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１．会長挨拶                        

（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 

令和 3 年度一般社団法人千葉県助産師会通常総会（対面＆オンライン）を

開催し、事業報告、事業計画及び審議が承認されました。新年度の事業計画

が順次進んでいくようご協力お願いいたします。 

昨年からの新型コロナウイルス感染拡大、さらに変異株ウイルスも検出され、

いまだに感染の終息が見えてきておりません。2021 年度（公社）日本助産師

会通常総会、助産師学会もオンライン開催となり、皆様の活動にも制限がか

かっているのではないかと思いますが、「感染しない」「感染させない」を

常に考え行動をしていくことが医療専門職として大切なことです。 

日本助産師会ビジョン 2025 の「助産師のケアの質向上のための 3 つのケア」Ⅰ、妊娠出産ケアの充実 Ⅱ、

産前・産後ケアの充実 Ⅲ、女性特有のケアの充実、の点を踏まえて千葉県助産師会として事業計画目標を定

め活動を始めています。その中でも①千葉県内の多職種連携を進め助産師会活動を周知してもらう ②IT の

活用を進めることで研修会等の充実 ③分娩管理システムの活用方法の検討 ④千葉県８市町村における災

害時支援協力協定をさらに推進 ⑤生と性の健康講座の方略検討の継続等を推し進めていきます。 

女性の一生に寄り添うと共に家族を含めた支援ができる千葉県助産師会です。情報の相互作用を常に取り合

って行きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰された皆様おめでとうございます 
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2．令和 3 年度一般社団法人千葉県助産師会通常総会について                                           

（一社）千葉県助産師会 副会長 増田 美恵子 2 地区 順天堂大学医療看護学部   

昨年度は、新型コロナウイルスの「緊急事態宣言」を受けて書面表決を行いましたが、今年度は、4 月 29 日（木）に

千葉市文化センターにて通常総会を開催いたしました。ただ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインを

併用し、会場参加は理事・役員のみとさせていただきました。オンラインでご参加いただきました会員の皆様には心から

感謝申し上げます。 

総会での審議の結果、今年度はすべての議案について可決されました。総会前にメーリングリストでも配信しました

が、第 2・4・5号議案の資料を同封しますので、ご確認をお願いいたします。 

第 1号議案  令和 2年度 活動報告 

第 2号議案  令和 2年度 収支決算報告および監査報告 

第 3号議案   令和 3年度 事業計画（案） 

第 4号議案  令和 3年度 収支予算（案） 

第 5号議案  定款について 

総会開催については、昨年の 11月から理事会等で検討を重ね、オンライン併用の準備をしてまいりました。オンライ

ンの運営に関しては 2 地区が担当することになり、オンラインの実施計画とタイムスケジュール、マニュアルを作成し、リ

ハーサルを行い、会員への zoom参加案内、事前登録と承認、接続テストを行いました。 

総会当日は 2 地区の理事および委員の合計 6 名が zoom のホストまたは共同ホストとなり、皆で協力して zoom の

入室管理や画面の共有、投票確認、チャット対応、トラブル対応等を行いました。会場にはインターネット環境がなく、

Wi-Fi ルーターをレンタルしましたが、通信環境が安定せず、オンライン参加の皆様から「声が聞こえない」「画像が見

にくい」等のご意見もいただきました。初めてのオンライン併用の総会で不慣れな点も多く、ご不便をおかけしましたこと

をお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度・令和 2年度の受賞者の皆さま 

会場の様子 
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3．令和 3 年度 理事・監事・委員一覧                     

 

