2020 年度 一般社団法人兵庫県助産師会

第 3 期 配信期間 ： 2021 年 1 月 7 日～3 月 7 日 （申込み締切 2021 年 2 月 25 日）
内

「助産師のちからアップ」 オンライン研修会
10 月 1 日より申し込みスタート！
研修目標
１. 自律した助産師活動ができるよう、妊娠・分娩・産褥・育児期の診断・技術・保健指導およびケアを再考し実践能力を高める。
また、事例を通して学ぶことの重要性を理解する。
2. 開業助産師をはじめ、地域で活動している助産師や院内助産の開設を目指す方が必要な知識・技術を習得できる。
3. 助産師同士が交流し連携を深め、母子を中心としたケアを考える。

6

容

講

産前・産後ケア提供のためのガイドラインの活用

日本助産師会

（産前産後継続ケア推進委員会企画）

賛助会員 無料

非会員 3,000 円

7

母子保健制度・施策の法的根拠と助産師への期待

公益社団法人

（産前産後継続ケア推進委員会企画）

母子保健推進

師

研修時間

複雑な背景を抱える女性への支援

9

鈴井 江三子

助産師ができる支援－

大手前大学

90分

（産前産後継続ケア推進委員会企画）

西村 明子

妊娠期から育児期に支援を必要とする女性への支援の実際

内

研修紹介

予防、再犯防止のための支援を考えていきましょう。

容

永原 郁子

「小さないのちのドア」の事例より学ぶ－

マナ助産院

90分

医療事故から見えてくる助産師の役割を考える
－医療者間、妊婦さんを交えた良き産科チームを
1

＊産後ケア実務助産師研修

つくるためには－
（医療事故調査制度支援委員会・安全対策委員会企画）

乳腺炎ケアガイドライン2020に沿った
乳腺炎時の母乳育児支援

井村 真澄

（教育委員会企画）

日本赤十字

＊視聴の際には『乳腺炎ケアガイドライン2020』を

看護大学

2

阿部 久美子
久保みずきレデイー

災害対策の現状と課題

スクリニック

（災害対策委員会企画）

塩田 まゆみ

定員 180名

助産所部会

今年度発行された乳腺炎ケアガイドライン2020の変更のポ

乳幼児の発育発達に関する知識とそれらを促すための技術

イントを理解し、診療報酬に収載されたことの意義、乳腺

～産後ケアに関わる助産師へ～
3

ライン）および乳腺炎重症化予防ケアのスコアリング方法

－セクシュアルリプロダクティブヘルス／ライツの今－

の実際について学びましょう。

(子育て・女性健康支援センター 思いがけない妊娠SOS企画)

池田 裕美枝

ぶ時に守られる権利」について学び、思いがけない妊娠に

90分

悩む方を含む全ての女性への支援について考えましょう。

5

（災害対策委員会企画）

兵庫県助産師会会員は参加費無料！

センター

60分

4

＊2022年以降のアドバンス助産師更新者は「選択研修」と
して使用できます

✔ オンデマンド配信の研修は、配信開始日の 10：00 から配信終了日の 23：59 まで視聴可能です
✔ CLoCMiP®レベルⅢ認証申請に使用可能な研修について、表に記載のないものは承認後に HP でお知らせします
✔ 日本助産師会継続教育ポイントについては、承認後に各研修のページでお知らせします

