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1．会長あいさつ                                                       

（一社）千葉県助産師会 会長 武田 智子 4地区 八千代マタニティーセンター武田助産院 

千葉県助産師会の皆様、未だ新型コロナウィルスによる影響で大変な状況が続く中、それぞれの対応策でお

過ごしのことと思います。直接対面できないことは誠に残念ですが、先を見通しづらい

状況下、リモートでの会議や研修など工夫し、会員の皆さまが粛々と委員会活動を実

施していることに感謝いたします。 

新型コロナウィルス感染対策の下での妊産婦健診、乳房ケア、産前産後訪問、母

親学級等は、開催の停止や開催頻度が減少されるなど各市町村行政の対応が異な

っています。このような閉塞感の中、妊産婦さん達の思いが置き去りにされないかが

懸念されます。感染予防対策をしつつ対面できた妊産婦さんには、助産師のきめ細

やかなケアが届きますように。そして、今こそ、助産師である皆様と行政が手を結び、

母子が迷うことがないよう指南して頂けますよう願っております。 

 昨今ではオンライン診療が注目され、導入が全国各地に広がっています。声を聞き、助言を受けるだけでも

安心される方もいらっしゃる半面、オンラインにも得手不得手があり、情報の見落としや不安をくみ取ることが難し

い場合もあります。心から安心していただけるように、オンラインの良い点を活用しながら妊産婦さんに寄り添って

まいりましょう。この難局を乗り越えるため、千葉県助産師会は「コロナ禍での母子支援対策」を会員の皆様と考慮

しなければと思っております。ご提言等、よろしくお願いいたします。 

千葉県から新型コロナウィルス感染予防対策としてマスク、予防衣、フェイスガードの医材提供がありました。大

変ありがたく、助けられました。次の感染拡大において慌てることがないように、各自準備及びご自身の体調管理

に努め、助産師一丸となり取り組んでいきましょう。 
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2．教育委員会                                       

                                         教育委員 片桐いずみ 2地区 秀明大学看護学部 

【研修会報告】 

今回は、安全対策委員会、保健指導部会と合同開催した研修会について報告いたします。9月 27日

（日）、オンライン研修会「助産師の活動における新型コロナ感染対策講座」が開催され 26名の参加がありまし

た。 

第一部は、千葉大学医学部附属病院,感染管理認定看護師，千葉均先生より新型コロナ感染時臨床症状

や来所・訪問・集団指導時の感染対策、そして新型コロナ陽性妊産婦・乳幼児のケアについてご講義していた

だきました。最新のデーターや臨床での実際の症例を踏まえた説明は、今後の助産師活動に生かすことが出

来る内容でした。マニュアル化とトレーニングの重要さ、そして各部署との連携や調整、緊急帝王切開時のシミ

ュレーションを行い実践に生かすことの重要性が理解出来ました。又、エビ

デンスに基づいた母児への対応についても学ぶことが出来ました。 

第二部では、よしおか助産院母乳外来の吉岡由紀子先生より、助産院で

の感染対策への取り組みについて具体的な事例紹介や写真、映像を用

い、ご講義していただきました。医療資源が不足していた時期の工夫や助

産師同士の情報共有等を日々行い、感染予防対策を行っていたことがわか

りました。又、助産院での具体的な事例報告では、発熱により複数の医療機

関を断られた方を受け入れた例や、立ち合い出産が禁止となり一人で分娩を頑張った後、母乳を飲ませられ

ず、うつ状態になった例等が挙げられました。コロナ流行禍で、今までとは違う様々な問題が母児やその家族

に影響を及ぼしている状況で、よしおか助産院では母児のために日々奮闘しながら寄り添いケアをしていまし

た。さらに、感染対策を行いながら実習生の受け入れを続け、教育の場を提供していました。このような具体例

を踏まえた講義から、助産所での実際の活動を知り、今後の助産師としてのあり方やケアについて改めて考え

させられる機会になりました。 

講義終了後、参加者の皆様は、講師の先生と積極的な意見交換を行っていました。又、研修終了後のアン

ケート結果から今回の研修に対しての満足感の高さがうかがえました。一方で、数名の方が通信環境によるトラ

ブルでスムーズに受講することが出来なかったとの声も聞かれました。皆様のご意見を参考にオンライン研修

会の問題点や改善点を整理し、今後の開催に生かしていきたいと思っております。以上、今回の研修はコロナ

感染拡大状況禍において、千葉県助産師会では初のオンライン研修会となりました。開催にあたり事前のリハ

ーサルや打ち合わせ及び参加者の皆様のご協力によって、研修全体において当日は大きな通信トラブルも起

こることなく、スムーズに進めることが出来ました。今後も感染状況に応じ、内容や方法を検討しながら行ってい

きたいと考えております。 
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3．生と性の健康教育特別委員会～Ｗｅｂ研修を開催して～                         

