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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 

日を増すごとに、夏の日差しが強くなり、自身の体調管理が大変な時期となります。同時に新型コロナウイ

ルス感染対策は、日常生活にも影響を及ぼし、会員の皆さまにおいては、助産師活動に日々ご苦労されている

ことと拝察いたします。無理をせず行動をとるようにお願いいたします。 

皆様のご協力により、令和 2 年度一般社団法人千葉県助産師会総会が「書面表決」によって第 5 号議案を除

くすべて議案が承認され、役員選挙により推薦候補者全員が信任されました。ありがとうございました。 

今年は、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために会議、委員会、研修会等は参加人数制限を設け、リモー

トで行うなど環境の整備をしていくこととなります。 

また、千葉県助産師会、日本助産師会からは、コロナ禍における助産師活動に関しての情報が随時提供され

てきますので、会員メーリングリストに登録して共

有をお願いします。 

 大きな変換が求められる状況ですが、いろいろな

意見を伺い、この時期「だからこそ」できることを

皆さまと模索していきたいと考えています。 

入会を促し会員が増加することにより、助産師会

が更に活性化していくことが、今後の「助産力」の

向上につながります。 

ご協力どうぞよろしくお願いいたします。      
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2．令和 2 年度一般社団法人千葉県助産師会通常総会書面表決報告                          

（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 

今年度の通常総会は、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。 

会員数 352 名中 183 名から返信（1/3 以上）があり、定款第 34 条に基づき総会は成立しました。 

書面表決の結果、、第 5 号議案を除くすべての議案について全員賛成にて可決されました。 

第 1 号議案 令和元年度事業活動報告         賛成 183、反対 0 

第 2 号議案 令和元年度収支決算報告および監査報告  賛成 183、反対 0 

第 3 号議案 令和 2 年度事業計画（案）        賛成 183、反対 0 

第 4 号議案 令和 2 年度収支予算（案）        賛成 183、反対 0 

第 5 号議案 定款改正には 235 票の賛成票が必要であると法務局への手続きの過程で指摘されました。（定

款 45 条）今回いただきました賛成票 183 は改正のための規定数に届きませんでした。 

併せて、選挙も書面にて行い、理事・監事は全員信任されました。また、選挙後の理事会にて代表理事（会

長）は武田智子が選定されました。新理事・監事は「令和 2 年度 理事・監事・委員一覧」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

書面総会  2020 年 5 月 10 日 

            場所：（社）千葉県助産師会事務所 

議長より、選挙結果の発表 

5 月中旬は、まだまだ感染拡大の不安が

強かったころ。その中での総会は、準備

等大変だったと思います。 

理事の皆様、ありがとうございました。 

Zoom を併用し書面総会を行いました。 

送られてきた葉書を一枚一枚丁寧に確認しました。 
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令和 2 年度 理事・監事・委員一覧 

                                                             

☆理事 ◎部会長・委員長 

 

氏名 氏名

☆武田智子 ☆◎東　亜紀

☆増田美恵子 戸田さおり

☆佐藤美保子 宮澤純子

☆◎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

☆◎來田美鈴 ◎山本裕子

小椋利絵 鈴木香里

渡邉佐智子 佐藤靜子

河添淳子 斉藤明子

☆◎清水清美 ◎小柴和子

市川智子 清水清美

岸本優子 來田美鈴

小野寺由美子 吉岡由紀子

大久保洋子 的場晴美

1地区 ☆加藤　睦 根岸雄子

2地区 ☆増田文子 ◎塩見良子

3地区 ☆田村陽子 金子真理恵

4地区 ☆大谷理恵 金子美有紀

5地区 ☆佐々木明代 西宮慎子

6地区 ☆石毛光代 子育て委員会 ◎川田まゆみ

7地区 ☆菅谷厚子 国際助産師の日 ◎清水清美

9地区 ☆根岸雄子 将来構想検討委員会 ◎武田智子

内部監事 足立千賀子 細則検討委員会 ◎武田智子

外部監事 長谷川実 （組織強化委員会） ◎武田智子

財務担当理事 ☆工藤博子 ◎小路和子

椿由美子 増田文子

遠藤敏子 伊藤志保

総務担当理事 ☆小野裕子 鶴岡利江子

公文書担当 鈴木由香子 狛千恵子

事業部担当 鎌田智子 斉藤葉子

HP・ML担当 野本朋子 川島広江

山中真弓 根岸雄子

岩本友恵

保健指導部会

勤務助産師部会

役職 役職

災害対策委員会

代表理事（会長）

業務執行理事（副会長）

委
員
会地

区
部
会

広報委員会

生と性の健康教育
特別委員会

書記

庶
務

安全対策委員会

監
事

会
計

教育委員会

専
門
部
会

助産所部会
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3．COVID-19 感染拡大に伴う保健指導部会の取り組み                                           

