令和元年度

一般社団法人

長崎県助産師会総会

令和元年 5 月 18 日（土）10：00～12：00
長崎県勤労福祉会館

4 階 中会議室於

次

１．

開会

２．

会長挨拶

３．

議長および議事録署名人選出

４．

議題：

第

１） 平成 30 年度事業報告（委託事業等）
２） 平成 30 年度委員会報告
３） 平成 30 年収支決算報告および監査報告
４） 令和元年度事業計画（案）について
５） 令和元年度会計予算（案）について
６） 全国総会提出議案について
７） 役員改選
８） 代議員選出について
９） 定款の改正について
１０）その他
５．

専門部会集会
助産所部会・保健指導部会・勤務部会

６．

閉会

令和元年度 一般社団法人長崎県助産師会総会資料

平成 30 年度事業報告
1.会員数８４ 名
2.会議
1)総会
5/20
2)理事会 5/10 6/7 7/11 9/13 10/17 12/6 1/15 2/20 3/12 4/22
10 回
3)公益社団法人 日本助産師会 総会 <石川県・5/25.>
4)公益社団法人 日本助産師会 評議員会 <石川県・5/24>
5)公益社団法人 日本助産師会 九州・沖縄ブロック評議員会 <宮崎県・11/14>
6)公益社団法人 日本助産師会 九州・沖縄評議員会 <福岡県・2/16>
3.事業
1)生涯教育
(1)研修会・地区研修会(宮崎県・11/15/16)
(2)公益社団法人日本助産師会学会への参加(石川県・5/26)
2)組織強化及び活動の推進
(1)会員増加対策の推進(平成 31 年 3 月 31 日現在の会員数
(2)会員ネットワークーホームページの活用
(3)会員安否確認実施（2/6）-災害対策委員会 79.7％
(4)委託事業の推進（長崎市・雲仙市・南島原市・島原市）

８４

名)

3)渉外活動の推進
(1)他団体との連携
・乳幼児医療ネットへの参画
・長崎県妊産婦等相談支援ネットワーク推進協議会への参画
・Lovebaby 推進委員会への参画
・長崎県小児保健協会への参画
・長崎県母子衛生学会への参画
4)地域母子保健活動
(1)子育て支援拠点づくり及び相談事業
・子育て女性支援活動電話相談の実施(
48
件)
(2)性教育
H30 年度学校保健総合支援事業・学校における現代的な健康課題解決支援事業
（長崎県教育庁体育保健課健康教育班）
12 件＜小学校２ 中学校４ 高校４ 定時制２
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令和元年度

事業計画（案）

1. 生涯教育
(1) 研修会の実施(5/18)
(2) 公益社団法人日本助産師会総会・学会(栃木県 5/24・25)
(3) 公益社団法人日本助産師会九州・沖縄地区研修会(鹿児島 10/21・22)
2. 組織強化及び活動の推進
(1) 委員会活動の充実<産後ケア検討委員会・教育委員会・災害対策委員会および
地域交流委員会・広報、情報処理委員会・長崎市委託事業運営委員会＞
(2) 会員増加対策の推進・学生会員(賛助会員)への働きかけ
(3) 会員ネットワークの推進
(4) 専門部会の充実
(5) ホームページの充実・活用
3. 渉外活動の推進（他団体との連携）
(1) 長崎県妊産婦等相談支援ネットワーク推進協議会
(2) LOVE Ｂａｂｙ推進委員会
(3) 産後ケア委託事業（長崎市・雲仙市・南島原市・島原市）
(4) 性教育（学校保健総合支援事業・学校における現代的な健康課題解決支援事業）
委託事業
(5) 医療事故調査委員会
(6) 長崎県母子衛生学会
4. 地域母子保健活動の推進
(1) 子育て，女性支援拠点づくりの強化及び相談事業
・子育て女性支援活動電話相談の継続実施
・助産師マップの積極的な紹介およびホームページによる助産院の紹介
・母子への支援活動の推進―地域交流会の開催
(2) 思春期教育(性教育)事業
出前講座，長崎県体育保健課からの委託―登録助産師の拡充
(3)地域への積極的な働きかけ
・助産師会活動の周知
・妊産婦・母子と会員との交流
・災害対策セミナーの開催
・助産師だからできる産後ケア事業の継続実施（評価を加えながら）
運営委員会の活用
新人実施要員の参加
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平成 30 年度 教育委員会活動報告
委員長：早田知子