生と性の健康教育特別委員 伊藤 志保 3地区 船橋市保健所 地域保健課 

 6月に予定していた研修会は、一度は中止を決めました。同じころ、ニュースレターを発行するため、「広報」と

いう視点からふれあい事業をまとめていたのですが、「助産師としてふれあい事業にどう関わっていくか」という視

点で、委員がスピーカーを務める形なら、webで開催できるのでは、ということで一気に準備を進め、6/14の

web研修開催となりました。初めての試みながらも、7地区の新森さんに全面的なサポートをいただき、予定数を

上回る 47名の会員が参加してくださいました。 

メインテーマ「性の自己決定につながっていますか～ふれあい体験事業を再考する～」 

「“ふれあい体験学習”の危うさと活かし方」 川島広江 

「中学生と赤ちゃんふれあい事業～授業としての取り組みと地域の力～」 伊藤志保 

「ふれあい体験～保育士との連携事業から考える」 増田文子 

 まず、ふれあい体験学習が始まった経緯、そしてこの

事業の効果として、出産や子育てに対してよいイメージ

が持てるようになること、しかしながら、特定の価値観の

植え付けがいかに怖いかを話していただき、そのあと、

実際に行なっているふれあい事業の様子を紹介しまし

た。一つは、児童ホーム・学校・地域の協働で授業として

行われている中学生のふれあい事業、もう一つは、児童

センターの保育士との協働で、小学 5年生から高校生を

対象として、参加者を募集して行われているふれあい事

業です。実施主体によって、内容や方法に違いがあるこ

とを感じました。 個人的な裏話として、web 研修は初め

て、それもスピーカーだなんて責任重大。パソコンの前

で話している声が本当に皆さんに届いているのか不安で

した。そんな中、配信が途絶えてしまうというハプニン

グ！web研修ではよくあることのようですが、経験が浅い私は焦りまくり…。 

新森さん始め、他の委員の迅速かつ臨機応変の対応で、話す順番を変えるだけで研修は大きな支障もなく進み

ました。「慌てずにつなぎ直して。大丈夫だから」と言っていただいたものの、内心ドキドキ。無事につながって、再

度話し始めましたが、ずっと声が震えていました。 

 参加者の感想のごく一部です。□助産師だけでなく、保育士や親御様など巻き込むことは意味があると感じまし

た。個々の価値観の押し付けの怖さを学ぶことができました。□ふれあい体験は、子どもを理解する機会（大人と

子どもがどのように触れあっているかを見る機会）であることを再確認できました。また、思春期の発達課題に携わ

る助産師の役割の大切さの再確認ができました。コロナの影響で、夏前までの健康教育はほぼ中止となっていま

す。最近、少しずつ始まってきましたが、時間短縮や形式を変えての実施です。それでも、依頼していただけるこ

とに感謝して、次年度以降への継続のための取り組みとして、大切に行なっていこうと思います。  

 

 



4 

  

