍の時代、頑張ってくださいよ。」と力強いお言葉をいただきました。地域で生活する母子と家族が安全で安

心して出産･子育てができるよう支援していくためには、質の高いケアと保健指導が求められます。保健指導で開

業する助産所の評価も開始時期を検討していきます。今後も皆様のご指導とご協力およびご参加をお願い申し上

げます。 
（保健指導部会長 坂田 冨貴子） 

 

 

勤務助産師部会 

今、助産師に大きな影響を与えることが大きく 2 つあります。 
まずは、出生数減少に伴う病産院や産科の閉鎖です。これは妊産婦にとっての問題でもありますが、助産師に

とっても解雇や他科での勤務となり助産師として働けないことになります。 
2 つ目は、妊産婦の集約化と産科医の減少に伴うタスク･シフティングです。医師が担っている業務の助産師へ

のシフト、つまり、本来助産師が担うべきローリスクの妊産婦は助産師が担当するということです。国を挙げて

助産師外来･院内助産を推進しているのはこのためでもあるのです。 
よって、ここは助産師の踏ん張りどころです。ローリスク妊産婦の対応ができる実践力をつけ（アドバンス助

産師になろう）、助産師が必要とされている地域での業務を勤務助産師も担う（地域で働く準備をしよう）ことが

できるようがんばっていきましょう。 
先を読んで行動していく助産師になるように事業を組んでいます。2020 年は淡路島のきれいな海と美味しい料

理で『交流会』を企画します。是非、ご参加ください。 
（勤務助産師部会長 髙田 昌代） 

  

専門部会だより 
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教育委員会 ～自律した助産師活動を目指して～ 

2019 年度「助産師ちからアップ」研修も残りわずかとなりました。自律した助産師
活動ができることを目指し、即実践につながる研修を企画し、どの研修も県内･県外か
ら多くの方々が参加してくださいました。 
今年度は、教育委員会企画の研修だけでなく、各部会･委員会と協働し、1 年間の研

修計画をチラシでお届けすることができました。また、今年度の新たな取り組みとし
て、日本母体救命システム普及協会（J-CIMELS）公認講習会 ベーシックコースを企
画･開催しました。 

現在、次年度に向けて研修計画を進めているところです。次年度は、助産実践能力
習熟段階（クリニカルラダー）が初めて更新申請の年となるため、申請に必要な研修
も計画しています。また、各部会･委員会と協働し、皆様のニーズに応じた、他府県に
はない兵庫県助産師会ならではの研修にしていきたいと考えています。 
皆様の研修への参加をお待ちしております。（副委員長 岡村 由香） 

 

産後ケア事業推進委員会 ～産後ケア事業の実施状況の調査～ 

産後ケア事業とは実施主体は市町村で、目的を「出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、
産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの」として、宿泊型・通所型・訪問型の支援がおこなわれ
ています。2019 年 12 月に「産後ケア事業」が母子保健法第 17 条に加えられ、実施の努力義務が規定されました。 
産後ケア事業推進委員会では兵庫県下 41 市町村の産後ケア事業の実施状況を調査し、「産後ケア事業」の利用

を希望している妊産婦さんや、産後ケア事業の着手を考えておられる自治体や施設、助産師に現状を知って頂く
ことで、事業の普及が進んでいくと考え調査を行いました。3 月末には調査結果を兵庫県助産師会ホームページ
に掲載を予定しており、会員のみなさまに活用していただきたいと思います。次年度はこの調査結果を分析した
報告会、また「産後ケア事業の質の向上」を目指した研修会を開催したいと計画しております。 

2019年 12月 18日付で助産師会から産後ケア事業法案のお知らせが届いていますので、あわせて御覧ください。
（委員長 中野 純子） 

 

安全対策委員会 ～平成の振り返りを生かして令和へ～ 

日頃より安全対策委員会の活動へご協力、ご理解を賜り、ありがとうございます。 
令和元年度も「助産所安全管理評価」を無事に終えることができました。12 か所の助産所に安全対策評価員が

訪問させていただきました。ご協力ありがとうございました。総括の中では、助産所を留守にしての「研修会へ
の参加が困難」とお思いの助産所が多くあることがわかりました。 
また、医療法 6 条の 7 に基づき、ホームページのチェックを行っております。誇大広告や、「痛くない〇〇」な

ど主観的な表現に注意して、見直しをしていただけるようお願いいたします。 
これからもこうしたみなさまの、ご意見や情報を共有できる場づくりについて考えていきたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。                       （委員長 森田 輝） 
 

