
【第Ⅰ群】 （5題）      座⻑：渡邊薫（埼⽟県助産師会）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 １−１ 一般演題

乳頭混乱を起こした⺟⼦への直接授乳を可能にするための⽀援
   ○小菅理恵１），網谷奈央２），佐野尚⼦２）

   1）医療法人ながたレディースクリニック
   2）ユマニテク看護助産専門学校

12:20〜12:30 １−２ 一般演題

我が国における妊婦体操の文献検討
    〜妊娠中の⼼と⾝体づくりを知るために〜
  〇巌千晶１），田原茉理恵２），⻑谷部裕佳２），鈴木享⼦３）

  1)首都大学東京 助産学専攻科 2)首都大学東京大学院 人間健康科学研究科
  看護科学域 3)慈助産院

12:30〜12:40 １−３ 一般演題

吸引分娩後に発症した腹圧性尿失禁に対する骨盤底筋訓練の評価
                       （事例研究）
  ○⻑島玲⼦１），中谷陽⼦１），大谷浩２）

  １）島根県立大学看護学部   ２）島根大学医学部

12:40〜12:50 １−４ 一般演題

分娩期における熟練助産師の非侵襲的観察
     ―分娩進行の手がかりとして―
  ○平川真梨１），嶋澤恭⼦２）

  １）神⼾大学医学部附属病院  ２）神⼾市看護大学

12:50〜13:00 １−５ 活動報告
A病院における分娩開始徴候に関する電話トリアージ
  ○吉田広美１）

  １）⻲田医療技術専門学校 （元 ⻲田総合病院）

○ポスターの貼付・掲示、発表および撤去について
 ・ポスターの貼付 ・・・・ 5⽉24⽇（⾦）9：30〜5⽉25⽇（⼟）14:00
       ※5⽉25⽇（⼟）14：30までには撤去。
○ポスター掲示要綱
 ・ポスター掲示スペースは、たて180㎝×よこ120㎝
 ・演題番号表示（たて20㎝×よこ20㎝）、貼付用具（画鋲）は本学会で用意いたします。

【ポスター発表者の皆様へ】
１） ポスター発表者は、貼付開始後の時間に、小ホール入り口のポスター受付で受付を済ませて、
  ポスターを貼付してください。
２） 開始10分前に当該セッションのポスター前にお越しください。発表時間は発表7分＋質疑応答
  3分の計10分間です。時間厳守でお願いします。

【ポスターセッションについて】

ポスターセッションは、5⽉25⽇（⼟）12:10〜13:00、⼩ホールにて開催されます。
発表は一⻫スタートです。24⽇から掲示されていますので、事前に閲覧お願いします。



【第Ⅱ群】 （5題）      座⻑：上田邦枝（昭和大学助産学専攻科）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 2-1 活動報告
東京都品川区児童センターで開催される卒乳講座の報告
  〇有馬祐⼦１），河原ひとみ１），北目利⼦１）

  1)東京都助産師会品川港地区分会

12:20〜12:30 2-2 活動報告

神奈川県助産師会の助産所実習における4部会の取り組みと課題
  ―助産所部会、教務部会、保健指導部会、勤務部会の連携―
  〇上田 邦枝１）２），鈴木令佳１）３），森内幸美１）４），二見智枝⼦１）５）

  1）神奈川県助産師会 2）昭和大学助産学専攻科 3）かもめ助産院
       4）もりうち⺟乳育児相談室  5）横須賀市立市⺠病院

12:30〜12:40 2-3 活動報告

「助産師のちからアップ」研修全コース受講生に関する実態調査
  ○山名華代１）２），谷口真紀１）３），嶋澤恭⼦１）４），谷川裕⼦１）５）,

     岸本喜代⼦１）６）

  １）一般社団法人兵庫県助産師会 ２）兵庫医療大学 ３）姫路赤十字病院
  ４）神⼾市看護大学 ５）たけの⼦助産院 ６）関⻄国際大学

12:40〜12:50 2-4 活動報告

A県助産師会会員の研修の意識の現状
  ○安田紀代⼦１），塚本邦⼦２），中村暁⼦３），東山志保４），白木京⼦５)

   １）岐阜県助産師会  ２）花林レディスクリニック  ３）石原産婦人科
  ４）⻑良医療センター ５）岐阜聖徳学園大学看護学部

12:50〜13:00 2-5 活動報告

「周産期福祉避難所への助産師の派遣協力に関する協定」に基づく
避難所設置・助産師派遣訓練からの報告
  ○⻘山幸恵１），三澤寿美２），後藤美⼦３）

  １）２）一般社団法人 宮城県助産師会 災害対策委員  ３）同 会⻑

【第Ⅲ群】 （5題）      座⻑：眞下由利⼦（群馬県助産師会）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 3−1 活動報告