保健指導部部会長 來田美鈴 2 地区 すず助産院  

 新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大により、地域母子支援に携わる会員の皆様にとっては、 

大きな困難に見舞われておられるのではないでしょうか。 

特に、4 月 7 日に出された史上初の緊急事態宣言下では、保健センターの支援事業や学校での性教育など

は、ことごとく中止となり、母乳育児支援の現場においては、感染リスクを憂慮し、やむを得ず休業される

助産院も多くありました。 

母親たちのニーズに沿いたいと願いながらもそれができない葛藤や、収入が激減したことへの生活不安を

抱えていた方も多くおられたのではないかと思います。そんな中、保健指導部会委員は、安全にケアを継続

するにはどうすればいいのか、いろいろ模索してきました。さまざまな情報が溢れる中で信頼できる確かな

情報を集め、感染を防ぐための防護具が手に入らない物資不足の中で、手探りで身近なものを使った代替用

品をいくつか作り実践していきました。地域で個人事業として活動している場合、情報共有やケアの統一を

図ることは難しいことも多いです。しかし、この感染症においては、とうてい個人では解決できない困難な

問題が多すぎます。このままでは、この感染症が収束した時に、どれだけ地域の助産院が生き残っているの

だろうと危惧しました。 

そこで、私達は『この困難に、会員同士支え合っていきたい』という思いで、4 つの資料①COVID-19 感

染対策 ②授乳における感染対策 ③乳幼児の感染対策 ④感染症に伴う経済支援 を作成しました。そし

て、会員の皆さまの現場の声をお聞きして、より実情にあった具体的な協力体制を構築していくためにアン

ケートを実施させて頂きました。寄せられたアンケートからは、私達が想像していた以上に、多くの困難を

抱えていた現状が見えてきました。以前のように、母親たちのニーズに十分に応えられないジレンマや申し

訳なさ、はたしてどこまでの感染対策が必要なのか、暑さが厳しくなっていく中での防護具装着した状態で

ケアをすることへの体力の不安、経済的不安など様々ですが、そのどれもから切実さを感じる取ることがで

きました。新しい生活様式が求められる中で、地域の助産師も新しい支援の方法を考えて行く必要があるで

しょう。今後は、この声をもとに、助産所部会、勤務部会の皆さんと協力しながら千葉県助産師会全体で対

策案を考えていきたいと思います 

まだまだ先が見えない状況ですが、これからは、1 歩 1 歩皆さんと一緒に歩んでいきたいと思います。 

どうぞよろしくお願い致します。 
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4．助産所部会                              

助産所部部会長 小柴 和子 9地区 キミツナカノ助産院 

今年度より助産所部会長となりました、小柴です。君津市で 3 床の有床助産院を開業して 16 年目になりま

す。初めてのことが多く、戸惑いや不慣れな点も多々ありますが、皆様のお力を借りながら、精一杯務めて

参ります。 

 助産所部会では、年に数回の定例会を行っています。今年は、その前後にミニ勉強会を開き、皆様の知恵

を集約する場を設けたいと思います。また、有床助産所を 3 年ごとに回る「助産所安全管理評価」を、今年

は 7/13(月)にあびこ助産院、みらい助産院、7/17(金)にゆい助産院を訪問し行う予定です。助産院訪問にご興

味のある方は、ご連絡をお待ちしています。 

 現在、県内の助産院は、お産を扱う有床助産院が 8 か所、出張専門の無床助産院が 5 か所となりました。

平成 3１年度の県内助産所分娩数（自宅分娩を含む）は 131 件と、こちらも毎年減少傾向にあります。（平成

31 年度の千葉県の出生数が 41,803 人（速報値）なので、0.31%の方が助産院での出産となりました。） 

 私ごとですが、新型コロナウイルスが猛威を振るう 4 月、いつも以上に安全対策を行い、無事に経産婦さん

の自宅出産の介助を行いました。コロナ拡大は、いったん落ち着きを見せているものの、いつ再燃してもおか

しくありません。“ウィズコロナ”時代を見据えて、助産院の安全面をみなの知恵を集めながら一層強化したい

と思っています。 

5．選挙管理委員会                           

選挙管理委員会委員長 稲葉 和子 6 地区 季美の森母乳育児相談室           

令和 2 年度の役員選挙が会員の皆様のご協力で、滞りなく終える

ことが出来ました。誠にありがとうございました。令和２年度一

般社団法人千葉県助産師会通常総会が新型コロナウイルス感染拡

大防止のため急遽「書面表決」による開催になり、令和 2 年度役