災害対策委員会 ～災害時の母子支援～ 

これまで、大阪府母子センターの宮川祐三子助産師や兵庫県立こども病院小児周産
期リエゾンの林卓郎医師といった災害時の母子支援者から実践的なご講義をしていた
だきました。さらに、独自に開発した周産期図上シミュレーション訓練を行いました。
研修には、病院施設、助産所、教育機関の助産師、保健師、助産学生といった方々に
ご参加いただきました。講義について、「理論だけでなく今の臨床を反映したものだっ
たのでわかりやすく気づきが多かった」といった意見や、訓練は、「危機感を持ってで
きたのが非常に良かった」「病棟でも活用したい」との意見を頂戴いたしました。そこ
で 2019 年度は、自施設毎の図上シミュレーション訓練教材の作成をいたしました。参
加者は、非常に熱心に取り組まれており、「よりわかりやすくスタッフ間で共有しやす
い」「具体的に取り組める」「院内の研修でやってみます」といった感想をいただきました。兵庫県内だけでなく
大阪や名古屋といった遠方からの参加者も多く情報交換の場にもなっていました。今後も、ニーズに応じた実践
的な研修を開催していきたいと思います。                    （委員長 細川 由美子） 

委員会だより 

研修会の申し込みはこちらから→ 
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福祉厚生委員会 ～健康管理と保険加入をしよう！～ 

母子支援に携わる私達の安全･安心な活動に、定期的な健康診査と保険加入を欠くことはできません。昨年は健
診アンケート調査に代わり、健診状況と保険加入のチェクリストを作成し、助産師会ホームペーに掲載しました。
まだ見ておられない方は是非チェックして活用してください。助産師会事務所で「助産師の心のケア」のミニ講
習会を開催します。心の自己管理やメンタルの回復方法など講師を招いて研修し、今後も会員の要望に沿った講
習会を予定しています。 
昨年は風疹麻疹、年初から新型肺炎が流行しています。「常に備えよ」と災害対策でよく言われていますが、助

産師の安全･安心な活動も同様と思います。自己管理に留意して「常に備えて」活動し、健康に毎日を過ごしまし
ょう。福祉厚生委員会の活動やミニ講習会に御希望･ご意見などがありましたらお聞かせください。お待ちしてい
ます。                                     （委員長 大内 久子） 
 

表彰委員会 ～令和元年受賞者の皆様のご紹介～ 

表彰委員会活動にご協力いただき
ありがとうございます。 
令和元年（5 月から 12 月）の受賞

者の皆様のお名前をご紹介させてい
ただきます。 
表彰委員会としては、職務に献身

的に従事され、他の助産師の模範と
して努められている方々をこれから
も推薦させていただきたいと思って
おります。  （委員長 総毛 薫） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOP虹の賞 
NPO法人そらしど代表者 

藤尾さおり 様 
保健指導部会 

日本助産師会 永年活動感謝 頓田 眞子  様 保健指導部会  

日本助産師会会長表彰 

湯舟 貞子  様 保健指導部会 

西部 多江子 様 勤務助産師部会 

高橋 八重子 様 助産所部会 

兵庫県看護功績賞 郷原 寛子  様 勤務助産師部会 

兵庫県健康財団会長表彰 坂田 冨貴子 様 保健指導部会 

兵庫県公衆衛生協会会長表彰 藪内 悦子  様 保健指導部会 

兵庫県高齢者特別表彰 川口 芳子  様 助産所部会 

 保健指導部会 勤務助産師部会 助産所部会 賛助会員（助産師学生） 

新
入
会
員 

二木奈織子（神 戸） 

郷司 律子（阪神北） 

浦松亜樹子（阪神南） 

東 由紀子（阪神南） 

森  瑛子（阪神南） 

巻幡亜希子（北播磨） 

笹部 恭子（阪神南） 

平川 真梨（神 戸） 

永田 知香（東播磨） 

池原 詩織（東播磨） 

  

2019/8/1～2020/2/29 
入会者 敬称略 

← 入会の申し込みはこちらから 

新入会員のご紹介 

2020/2/29 現在の会員数 345 名 

兵庫県助産師会定時社員総会のお知らせ  
と き  2020 年５月 24 日（日）10:00～ 

ところ  学校厚生会館（元町駅より北へ徒歩２分）  

編 集 後 記 
 
新型コロナウィルスが猛威をふるっています。今号が皆様のお手元に届く頃には、感染拡大が収まっていること

を願っています。今年度はよりわかりやすいホームページを目指して取り組んでまいりました。ぜひご覧ください。

来年度も皆様の助産師活動のお役に立てるように、情報発信していきたいと思っています。 
 

 広報委員：奧･上月･佐治･徳重･松岡  担当理事：藤井  


