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2019年度　公益社団法人日本助産師会第92回通常総会
並びに第7５回　日本助産師学会によせて

公益社団法人　日本助産師会

会長 山本　詩子

ご あ い さ つ

　2019年5月24日（金）25日（土）に栃木県助産師会が開催担当県となり2019年度公益社団法
人日本助産師会第92回通常総会・第75回日本助産師学会が栃木県小山市立文化センター・小
山市立中央公民館で行われます。
　悲願であった、日本助産師会会員1万人を突破し日々会員数が増加しており、助産師会への
入会意義が、浸透しつつあります。栃木県助産師会会長成田伸先生はじめ役員の方々は、早くよ
り総会に向けて準備を進めておりました。
　本会は、昭和2年に日本産婆会発足以来、昭和30年の社団法人日本助産師会の設立、平成
24年の公益社団法人認定を得て、今年92回目の総会です。歴史をつなぎ助産師としての専門
性を向上させ発展してきました。国の政策や自治体への提案により、地域に密着した事業展開を
行い、母子保健の水準の向上を目指しています。
　毎年会長表彰や名誉会員の表彰が行われますが、長らく助産師業務に従事してきた先輩諸
姉の姿は、自信にあふれ神々しく映ります。そして例年、返礼の言葉を聴くたびに長い経験に基
づいたしなやかな活動の様子がうかがわれ、胸が熱くなります。全国より参集した助産師たちと
大いに語らい、相まみえ言葉を交わしてください。同志として心が通じ合うことでしょう。
　今年度の助産師学会プログラムは「複雑化する母子と家族を支える助産師力」と題し～たくさ
んの笑顔のためにできること～が、サブテーマです。特別講演では「周産期医療・保健における
医師と助産師の連携」と題して北里大学医学部産科主任教授の海野信也先生にお話しいただ
きます。
　高齢妊産婦のハイリスク分娩への対応は、年々複雑化しています。2009年施行の改正児童福
祉法は、未成年、経済問題や予期せぬ妊娠・DV・虐待・出産後の養育困難など「特定妊婦」と位
置づけ「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要な妊婦」と規定され、
様々な支援が構築されてきました。教育講演では、それらを踏まえ「複雑化する母子と家族を支
える助産師の心のケア」というテーマでお話しいただきます。どれも世相を反映した母子と家族
への包括的な支援は、助産師全体で考え今後の課題にしてほしいと思います。
　興味深いのは、市民講座を設け「子育て、母親のこころの健康等の支援」と題した、元衆議院議
員であり精神科医師・水島広子こころの健康クリニックの水島先生のお話を楽しみにしています。
　また、現在急ピッチで進んでいる「乳腺炎ガイドライン」を考える緊急集会が、乳幼児の望まし
い授乳支援のあり方検討委員会主催で開かれます。活発なディスカッションの場になることを期
待します。
　日本助産師学会は、日ごろの会員の皆様の研究活動や実践活動を存分に発表していただき
ます。各県の助産実践活動は、どこも活発に行われていますので、参考にしながらたくさん刺激
を受け、次の活動の糧にしてほしいと願っています。
　小山市立文化センターは、小山思川の千本桜に隣接し風光明媚な場所です。
　ご参加を心よりお待ちしております。
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2019年度　公益社団法人日本助産師会第92回通常総会
並びに第7５回　日本助産師学会によせて

一般社団法人　栃木県助産師会

会長 成 田 　 伸

歓 迎 の ご あ い さ つ

　2019年5月24日（金）25日（土）開催予定の2019年度公益社団法人日本助産師会第92回通

常総会・第75回日本助産師学会を栃木県助産師会担当となり、準備してまいりました。皆様のお

越しを、会員一同首を長くしてお待ちしております。

　栃木県助産師会の前身にあたります日本助産師会栃木県支部は、昭和3年谷田貝古蝉を会

長とし栃木県産婆会が結成されたところから始まったとのことです。その後4人の方が会長を歴

任され、2004年に私が引き継ぎ、すでに15年となります。2010年10月22日に一般社団法人化

しました。会長を引き受け、様々な研修会・事業を実施してきましたが、栃木県庁、県内市町、議

員等さまざまな方々から得られたご意見、助成等から、これまで先輩会員の方々が栃木県内の

母子保健に対して大きく貢献してきたことを実感し、責任の重さを痛感してきました。

　開催場所であります栃木県小山市（おやまし）は、東京駅から新幹線で44分、東京勤務者の

ベッドタウンです。市の中央部を渡良瀬川の支流である思川（おもいがわ）が流れ、渡良瀬遊水

地では、絶滅危惧種のこうのとりにも出会えます。本冊子の表紙の思川桜はセンター沿いの川沿

いの土手を彩ります。桑栽培の歴史もあり、栃木県内でも結城紬が産出されています。また世界

遺産の日光を初め、多くの観光地を抱えています。総会・学会開催時期には桜の季節は過ぎてし

まいますが、緑にあふれ、とちおとめを初めおいしい農産物がたくさん、風光明媚な栃木県をお

楽しみいただければと思います。

　さて、助産師学会のメインテーマを「複雑化する母子と家族を支える助産師力～たくさんの笑

顔のためにできること～」としました。特別講演、教育講演、シンポジウム、緊急集会にポスター

セッションと、割合とシンプルな内容となっています。その分、全国から集まっていただいた助産

師、周産期医療・保健関係者の方々との意見交換に十分な時間が取れるように配慮しています。

ポスターセッションでの調査研究報告、実践報告を通じて、都道府県助産師会の活動を知ること

も楽しみの一つです。

　今回は、元衆議院議員であり精神科医師・水島広子こころの健康クリニックの水島先生に「子

育て、母親のこころの健康等の支援」と題した市民公開講座を企画しました。栃木県助産師会会

員として、ぜひ市民に声を届けたいとの思いを反映しております。市民の方々に助産師を知って

もらう機会ともなると思います。市民への広報を頑張っています。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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《スケジュール 》