員選挙におきましても初めての郵送による書面評決が決定されま

した。お知らせと共に投票葉書を 4 月 26 日に郵送し信任、不信

任を問わせていただきました。開票は５月 10 日（日）9 時から選挙管理委員 2 名、正会員 2 名立会いの下開

票いたしました。会員数 352 名中 25 名の葉書が投函され、内 18 名信任、7 名不信任でした。開票結果 345

名の信任で、理事・監事候補者全員が信任されましたことをご報告致します。 

 最後に書面評決のお知らせが、不十分で信任の葉書投函がありました。葉書の投票は文字も小さく見づら

くなりましたこと併せてお詫びいたします。ご協力有難うございました。 

ただいま開票中！ 
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6．教育委員会                                  

委員長 東 亜紀 2地区 秀明大学看護学部  

 【ご挨拶】 今年度の教育委員会は、1.助産師の継続教育として CloCMiP®ラダーⅢ®対応の研修会を開催

する 2.他部会及び委員会と研修会の年間計画を立案・実施する 3.効果的な広報活動を実施することを目標

にしています。しかし、今年は例年と異なる 1 年になりそうです。コロナ禍においても、皆様の学びをサポー

トしていきたいと考えます。教育委員一同、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【地区報告会】 地区報告会は、昨年度から千葉県助産師会総会と同日開催しております。昨年は、1 地区（柏・

野田・我孫子・流山・松戸）2 地区（市川・浦安）3 地区（船橋）4 地区（習志野・八千代・鎌ヶ谷）の代表に

ご発表していただき、出席の皆様にも好評でした。今年度も同様に開催の予定でしたが、総会が書面表決とな

ったため会員の皆様には、「令和元年度 地区報告会抄録集」を郵送させていただきました。地区報告会の意

義は、日々の会員活動を共有することにあります。また、会員同士が相互に意見交換ができる「場」でもあり

ます。今回、「場」における報告会は実施できませんでした。皆様、抄録集はお読みいただけたでしょうか。こ

こに、活動報告テーマを掲載させていただきます。まだお読みでない方は、是非、お手元の抄録集をお開き下

さい。地区報告会は、平成 24 年より学会形式で発表しております。そのため、担当される地区の皆様には、

準備では大変ご苦労をおかけしております。今回、参加者がいなくでも同様の開催ができたのであれば、「地

区報告会の意義とは？」について、改めて考える機会なのかもしれません。「場」の在り方は時と共に変化し

ていくものではありますが、報告会の意義が機能しているのであれば継続していく必要があると考えます。 

【令和 2 年度 千葉県助産師会研修会】 

 千葉県助産師会ホームページには、研修会セミナーカレンダーを掲載させていただきました。しかし、開催

方法は、新型コロナウイルス感染拡大の現状を考慮し検討していくことになりそうです。新しい情報は、随時、

ホームページに掲載いたしますので、ご確認いただければ幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。 

7．子育て委員会                                  

子育て委員会委員長 川田まゆみ 3 地区 船橋市保健所地域保健課 

 平成 12 年から始まった助産師の無料電話相談は、今年

で 20 年目となりました。平成 17 年からは、1 年交代で地

区が担当し、その都度問題点を改善しながら、現在に至っ

ています。今年は、「コロナ感染の拡大防止」という、緊

急事態宣言の下で引継ぎを受けました。市町村では、健診

事業や赤ちゃん訪問の中止や延期、病院では発熱者の受診

は電話での対応のみ。そのような中で、乳腺炎の症状があ

り「受診したいが、出産した病院で見てもらえなかった。」という相談に、自分でできることを丁寧に説明し、

「見てもらえる助産院もあるので電話してください。」と、相談者の心配に適切にアドバイスしてくださる相

談員の方には、感謝感謝です。また、出産する病院では、産婦以外は病院に入れず、出産から退院まで一人で

頑張らないといけない状況は、退院してからの不安も増すのではと思います。日本だけでなく世界中で脅威と

なっているコロナ感染の不安は、まだまだ続くと思われます。そのような中で、この電話相談の事業が相談者

の不安の軽減につながるよう頑張っていけたらと思います。どうぞご協力よろしくお願いします。       

※9 月 27 日の事例検討会は、感染拡大防止のため、中止となりました。 



7 

 