委員：浦川倫代
松尾明美

山口由紀 山口亜矢子
吉田カンナ

１．委員会開催
平成 30 年 5/20 7/12 9/13 1/12 4 回実施
２．活動報告
１）研修報告
① 5 月 20 日 歯科医から見た赤ちゃんの口のなか
～助産師に向けてのメッセージ～
講師：増山千絵先生 増山歯科医院 副院長
参加者は 31 名であった。アンケート内容からも満足感が高くいい研修会だ
ったと思われる。お母様方から授乳、離乳食についてよく質問があるが改めて
歯科医師という視点からの講義はとても新鮮なものであった。前回の反省から
会場は余裕をもった場所を選ぶようにしたので満席となることはなく役員に迷
惑をかけることはなかった。
②10 月 14 日 「 乳房の病気を知っとこう！！ 」
講師：宇賀達也先生
宇賀外科医院 院長
シンポジウム：母乳育児支援を考える ～直接授乳困難の症例～
参加者：28 名であった。宇賀先生の講義は、非常にわかりやすく、講義も楽
しく質問も多く満足度が高かった。メデラさんの搾乳器も、災害対策に役立つ
情報など、新たな情報もあった。シンポジウムは、4 人のシンポジストの方と、
参加者が活発に意見を交換し合い、開業助産師と施設の助産師が母乳育児につ
いて意見交換する機会を持つことができ、とても有意義であった。先生の資料
が多く印刷専門のキンコーズで印刷を行い見やすくてよかった。2 回の研修会
で当日参加者 7 名あり。資料の数が足りず、昼休みにコピーに走ることになっ
た。準備と費用がかかるため、今後、対応が必要かと思う。→当日参加者の参
加費の値上げなど・・
３．平成 31 年度の活動予定
5 月 18 日総会終了後に 半日研修会
7 月以降に NCPR、10 月以降に 1 つ研修会を実施します。助産師会ホームペ
ージをご確認ください。
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広報委員会
H30 年度活動報告・H31 年度活動方針
委員：永橋・丸亀
平成３０年度活動報告
１． 広報委員会開催
理事会開催と同時開催
２． 活動内容
・ 助産師会便りの発行。
・ 非会員への研修会お知らせ配布（施設向け）
・ ホームページ（H29 年 9 月 1 日に新規開設）の情報更新
会員への情報発信としてメールの活用を試みたが、受信率があまりよくないこと
と、事務局設置のＰＣを使用する必要あり機能的でなかったため、十分活用する
に至らなかった。
新情報はホームページ上にアップするので、各自定期的な情報確認をお願いした
い。
また、事務局が新体制に移行するため、現在使用しているメールアドレス
（osannpomiti・・・）は使用不可となる（時期は未定）
ＨＰ上の info・・・は送信のみで、痔事務局側からの返信ができないようなので、
今後検討。

令和元年度活動方針
１．ホームページの充実
２．会員相互交流のため、会員向けに会員名簿作成・配布
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平成 30 年度