☆理事 ◎部会長・委員長 

役職 氏名 役職 氏名 

代表理事（会長） ☆武田智子 

委
員
会 

教育委員会 

☆◎東 亜紀 

業務執行理事（副会長） 
☆増田美恵子 戸田さおり 

☆佐藤美保子 宮澤純子 

専
門
部
会 

助産所部会 

☆◎小柴和子 玉野あや乃 

白井祐子 山田万希子 

米丸充咲 片桐いずみ 
 

広報委員会 

◎山本裕子 

保健指導部会 

☆◎來田美鈴 佐藤靜子 

小椋利絵 斉藤明子 

渡邉佐智子 佐藤幸江 

河添淳子 

安全対策委員会 

◎小柴和子 

勤務助産師部会 

☆◎清水清美 清水清美 

市川智子 來田美鈴 

岸本優子 吉岡由紀子 

小野寺由美子 的場晴美 

大久保洋子 

災害対策委員会 

◎塩見良子 

地
区
部
会 

1地区 ☆加藤 睦 金子真理恵 

2地区 ☆増田文子 金子美有紀 

3地区 ☆田村陽子 西宮慎子 

4地区 ☆大谷理恵 

子育て委員会 

◎森昌代 

5地区 ☆佐々木明代 佐藤幸恵 

6地区 ☆石毛光代 河添淳子 

7地区 ☆菅谷厚子 鈴木香里  

8地区 武田智子(代行) 大谷理恵 

9地区 ☆根岸雄子 国際助産師の日  

監
事 

内部監事 足立千賀子 将来構想検討委員会 ◎武田智子 

外部監事 長谷川実 細則検討委員会 ◎武田智子 

会
計 

財務担当理事 ☆工藤博子 （組織強化委員会） ◎武田智子 

  椿由美子 

生と性の健康教育特別委員会 

◎小路和子 

  遠藤敏子 増田文子 

庶
務 

総務担当理事 ☆小野裕子 伊藤志保 

公文書担当 鈴木由香子 鶴岡利江子 

事業部担当 鎌田智子 狛千恵子 

HP・ML担当 野本朋子 斉藤葉子 

書記 
山中真弓 川島広江 

岩本友恵 根岸雄子 
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4．勤務助産師部会                        

                         小野寺 由美子  5地区 岩沢クリニック            

6月 13日（日）JCHO船橋中央病院麻酔科.周産期科医師、淀川祐紀先生より、臨床推論につなげるためのフィジ

カルアセスメント『呼吸．循環.脳神経』編の講義を頂きました。昨年 12月に続き 2回目となります。 

この研修は、クロップミップ申請.更新の為の研修でもあること、コロナ禍で、対面式の研修が難しいこともあり、28名

と大勢の方の参加がありました。 

 研修内容は、プレテストから始まり資料、画像を基に前半は『脳神経』、後半は『呼吸.循環』約 4時間にわたる講義で

したが大変わかりやすく（ドラマ、コウノトリのビデオ.淀川先生のプライベート写真などもあり）約 4時間と長い印象でし

たが、大変有意義な時間となりました。 

 『脳神経』編では、子癇発作の対応、妊娠高血圧症候群と脳卒中、意識レベルの見方、妊婦では 10万に 1人と

症例の少ない脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、モヤモヤ病などのリスクファクター、症状、治療についてお話しがありま

した。 

 『呼吸.循環』編では、心拍数.血圧.呼吸数.1回換気量の妊娠による変化、度々見かける過換気症候群、喘息や

肺炎、肺水腫、気胸など、循環器のアセスメントにおいては、あらゆるショックについて、心筋梗塞、大動脈解離、周産

期心筋症、心不全、心電図の見方など多岐に亘りお話しがありました。 

 目標：「脳」を守って、社会復帰をスローガンに、その場にいる人の行動が運命の分かれ道と、私たちの行うべき心肺

蘇生についても学びました。 

 講義を受け、現場では数少ない症例ですが（特にクリニック勤務の方など）緊急事態に出会った時に知識が無ければ

何も出来ません。その時どのように観察し、対応するのか、知識を整理することで、ある程度初期対応ができたならば、

スローガンに近づけるのかもしれません。そんな思いで、日頃の現場を頭の中で色々思い描きながら、淀川先生の講

義を皆さん受けられたと思います。 

 淀川先生のお話にもありましたが、『正常をしっかり見ていくことで異常がわかる』常日頃、目で見て、手で触れる事の

大切さ、更に、いつでも対応できるように、知識の向上とともに、院内の備品整理、機器の使用方法、手順の見直しなど

基本の再確認にもなりました。とご意見を頂きました。 

 最後になりましたが、途中音声の乱れがあり聞き取りづらい場面がありました事お詫びいたします。 
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5．表彰のお知らせ    ～みなさまおめでとうございます！～               