ふくしま⼦育て女性の健康⽀援センター活動報告
  〜電話相談・相談会から見えること〜
  ○旭香織１），小谷寿美恵１），石田登喜⼦１）

  １）一般社団法人福島県助産師会

12:20〜12:30 3−2 活動報告
福島県助産師会須賀川会 ⼦育てサロン７年のあゆみ
  ○川崎友⼦１），横田仁⼦１)，鈴木千保１）

  １）一般社団法人福島県助産師会須賀川会

12:30〜12:40 3−3 活動報告

地域での助産師の役割とニーズの検討
〜世田谷目⿊地区分会「助産師による⼦育て力ＵＰ」講座の試み〜
  ○林江美１），岩佐寛⼦１），中⻄貴⼦３），二階堂直美１），吉田敦⼦１）３），張暁燕１）

  １）開業助産師 ２）世田谷区立産後ケアセンター
  ３）NPO⺟⼦フィジカルサポート研究会

12:40〜12:50 3−4 活動報告

「助産師のほっと相談室」事業の現状と課題
  ○中橋尚⼦１），篠原佐智⼦１），起えりこ１），小原井恵美１），
  関亦頼⼦１），山本佳⼦１），三好博⼦１），宮本政⼦１），

   眞鍋由紀⼦１），石原留美２）

  １）一般社団法人香川県助産師会 ２）香川県立保健医療大学助産学専攻科

12:50〜13:00 3−5 活動報告

平成30年度すこやか助産師センター活動報告
  ○関亦頼⼦1），宮本政⼦1），眞鍋由紀⼦1），中橋尚⼦1），原田好美1），起えり⼦1），

   篠原佐智⼦1），藤川シズ⼦1），佐々木三千代1），小原井恵美1），横井まゆみ  2）,

   下川智佳代3），竹内美由紀4）

  1）一般社団法人香川県助産師会  2）三木町役場
  3）香川県立中央病院 4）香川県立保健医療大学



【第Ⅳ群】（５題）      座⻑：伊藤和代（静岡県助産師会）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 4−1 一般演題
第一⼦の乳児を養育している⺟親の孤独感類型とその特性
  ○松原 朋⼦１），上澤 悦⼦２）

  １)京都橘大学博士前期課程 ２）京都橘大学看護学部

12:20〜12:30 4−2 一般演題

熊本県助産師会が行う養育⽀援家庭訪問事業より
   地域連携⽀援を考える その2
   ○加治美由起１），木村眞里⼦１），松村美佐⼦１），坂梨京⼦１）２）

  １）一般社団法人 熊本県助産師会  ２）熊本大学大学院生命科学研究部

12:30〜12:40 4−3 活動報告

妊婦と育児中の⺟親が望む産後のケアの意識調査報告
  〇敷嶋廣⼦１），麻生崇美⼦１），後藤輝美１），佐藤みか１），詫摩千晴１）,
   ⻑谷川さやか１），室チエミ１）

  1)一般社団法人 大分県助産師会

12:40〜12:50 4−4 活動報告
産後うつ対策「ママもたまにはリフレッシュ」事業
  ○松浦光⼦１），阿部惇⼦１），鈴木せい⼦２）

  １）群馬県助産師会    ２）群馬県助産師会会⻑

12:50〜13:00 4−5 活動報告
世田谷区立産後ケアセンターにおける安全対策への取り組み
   〇田村千亜希１），永森久美⼦１），山田静江１），岩佐寛⼦１），村上智⼦１）

   １）公益社団法人⽇本助産師会 世田谷区立産後ケアセンター

【第Ⅴ群】（５題）      座⻑：三宅はつえ（茨城県助産師会）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 5−1 活動報告
医療従事者に向けたLGBT定期研修会の活動報告
  ○津田育久⼦１）

  １）津田助産院

12:20〜12:30 5−2 活動報告

栃木県助産師会における女⼦刑務所での
ウイメンズヘルス⽀援の実践報告と課題の検討
  ○望⽉明見１），天谷和美２），小嶋由美３），成田伸１）４）

  １）自治医科大学看護学部 ２）マザーズはうす
  ３）栃木県助産師会 ⼦育て・女性健康⽀援センター⻑，ことり助産院
  ４）栃木県助産師会会⻑

12:30〜12:40 5−3 活動報告

茨城県助産師会における「助産師なんでも電話相談事業」の実態と課題
  ○畠山みき⼦１）２），藤本文⼦１），磯山あけみ１）３），前田尚⼦１）４），
   ⻄出弘美１）５）