《 会 場 へ のアクセス》

2019年

9:30～11:30
（受付  9：10～）

10:00～17:00 小山市立文化センター
（受付  9：30～）

［フォリア］2019年度 第2回理事会

12:30～14:30
（受付 12:00～）

［飛天東］都道府県助産師会代表者会議

［華厳全室］保健指導部会　　

［飛天東］助産所部会

［飛天西］勤務助産師部会       

15:00～17:00
（受付 14:30～）

専門部会集会　

5月23日木 会場 小山グランドホテル

2019年

2019年度 公益社団法人 日本助産師会 第92回 通常総会

5月24日金 会場

時間 会場

〈総　会〉小山市立文化センター
〈懇親会〉小山グランドホテル

18:30～20：30 小山グランドホテル ［飛天東西］
（受付 18:00～）

懇親会
時間 会場

12:00～14:00 小山市立中央公民館 ［実習室］
（受付 11:30～）

2019年度 第3回理事会 
時間 会場

9:30～16:00 小山市立文化センター
小山市立中央公民館 ［第1研修室］

●JR小山駅までのアクセス
　JR小山駅までは新幹線で
　東京駅より44分
●小山市立文化センター
　（小山市立中央公民館）
　JR小山駅西口から
　徒歩約１0分
●小山グランドホテル
　JR小山駅から車で約5分
※当日はJR小山駅より無料送迎バスを
　運行しております。
　詳細はAMARYSホームページにて
　ご確認ください。

（受付  9：10～）

2019年

第75回 日本助産師学会

5月25日土 会場

時間 会場

〈学　会〉小山市立文化センター
〈理事会〉小山市立中央公民館

（小山市立中央公民館）
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総会・助産師学会および懇親会への参加登録のご案内です。
なお、非会員の皆様の参加は、日本助産師学会のみとさせていただいております。

事前登録の締め切りは

会員 11,000円 13,000円 総会・学会参加費
として

非会員 11,000円 13,000円 学会参加費
として

助産学生 3,000円 4,000円 総会・学会参加費
として

学生賛助会員 無料 無料

2019年度総会・助産師学会の参加登録・弁当・

宿泊・エクスカーションのお申し込みはすべて、

インターネットを通じたものとなります。

総会・学会参加

懇親会費 10,000円 当日受付なし

弁当 1,000円／日 当日受付なし

事前登録費 当日 備考

5月13日 月
※事前登録の無料での取り消しは、4月16日（火）までとなっております。
　4月17日（水）以降の取り消しの場合、払い戻しはありません。

※次ページからのお申し込み方法をご参照のうえ、お申込みよろしくお願いします。

総会・学会の参加について
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《参加登録の方法／宿泊・弁当のご予約の方法》
①日本助産師会・栃木県助産師会のHPから、「2019年度日本助産師会総会・第75回日本助産師学会」
　ご案内のページを開き、「参加登録のご案内」をクリックし、下記画面に入ります。「募集要項」の総会・ 
　宿泊・エクスカーションをクリックすると、それぞれの概要のご案内があります（スマホからでも登録可
　能です）。
②「はじめてご利用される方」の「2019年度日本助産師会総会・第75回日本助産師学会」をクリックす
　ると、参加登録の画面となります。「次へ」の項目をクリックすると、個人情報入力画面となります。個人
　情報を登録すると、IDが付与されます。ID・パスワードは、次回以降のログインに必要になりますので、
　控えてください。懇親会・弁当を希望する場合もこのページでお申し込みできます。
③宿泊、エクスカーションをご希望の場合は、「宿泊プランのご案内」「エクスカーションのご案内」をク
　リックし、それぞれ登録をお願いします。
④同伴者がいらっしゃる場合の登録も同時にできます。
⑤総会参加・宿泊・エクスカーションのご希望内容をすべて入力すると、マイページが作成されます。マイ
　ページから、登録内容のご変更・お取消し・請求書の発行・お支払いを行うことができます。
⑥お支払いは銀行振り込みかクレジットカード決済のみとなっております。
⑦マイページから「2019年度日本助産師会総会・第75回日本助産師学会登録確認書」を印刷できます。
　総会・学会当日はこの登録確認書を印刷してご持参ください。
　払い込み期限は5月17日までとしております。

ＩＤ・パスワードを
ご入力いただくと

マイページに入ることが
できます。

初めてログインされた方は
こちらからお客様情報を登録し
申し込みを進めていきます。

こちらにお申込みいただいた
内容と金額が表示されますので

相違がないかご確認
くださいませ。

こちらから大会概要を
ご覧いただけます。

《2019年度日本助産師会総会・第75回日本助産師学会　登録確認書》（例）
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<総会に関するお問い合わせ先>

栃木県助産師会 日本助産師会通常総会・助産師学会 実行委員会
事務局：〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-159

自治医科大学看護学部母性看護学研究室内
TEL：FAX 0285-58-7516
E-mail：maternity@jichi.ac.jp

足利フラワーパークの藤

<参加登録・宿泊・エクスカーションに関するお問い合わせ先>

株式会社ＪＴＢ 宇都宮支店(担当 千葉)
〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4丁目1番 東栄ビル4階

TEL：028-614-2171  FAX：028-614-2005
E-mail：y_chiba031@jtb.com

お問い合わせはこちらまで