～地域に根ざした母と子の拠り所に～                    根岸 雄子  9地区 助産院ねむねむ

このたびは、栄誉ある母子保健奨励賞を賜り身に余る光栄に存じます。これもひとえにいつ

も温かくご指導いただきました諸先輩方、幸せを願って母子に寄り添いともに歩み続ける助産

師仲間の支え、地域の多職種の方々の支援、家族の理解と協力、そして何より元気な産声を

あげ、感動とエネルギー、たくさんの学びを与えてくれる赤ちゃん、その妊産婦ご家族皆様の

つながりのおかげと感謝申し上げます。私がこの地域で開業し 14 年が経ちます。2019 年は

自然災害の被災地域となり、穏やかな農村地域は一変しブルーシートに覆われた家屋や長

引くインフラの復旧に、妊産婦やご家族の生活のストレスや不安が、胎児の発育や児の心身

にも不調を生じていました。また、昨今のコロナ禍の状況は、妊産婦の里帰りや実母など家族の支援を受けにくくさせ、

被災時以上に母児の生活面・健康面への不安・負担が増しています。私の使命としてこれまで以上に、この自然豊か

な環境で、新しい命とそのご家族に寄り添える仕事に感謝し、自分らしい子育てを望むご家族に温かい支援ができるよ

う関係機関の皆様と連携し活動を続け精進してまいりたいと思います。 

～生涯助産師～                                米村 洋子 1地区 出張専門米村助産院   

私は 6年間子育てをし、仕事を中断しました。今の地で開業し、来年で開業 30年目

を迎えます。助産師の仲間、出会ったママ、日々の出会いの中で沢山のことを学ばせ

ていただきました。日々学習・生涯学習と思っています。今は小児科勤務もしています

が、小児科で学んだ知識を地域のママに還元できることに喜びを感じています。生涯助

産師です。 

～チャレンジしてきた日々～                                 田村陽子 3地区 田村助産院 

  様々な経験をしてきた中でも、最も過酷だったのは、ブランクをもって病院勤務に復

帰した時です。申し送りで何を言ってるのか全然わからず。勤務が終わっての帰り道、

毎日、蕁麻疹が出て痒くて大変でした。懐かしい思い出ですが、船橋地区助産師会の

諸先輩が「家庭を大切にね」と見守って下さった言葉は私の道しるべとなりました。また

仲間同士のおしゃべりが、私の原動力だったと思います。助産師会の一員でいられた

ことに感謝しています。 

佐藤 美保子  3地区 佐藤助産院  

この度は、会長表彰に推薦いただき、ありがとうございます。今日まで先輩助産師の皆様には

地域で助産師として活動するということを一から教わり、さまざまな経験をさせていただきました。 

また、困ったとき苦しい時に声をかけ支えてくれる仲間がいたからこそ進むことが出来たと実感し

ております。今後も多くの人たちとの絆を大切に、助産師会活動、母子保健活動に携わってい

きたいと思います。 
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 小林 みさ子      3地区 

この度は日本助産師会より、日本助産師会名誉会員を拝受いたしました。このような過分なご待遇に預かり心より感

謝申し上げます。実家の助産院で母と共に助産に携わり、又船橋市と鎌ケ谷市の母子保健事業へも

関わり、会員としての五十五年余りは充実した日々を過ごして参りました。今はほんの少しですが

CACスポーツクラブで楽しみながら妊婦さんに関わる仕事をさせていただいております。五月で八

十三歳になりましたが元気に日々過ごしております。コロナ禍で大変ですが、皆様のご健康とご活躍

をお祈りしますと共に、千葉県助産師会の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます 

 

 

 

                   