災害対策・地域交流委員会活動報告

委員長：小橋川直美
委 員：早瀬麻子 梅木知恵子 永野明子 前田生子
理 事：野間田真紀子 永橋美幸

山田真由美

１． 委員会開催
6/6 7/19 8/28 9/27 10/18 11/13 1/24 2/26 3/26 4/25 計 10
回
２． 活動報告
１）助産師が伝える「親と子の防災トリアージ」〜あなたの大切な人守れますか〜と
いうテーマで 11 月 8 日に「深堀地区 PTA 災害対策セミナー」を開催した。参加
者は３０名で、保護者 28 名、学校教員 2 名であった。ほとんどの参加者が資料を
みながら、うなずき熱心にメモをとっていた。助産師会で準備した防災持ち出し物
品を展示したが、興味深そうに手に取って確認していた。
アンケートは 29 名の回収であった。集計結果については 29 名中満足 22 名、
やや満足 2 名、無回答 5 名と満足度は高かった。自由回答については全員が記載
しており、良かった点として「防災に対する意識が高まった」「避難所の確認がで
きた」、これからの準備としては、
「防災グッズ」が多くあげられていた。今後の研
修に希望する内容として、非常食の試食、段ボールベッドを試してみたい、子供が
一緒に学べるセミナーの開催について等であった。アンケートの内容からも地域住
民の災害に対する関心の高さが伺え、長崎県下の他の地区でも開催できるように活
動をアピールしていきたい。深堀地区では子ども達の防災キャンプなども今後の企
画として考えられているので、協働できることがあれば積極的に参加していきたい
と考える。
また、今回のセミナーについては 11 月 14 日の長崎新聞に掲載された。
２）平成 31 年 2 月 5 日 助産師会災害安否確認実施
今回告知はしなかった。確認できたのは 84 名中 68 名（79.3％）だった。携帯
番号登録なしが 1 名、返信不可能な会員 3 名には安否確認できなかった。安否確
認できない会員に周知して頂くために、総会の案内文書を郵送する際に「返信な
し、返信不可」の会員にはメールが届いたか否か等、について尋ねる文章を加え
た。
３． 令和元年度の活動
令和元年 6 月 30 日 第 2 回災害対策・地域交流セミナー 助産師が伝える「親
と子の防災トリアージ」〜あなたの大切な人守れますか〜を長崎ブリックホール
で開催する予定である。
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平成 30 年度委託事業報告
担当：

長崎市
久保田奈美
島原地区 3 市 中村 まり子

1. 委託事業
長崎市委託事業（相談支援・妊産婦-乳児訪問・産後ケア）
島原市産後ケア事業・南島原市産後ケア事業・雲仙市産後ケア事業
2.

3.

協力助産師
長崎市委託事業
島原地区 3 市

14 名登録
13 名登録

件数
長崎市委託事業
島原市産後ケア事業
南島原市産後ケア事業
雲仙市産後ケア事業

4.

相談支援 921 件 、妊産婦・乳児訪問 354 件
産後ケア（デイケア） 127 件
訪問ケア 10 件（全員初産婦） H31 年 2 月末まで
訪問ケア 24 件 8 月～H31 年 2 月末まで
訪問ケア 53 件
H31 年 2 月末まで

合同会議開催
H30 4/7, 10/14, H31 3/16

５．研修会開催
H31 3/16 保健指導賠責保険について ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰより講演
長崎市こども健康課主催
産科連携医療機関との連絡会議
7/12 ，H31 3/14
新生児訪問事業従事者研修会
H31 2/2
長崎市中央総合事務所主催
勉強会 H31 3/20
6.

2019 年度活動方針
各市と連携を図りながら妊産婦ケアに取り組んでいく。
研修会の開催と他部門の研修会へ参加し各助産師のスキルアップを図る。
登録助産師

長崎市 15 名
島原地区 3 市

15 名
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令和元年度

役員改選

平成30年度現在役員

（平成29年4月～平成31年5月）

会長

野間田

真紀子

副会長
会計担当理事

木村

由美子

教育担当理事

早田

知子

広報担当理事

丸亀

幸子

理事

永橋

美幸

理事

浦川

倫代

理事

久保田

理事

中村

まり子

監事

川嵜

とも子

監事

森川

寿和美

令和元年度新役員（案）

（令和元年6月～令和３年5月）

奈美

.
会長

江藤

宏美

副会長

久保田

会計担当理事

森川

寿和美

庶務担当理事

谷川

千夏

教育担当理事

早田

知子

広報担当理事

永橋

美幸

災害対策担当理事

早瀬

麻子

渉外担当理事

中村

まり子

監事

野間田

監事

木村

奈美

真紀子
由美子
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