8．オンライン、素晴らしい効果と限界                           

千葉市助産師会いのちの教育充実委員会委員長  新森永遠路    7地区  にいもり助産院 

 令和 2 年が新型コロナウイルス感染拡大により、このような事

態になるとは想像すらしていませんでした。昨年委員長を拝命

し、講座内容のリニューアルや新企画、会場変更、葉書での案内

から LINE 公式アカウントの利用等に取組み、今年度は広報の充

実をと意気込んでいたところの緊急事態宣言でした。千葉市委託

事業「土日開催両親学級」も中止が決定しました。そこで会とし

て、マタニティ期の不安の軽減を目的に心温まる情報を届けよう

と、映像配信の形で「温♡line 講座“親になるクラス”」を作成する

ことにし専門業者に撮影・編集・配信管理を依頼しました。この映像配信の経験が、いのちの委員会におい

てもオンラインを利用するきっかけになりました。今回 5 月 20 日にオンライン配信をした講座は、年間 3 回

企画している「大人向け講座」の１つです。 

 配信媒体として Zoom プロ（有料コース）に加え、「ウェビナー」を追加契約しました。ウェビナーはオン

ラインセミナー用に作られたシステムです。利点は、主催者による参加者の音声や画像の管理で、安定した

セミナーの進行ができます。参加者も安心してセミナーに集中できます。しかし Zoom ミーティングとは異

なる点があるため、ウェビナー練習会を地区会員の協力のもと開きました。講座案内は、LINE 公式アカウ

ント、HP、県助産師会メーリングリスト、REBORN メーリングリストで行いました。タイトな広報期間で

したが参加者は 30 名（保護者、支援者、助産師、母性看護学実習生）で、北海道等県外からの参加もありま

した。通常の参加は、会場の都合もあり平均 25 名ですので、広報は効果的であったと言えます。 

当日はスムーズに進行出来ました。「お茶を飲みながらリラックスして参加できた」「開始ぎりぎりの時間

に自宅から参加でき楽だった」「自分だけに語りかけられているみたいで集中して聞けた」「密を気にせず参

加でき安心だった」「また企画してほしい」等、配信に関する嬉しいお声をたくさんいただきました。一方、

保護者の参加割合が少なく、理由として休校中で子供たちが在宅であったためと考えられました。参加者側

の音声や画像は講座進行に影響しないことを、広報の際により明確に伝える必要性を感じました。また、個

別の質問や相談は、今回利用したウェビナーでは「Q＆A」での短文でのやりとりになります。時間的にも制

約があり、話し言葉ではないため真意が伝わりにくく限界を感じました。全体の講座修了後に、電話等別の

手段で対話ができる個別相談の時間を設けることができれば、より丁寧な講座につながるのではないかと思

いました。 

このオンライン講座の 2 週間後、緊急事態宣言が解除され対面での両親学級を開催できることになり講師

を担当いたしました。始めにご夫婦に語り掛けた際に、数人の妊婦様がこらえきれずに泣き出しました。緊

急事態宣言の中、お辛かったのだと思います。講座終了後、たくさんのご

夫婦から、「助産師が自分たちを思ってくれることに安心した」「外出は怖

かったけれど来て本当に良かった」とお声がけいただきました。直接語り

かけることの大切さを再認識いたしました。オンライン講座は効果的で素

晴らしいツールですが、『心が触れ合う温かさ』は、直接の語りかけに勝る

ものはありません。今後も「オンライン」「直接の語りかけ」、それぞれの

良さを活かせるよう効果的に企画していきたいと思います。 
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編集後記                         

  2020 年は大変な年となりました。私たち助産師も、不安な妊婦さんや子育て中のお母さんに寄り添えな

い辛さを強く感じ、もどかしい気持ちをいや応もなく実感させられました。助産師会のイベントや集会が次々

と中止になる中で、私たち広報委員会は、今号の大潮をどのように編集するべきか、紙面を縮小すべきか、な

ど何度も検討しました。この大変な状況の中で、執筆して下さった皆様のお陰で、いつも通りの 8 ページの大

潮が完成しました。ご協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。 

広報委員：山本裕子・鈴木香里・佐藤静子・齋藤明子 

 

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 

8 月 2 日（日）  母乳栄養支援セミナー 千葉市市民会館 教育委員会 

8 月 22 日（土） 9:30～12:00 骨盤ケア（妊娠期・産褥期） 医療法人成和会山口病院 勤務助産師部会 

8 月 22 日（土） 13:00~16:00 産前産後のメンタルヘルスケアア

セスメントと援助スキルを高める 

大橋優紀子氏 

オンライン研修 
勤務助産師部会 

9 月 27 日（日）  

 

テーマ未定・事例検討会・ 

保健指導部会交流会 

千葉市市民会館 子育て委員会 

12 月未定  NCPRS コース 

（新生児蘇生・演習） 

船橋中央病院 勤務助産師部会 

12 月未定  フィジカルアセスメント 船橋中央病院 勤務助産師部会 

2．理事会の日程 7 月～12 月 

 開催日 時間 場所  

第 4 回 9 月 6 日(日) 9:30~12:30 千葉市民会館  

第 5 回 11 月 22 日(日) 9:30~12:30 千葉市民会館  

3．メーリングリストについて 

・氏名や住所の変更があった場合は速やかに変更手続きをお願いいたします。 

・メーリングリストに登録すると助産師会と関連のある団体の研修会の案内等も届きます。 