佐々木明代 5地区 佐々木出張専門助産院  

この度は、「日本助産師会会長表彰」を頂き、心より御礼申し上げます。私は、妊産婦さんへ寄

り添う事を大切な役目と常に心に留めており、中でも次世代を担うお母様をサポートすることをライ

フワークとしております。ご縁あって行政での母親教室、分娩介助，産後の訪問とすべてに関わ

れる方もいらっしゃいます。これはまさに助産師の醍醐味です。今後もさらに精進してまいります

のでご指導ご鞭撻を賜ります様よろしくお願いします  

    

                                      川島 広江 7地区 川島助産院  

この度は、名誉ある賞にご推挙賜り誠にありがとうございました。私が日本助産師会に入会したきっ

かけは、千葉大学看護実践研究センター教員研修で 1年間学びを共にした、全国から参加した助産

師諸姉の影響です。その後、助産師会の学びと身近な仲間のお陰で、女性と共にある助産師の有り

様を悩んだ際も、助産師像を膨らませる事ができました。今後も受賞に恥じぬよう、女性、家族そして

助産師のために研鑽を積み続けたいと思います。 

進藤 典子  9地区 出張専門助産院アロマ・バース  

  この度は、日本助産師会会長表彰という輝かしい賞を頂戴し、大変光栄に思います。 

助産師になり、よき先輩のご指導、よき同僚に恵まれ、何よりもたくさんのママや赤ちゃん、そのご家族の

方々にお会いできたことがこの受賞に繋がったことと心から感謝申し上げます。今後もたくさんの人との出

会いを大切にして助産師の仕事に精進してまいりたいと思います。 

                     

                                                       宍倉 とし   5地区  

  コロナ禍の中九十近い私が、zoomの導入でオンラインによる総会に参加して日本助産師会名誉

会員の認証を授かった事は、夢の様な光栄の極みです。この度は、本部役員・事務方のご丁寧なご指

導と、県会長を始めとする会員各位の、ご支援あっての事。あらためて、厚くお礼申しあげます。特に、

5地区の役員にはスマホの特訓からオンラインの介助等私の衰えた脳を活気づけてくれました。最後

に（社）千葉県助産師会の益々の発展を祈念してお礼の言葉といたします。皆さんの優しさ忘れませ

ん。ありがとうございました。 
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                                                    齋藤 葉子 6地区 かとり助産院  

2021 年 5 月 21 日（公）日本助産師会において『永年活動感謝状』を頂き、南関東地区か

らの推薦により『特別功労者表彰』を受けました。収録ではありましたが、受賞感想を全国の皆

さんへオンラインで述べさせていただきました。 

今までの活動を振り返ると、皆さんが経験できないであろう発祥初期のエイズ患者の看護、及

び看取りの経験があります。1981 年 6 月にアメリカのロサンゼルスに住む同性愛男性 4 人に

初めて発見された新興感染症であり、正式に認定できる初めての例でありました。1982 年 7

月に AIDS（後天性免疫不全症候群）と名付けられました。38 年前、血液製剤で感染した若

い夫婦の分娩を引き受ける施設がなく、当時勤務していた施設が取り扱うこととなり、責任者として対応することになりま

した。プロジェクトチームの中では帝王切開を予定していました。ところが夜になり分娩進行の連絡が入り急いで向かい

ました。手術台に移動した時には児頭も見えていて、そのまま分娩に至りました。元気な泣き声は真夜中の手術室に響

き、職員一同気が抜けたように微笑んでいました。臍帯血、胎盤は保存し、入院は出入りの少ない管理棟へ。産後 3日

間、私は自宅に帰宅することもなく専属看護を行いました。その間、夫婦及び家族の辛い思いなど打ち明けて頂き、た

くさん話し合いました。親御さんが「爺さんもすべて検査させられた。だけど、誰も感染してなかった。あの子がご飯食べ

たときの箸を洗い、洗っては私が使い、風呂だって同じだ。だけど、誰一人感染してなかった」と嘆いていました。どのよ

うに対応したら良いのかわからない状態であったので、宇宙服をきているかのようにガウン、メガネ、手袋、シューズカバ

ーを身に着けて行っていました。退院の時も夜間帯ひっそりとお帰りになり、姿が見えなくなるまで見送りました。その後

は連絡を取ることを禁止される状況でした。何年たっても「元気にしているかしら？大きく育ったかな？親御さんはどうし

ているかしら？」等思うことがあります。 

貴重な感染者の分娩介助経験から病院管理評価、性教育の取り組みに活かされています。 

現在も妊産褥婦さんからの相談を受けて、楽しくもあり経験を積み重ねている毎日です。 

 