4．助産所部会                                           

                                       助産所部会長 小柴 和子 9地区 キミツナカノ助産院 

 皆様こんにちは。今期より助産所部会長を拝命しました。この稿では、安全管理評価訪問と COVID-19 禍で

の様子をお伝えしたいと思います。 

 助産所部会では、評価訪問を 3 年毎に行いますが、助産所を訪問し合う事で知識・見聞を深めるメリットがあり

ます。今回、①あびこ助産院（我孫子市我孫子 1854-11）、②みらい助産院（印西市原 4-2-2）、③助産院ゆい

（栄町安食 1-4-10）が対象でした。①②の助産院は、病院の敷地に助産院があります。今回コロナ禍では、病院

にお産を集約し助産院では断る状況だったとの事でした。（あびこ助産院は、秋より出産再開し、10 月に赤ちゃ

んが生まれました。）③の助産院は、病院で立会い出産の希望が叶わなかった方々から問合わせがあったそうで

すが、いずれも 30週を過ぎていたため、安全を考慮しお受けできなかったとのことでした。 

 助産院での出産においては、妊娠中からの信頼関係とケア、仕

込みが何より重要です。より安全に、より自然に、最高のお産のた

めには助産師の丁寧なケアと、妊婦さんの準備が必要です。1 時

間前後の妊婦健診での対話、足のマッサージや骨盤ケアなどの

積み重ねで自然の恩恵をうけるお産をしています。このような情報

が届いていたらと思うと残念でなりません。 

 ニュースで、今年 5 月から 7 月の妊娠届出件数が前年同期比

11.4%減であったと報じられていました。要因の一つに、出産を取

り巻く環境の大きな変化があるのではないでしょうか。安心して出

産できないと感じたら、子供を持つことを先送りにするでしょう。安

心の重点である立会いは、助産院で可能です。助産院では個を

尊重した家族のお産をサポートできるのが強みです。 

 先月から、助産所部会の定例会前に、助産院での工夫をシェア

しています。早速実行し、良い結果が得られたとの報告がいくつか

届いています。豊かなお産を大切にしたい助産師同士の知恵を

集約し、つながり、より安全で安心な、そして個別性を生かしたお

産を皆で作っていきたいと思います。 
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5．勤務助産師部会                                            

勤務助産師部会長 清水 清美 6地区 城西国際大学看護学部  

～産前・産後のメンタルヘルスケア～報告と今後の研修について 

8 月 22 日（土）、コロナ感染が再燃する中、オンラインで「産前・産後のメンタルヘルスケア」研修会を開催しま

した。講師は、看護師・保健師・心理師・研究者として、産後うつ病や周産期ボンディング障害等に臨床・研究の

両面から従事されてきた、城西国際大学・教授・大橋 優紀子氏でした。 

「母が幸せにならないとこどもも幸せにならない」という信念のもと、「産前・産後のメンタルヘルス」の基本的考

え方、および先生の研究・調査・実践活動から明らかになった母親と家族へのかかわりについて講義いただきま

した。 

参加者からは、妊娠期からの早期支援として、産後の『急性ストレッサー』に対処できるように、妊娠期の『慢性

ストレッサー』（「社会的不利」や「対処スキルの脆弱性」「ソーシャルサポートの不備」「経済的問題」「児童期の被

養育体験」「性格や気質」など）について本人が対処できる力やサポートを持つことで「問題のメカニズム」の循環

を切っていくかかわりをもつことがわかった。産後 1 か月においては「育児関連の出来事」や「対人関係の出来事」

について意識して関わることの重要性が理解できた。「気分障害」と「不安障害」の違い、そして疾患の見立てをた

てることの重要性が分かった。産後うつ病は非周産期と比較して有意な差がないことや EPDS９点以上の人の半

数が本当はうつ病ではないなどの事実を知って驚いた。具体的にケアの手立てを示していただき明日からの実

践に役立てたいと思う。などの感想をいただきました。 

こじんまりとした研修会でしたが、実りの多い半日となりました。オンライン開催にあたっては、 参加費の徴収、 

WEBで適切に配信・受信ができるのか不安がありましたが、会計担当の椿さんや 7地区の新森さんに助けてい 

ただき無事開催できました。この場をお借りして感謝申しあげます。 

さて、12 月に予定していた NCPR のスキルアップ研修は、研究会会場の確保が難しい状況です。今年度に限

って、「新生児蘇生法普及事業」は特別措置として、 2021 年 3 月末日まで延長するとのことですので、更新の

時期を迎えている会員さんは、ぜひホームページの「NCPR e-ラーニング」にトライしてみてください。e-ラーニン

グは無料です。  
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6．会計からのお知らせ                           

 