  １）一般社団法人茨城県助産師会 ２）かえで助産院
  ３）上智大学総合人間科学部看護学科４）あゆみ鍼灸院 歩海助産院
  ５）茨城県立医療大学助産学専攻科

12:40〜12:50 5−4 活動報告

分娩を取り扱わなくなった助産所についての現状報告
  〜公益社団法人⽇本助産師会助産所部会活動報告〜
  ○岡本登美⼦１），早坂ひかり１），伊藤和代１），眞鍋由紀⼦１），
   須貝亜希⼦１），勢力美代１），藤原鏡⼦１），池田利江１），毛利多恵⼦１），渡辺愛１）

  １）公益社団法人⽇本助産師会 助産所部会委員

12:50〜13:00 5−5 活動報告
和歌山の3産婆と語ろう〜こころの伝承〜に参加して
  ○田中智⼦１），神谷和世２）

  １）学校法人⽇本教育財団大阪医専 2）坂本助産所

【第Ⅵ群】（４題）      座⻑：平出美栄⼦（東京医療保健大学大学院）



時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 6−1 活動報告

助産師無料相談「あじさい⼦育てひろば」が担う役割について
  ○櫻山こずえ１），齋藤綾１），田嶋恵⼦１），谷岡亜紀⼦１），田村里美１）,
   ⻄尾嘉枝⼦１），藤井エリカ１），森仁美１），澤田未緒２）

  １）あじさい⼦育てひろば  ２）岐阜医療科学大学

12:20〜12:30 6−2 活動報告

ハローベビーかながわ活動報告
 −神奈川県助産師会 ⼦育て・女性⽀援センターの活動報告−
  ○岩田美也⼦１），高村順⼦２），冨宅真理⼦３），森川岸⼦4）

  １）神奈川県助産師会

12:30〜12:40 6−3 活動報告

地区助産師会組織契約による⺟⼦保健コーディネーター業務
  ○竹内理恵⼦１），大林律⼦２），大嶋信⼦３）

  １）埼⽟県助産師会幸手地区（竹内助産院）
  ２）埼⽟県助産師会幸手地区（大林助産所）
  ３）埼⽟県助産師会幸手地区（大嶋助産院）

12:40〜12:50 6−4 活動報告

災害時⺟⼦⽀援活動について助産師会として何ができるのかを考える
  〜一社）埼⽟県助産師会さいたま市地区アンケート結果からの検証〜
  ○増⼦麻里１）２），山田美津枝１）３），清水須美１）４）

  １）さいたま市地区助産師会災害対策委員会
  ２）増⼦助産院 ３）さいたま助産院 ４）まんまサポート桃

【第Ⅶ群】（４題）      座⻑：⻘木貴利⼦（新潟県助産師会）
時間 No. 種別 発表者

12:10〜12:20 7−1 活動報告

思春期事業における活動報告
  ○吉裕⼦１），釣部公映１），高室典⼦２）

  １）一般社団法人北海道助産師会理事
  ２）一般社団法人北海道助産師会会⻑

12:20〜12:30 7−2 活動報告

プレ大人たちへの種まき事業報告
     ○下川智佳代１），真鍋由紀⼦２），竹内美由紀３），宮本政⼦２）

     1）香川県立中央病院 2）一般社団法人香川県助産師会
  3）香川県立保健医療大学

12:30〜12:40 7−3 一般演題
思いがけない妊娠相談ルーム 〜あいのて〜事業における研修会の効果
    ○白池晶１），松田ゆかり１），森伴⼦１），田中優⼦１），橋口奈穂美２）

    １）一般社団法人宮崎県助産師会 ２）宮崎県立看護大学看護学部

12:40〜12:50 7−4 活動報告

いいお産の⽇の取り組み
  ○佐々木三千代１），藤川シズ⼦１），宮本政⼦１），眞鍋由紀⼦１），
   横井まゆみ２）

  1）一般社団法人香川県助産師会 2）三木町役場

12:50〜13:00 7−5 活動報告

口唇口蓋裂と診断された⼦どもを育てる⺟親を対象とした
   「ちょっとした⼼配事」相談窓口の開設
  ○北園真希１）３） 藤井弥生１） 山田⻘⼦１） 横山恭⼦２） 丹羽弥生１） 布施明美１）

  1）神奈川県立こども医療センター看護局  2）神奈川県立こども医療センター⻭科
  3）聖路加国際大学大学院博士後期課程