6．子育て委員会 ～新型コロナウィルスと共に生きる、を支援する～                             

子育て委員会委員長 森 昌代  ４地区 もり助産院(出張専門) 

2021 年度「助産師の電話無料相談」(ミッドワイフ千葉)の運営は、習

志野八千代鎌ケ谷地区が担当させていただくことになりました。今年度

は 50 人の会員の皆様のご協力のもと、活動開始しております。新型コロ

ナウィルスとともに生活することが日常となり、ワクチン接種も開始されて

半年が経とうとしています。最近では変異型ウィルスが出現し、いまだに

落ち着かない状況が続いています。妊婦さんや家族向けの集団クラスは

まだ開催が見送られている自治体、施設も多いようです。当然ながら仲

間づくりができず、その結果、産後の不安を解消する場が減少していま

す。以前は妊娠中に知り合った友人や家族に話して解消されていたこと

が今は気軽にできずに電話相談につながるケースも見られます。相談記録を見ると、相談員が丁寧に対応しておられ

ることがよくわかります。今は、相談員も集まって話し

合うこともない中、個人の中に気持ちを留めてしまい

やすい状況です。相談員自身も気遣いながら、相談

者の気持ちに寄り添って温かい支援ができたらと思い

ます。皆様のご協力よろしくお願いします。 
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７．編集後記                                      

産後の母子や家族を支える法律『改正母子保健法』（産後ケア法）が本年 4月 1日より施行となりました。産後ケア

事業が全国市町村努力義務となり、今後、出産子育てする女性は、産後ケアを受けることが当たり前となり、施設も利

用者も増えてくることが予想されます。 

 昨今の懸念事項として、医療者ではない分野からも「産後ケアを広めよう」と様々な事業者が増えてきていること、ま

た、助産師が地域資源や多職種の支援をうまく活用できてないことが気がかりです。 

しかしながら、専門性の高い知識に基づいて母子のニーズに即したケアができるのは、我々助産師です。一人一人

が自己研鑽を積み、使命感を持って助産師全体の職能機能を拡大することにより、安心して出産育児が出来る国に

なるようにと願っています。 

広報委員：山本裕子・佐藤静子・齋藤明子・佐藤幸江 

 

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 

7月 25日 9:30~12:30 NCPR S コース 千葉市民会館 教育委員会 

8月 1日 時間未定 性暴力被害と支援 オンライン 教育委員会 

9月 5日 13:30～ 助産師の産後ケアを語りませんか？ オンライン 保健指導部会 

9月 25日 13:00~15:00 学校現場における性的マイノリティへの対

応について～現状と助産師に求めること～ 

オンライン 生と性の健康教育

特別委員会 

9月 26日 10:00~12:10  事例から学ぶ妊産婦の口腔衛生管理と禁

煙支援のポイント  

オンライン 教育委員会 

10月 3日 時間未定 変わる子宮頚がん診療 オンライン 教育委員会 

12月 11日 9:30～12：30 NCPR S コース 船橋中央病院 勤務助産師部会 

2．理事会の日程 8月～12月 

 開催日 時間 場所  

第 4回 9月 5日(日) 9:30~12:30 オンライン  

第 5回 11月 21日(日) 9:30~12:30 千葉市民会館  

3．INFORMATION 

【地区報告について】  

今年度もコロナ禍のために地区報告会を開催することができませんでしたが、各地区（1,2,3,4 地区）の実践報告を

同封しますので、ご覧ください。 

【会計より】 令和 3年度の会費の領収書を同封していますのでご確認下さい。 

【庶務より】 氏名や住所の変更があった場合は、すみやかに日本助産師会ホームページまたは機関誌「助産師」の

変更届より変更手続きをお願いいたします。 

4．メーリングリストについて 

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。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