7．庶務からのお知らせ                           

1. 令和 3年度の会費(日本助産師会 15,000円+千葉県助産師会 8,000円)の口座引き落としは、2月 24日

です。残高不足がないようご確認をお願いします。 

2. 現在、口座振替手続きをされていない方には、口座振替依頼書を同封しました。 

返信用封筒で 12 月 28 日までに日本助産師会事務局に返送(切手代はご負担下さい)していただけると、令

和 3年度会費の口座振替が可能となります。ぜひご協力をお願いします。  

口座振替を希望しない方は、同封の払込取扱票で 2月 24日までにご入金をお願いします。 

3. 令和 2年度末(3月 31日)までに退会･他県への移動をすることがお決まりの方は、2月 24日に口座振替

をいたしませんので、1月末までに退会･移動の手続きをお願いします。  

4. 退会、移動のご連絡が 4月 1日以降になりますと、会費の返金はできません。 

各種手続きについては、｢庶務からのお知らせ｣の欄を参照してください。 

 

各種手続きについて 

1） 他県への移動予定の方・氏名や住所変更がある方 : 機関誌｢助産師｣ の巻末の変更届あるいは、日本助

産師会の HP から手続きをお願いします。 

2） 退会希望の方 : 日本助産師会の HP から 「退会届」の書式をダウンロード、印刷して記入後、会員証ととも

に千葉県助産師会事務所へ郵送して下さい。 

メーリングリストについて 

1） メーリングリストに登録すると、研修案内の他、厚生労働省から医療関係機関に周知している事項についても

配信されます。 

2） メーリングリスト新規登録及び変更は、info@midwife-chiba.org へメールで連絡してください。 

 

 

mailto:info@midwife-chiba.org
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８．新事務員さんご紹介                             

 

広報委員会は、大潮 32号発送の際お目にかかりました。 

作業の際にも、気さくにお手伝いしてくださいました。 

清楚で柔らかい雰囲気の方です。 

医療事務の経験もあるので、頼りにしております。 

皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

ご本人のお写真をお願いしましたが、最近のベストショットがなく、 

代わりに愛猫ちゃんのお写真を頂きました。 

 

今回横尾さんご本人より一言ご挨拶をいただきました。 

 

 

横尾さんの愛猫ちゃん  

7月より事務員として働くことになりました、横尾と申します。 

以前は総合病院の医療事務として、産婦人科外来を経て産婦人科病棟の 

入院会計業務をしておりました。またこうして産科に関わるお仕事ができて、 

とてもうれしく思っています。 

事務所には週 2日ほど出勤しており、主に郵便物の仕分け・メールチェック・ 

講習費支払い・税金計算などの簡単な事務作業をやらせていただいていま

す。 

少しでもお役に立てるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

御名前     横尾真紀子さん  

お住まい    千葉市若葉区在住 

勤務日     現在週 2回 

勤務時間    10時～13時 

        14時～17時のいずれかです。 

※勤務日勤務時間は、変更ございますので 

参考にしてください。 
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1．研修会について 

※詳細は千葉県助産師会ホームページ（"http://www.midwife-chiba.org）にてご確認下さい。 

 

開催日 時間 研修会名 場所 担当  

12月 20日（日） 13:00～ フィジカルアセスメント 

 妊娠期・代謝 

講師：淀川祐紀 先生

（船橋中央病院） 

オンライン研修 勤務助産師部会  

 

2．理事会の日程 

 開催日 時間 場所 

第 6回 令和 3年 1月 31日（日） 9:30～12:30 オンライン 

第 7回 令和 3年 3月 21日（日） 9:30～12:30 オンライン 

 

3．NEWS  

○令和 2年度 菜の花会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催しないことになりました。 

○令和 3年度一般社団法人千葉県助産師会 総会日程のご案内 

 令和 3年 4月 29日（祝）  於：千葉市文化センター（Zoom併用） 

○助産師の電話無料相談（ミッドワイフ千葉）令和 3年度協力員募集しております。ご協力お願いします。 

 

 

編集後記                                     

コロナ感染から始まった 2020年。新しい生活様式の中で

の対応を求められ、研修会の予定中止や延期も多く、オン

ライン研修が増加しました。私たち広報委員も、今年度から

はじめてオンライン会議での打ち合わせをはじめました。新

しい時代に入っていることを感じます。この状況の中、活動

された部会や委員の皆様の執筆のお陰で今回も大潮が完

成しました。コロナ禍でも負けない助産師の姿をご覧くださ

い。ご協力いただきました皆様に心より感謝いたします。 

来年もよろしくお願いいたします。 

広報委員：山本裕子・鈴木香里・佐藤静子・齋藤明子 