スカッションの会を催します。その後、大災害時の妊

申込締切 産婦・母子の実態と、実際に行われた支援の好事例を
12月3日 紹介します。

13:30～ と健診手技や家庭で発達を促すための技術を学びま
16:30

CTGの判読は、臨床においては悩むことが多々ありま

2月6日
中井 章人
日本医科大学/

定員 200名

日本医科大学
多摩永山病院

12:00

（勤務助産師部会企画）

定員 50名

【主催】 一般社団法人兵庫県助産師会

ら、中井先生や参加者同士のディスカッションによ

申込締切 り、判読とその理由を明確にする応用研修です。
して使用できます

兵庫県助産師会会員は参加費無料！

5

す。母子の生命と健康を守れる助産師であるために、

10:30～ 基礎的なことを踏まえたうえで、事例をもとにしなが

1月27日 ＊2022年以降のアドバンス助産師更新者は「選択研修」と

「子宮収縮剤の使用と管理」の研修を修了しておいてください

プロフェッショナル助産師のわざ

す。実技では講師と参加者が交流できる時間も設けま

1月21日 ＊産後ケア実務助産師研修

＊参加の際には「分娩期のCTGに関する研修」

の講義を行っていただきます。近年増加する地震以外の自
然災害と母子への支援についての理解を深めましょう。

15:30

申込締切 す。

祐三子さんに、近年増加する風水害の被害や支援について

宮川 祐三子
大阪母子医療

パルモア病院

（勤務助産師部会企画）

大阪母子医療センター副看護部長 アドバンス助産師の宮川

風水害に備えよう！！

下垣 佳代子

（保健指導部会企画）

－中井先生講義応用編－

ルスケア能力に関する研修

災害対策セミナー ～災害時の母子支援①～

12月13日 災害時の母子支援②（ライブ研修）では、各施設や個
13:30～ 人の災害対策への取り組みについて、情報共有とディ

CTGモニタリングを事例から判読する

＊CLoCMiP®レベルⅢ「指定研修」科目３）ウィメンズヘ

附属病院

誰でも参加費無料！ 定員 200名

11月19日 力に関する研修

2021年 乳幼児健診を通して親子やその周辺の人たちから得た

＊お人形やぬいぐるみをお持ちでしたらご準備ください

女性が「自分らしい安心・安全で豊かな性を自らの力で選
京都大学医学部

申込締切 ＊CLoCMiP®レベルⅢ「指定研修」科目２）専門的自律能

1月31日 知見や乳幼児発育曲線・発達指標の活用について講義

定員 200名

ア能力に関する研修

4

研修紹介

災害対策委員

＊CLoCMiP®レベルⅢ「指定研修」科目１）マタニティケ

思いがけない妊娠SOS研修会

配信日時

細川 由美子

＊産後ケア実務助産師研修

ご準備ください

＊産後ケア実務助産師研修

姫路赤十字病院

災害対策セミナー ～災害時の母子支援②～

研修紹介

炎の状態のアセスメントと対処（CQに基づくケアガイド

180分

どもとの関わりについて学びましょう。

松村 光

う。

研修時間

父親のうつ、産後クライシスなど子育てする親の支援や子

180分

11月29日 医療事故の再発防止を目的とした医療事故調査制度の
13:30～ 実際の報告事例から、助産師として医療安全や安全な
伊藤産婦人科/
兵庫県医師会医
16:30 分娩期ケア、入院中のケアを再考してみましょう。
支援委員

第 2 期 配信期間 ： 2020 年 12 月 1 日～2021 年 2 月 1 日 （申込み締切 2021 年 1 月 22 日）

3

＊産後ケア実務助産師研修

伊藤 進一

兵庫県助産師会会員は参加費無料！

ルスケア能力に関する研修

師

師

療事故調査制度

定員 200名

けています。活動の現状や関係機関との連携を学びましょ
＊CLoCMiP®レベルⅢ「指定研修」科目３）ウィメンズヘ

（教育委員会企画）

いて学び、産後の母子の支援の質を高めましょう。

事前にｚoom のアプリをダウンロードしておいてください
講

一人でも多くの命を助けるために、24時間365日相談を受

－施設と地域の連携を

講

180分

➡ 参加者同士が交流できる研修もあります！ぜひご参加ください！

マナ助産院の一角に設けられた「小さないのちのドア」は

容

井上 千秋

大阪大学

【ご注意】 ライブ配信は指定日時の 1 回のみの配信です

ルスケア能力に関する研修

内

産後ケア（入所型・通所型・アウトリーチ型）の実際につ

母乳育児相談室

子育てする親への支援

ライブ配信 （インターネット生配信）

＊CLoCMiP®レベルⅢ「指定研修」科目３）ウィメンズヘ

（教育委員会企画）

2

＊産後ケア実務助産師研修

兵庫医療大学

ます。母親の背景への理解を深め、育児支援、早期発見や

－女性に対する暴力予防、児童虐待予防のための

保健制度・施策について学びましょう。

いのうえ助産院

児童虐待件数、複雑な背景を抱える女性は増加傾向にあり

1

妊産婦にとって必要な社会資源の活用を推進するため母子

180分

毛利助産所

（産前産後継続ケア推進委員会企画）

第 1 期 配信期間 ： 2020 年 11 月 2 日～2021 年 1 月 4 日 （申込み締切 12 月 2５日）
講

＊産後ケア実務助産師研修

石蔵 文信

オンデマンド配信 （配信期間中はいつでも視聴できます）
容

一度、確認しませんか？

毛利 多恵子

産後の女性のアセスメントと産後ケア

※原則、入金後のご返金は致しかねますのでご了承下さい

内

90分

会議会長

HP はコチラ

一般社団法人兵庫県助産師会ホームページ「助産師の研修」から

研修紹介
産前・産後ケアのあり方について、ガイドラインを基に今

佐藤 拓代

学生 1,000 円

無料の研修もあります！お見逃しなく！

お申し込み

研修時間

会長

8 ～産後ケアの実際（入所型・通所型・アウトリーチ型）～

参加費（1 研修） 日本助産師会会員 1,000 円

師

島田 真理恵

毛利 多恵子
毛利助産所

高橋 八重子
たかはし助産所

2月6日
13:30～
15:30
申込締切
1月27日

一つとして同じお産はありません。だからこそ、これ
でよかったのかと悩みます。皆様に人気の研修を今年
はWebで行います。事例をもとに助産師の判断やケア
をグループで仲間とともに考え、ベテラン助産師から
のエビデンスと経験に基づいたアドバイスにより助産
師としてのアセスメント力と実践力を高めましょう。

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 5-8-4 山手ダイヤハイツ 305

TEL ０７８-３６２-１３１０（平日 10 時～16 時）

