
継続教育ポイントシールの発行について（日本助産師会会員の方のみ） 

 

2020 年度 一般社団法人兵庫県助産師会「助産師のちからアップ」研修は全てオンライン研修となりました。 

継続教育ポイントシールの発行を希望される会員様は、以下の案内文をご参照の上、手続きをお願い致します。 

 

【継続教育ポイントシール発行案内】 

＊継続教育ポイントシールは、視聴確認（受講証が発行済みであること）ができた研修のみ発行します。 

発行をご希望の方は、研修視聴後に必ず受講証発行の手続きを完了させてください。 

＊発行をご希望の方は、継続教育ポイントシール発行申請書 に必要事項を記載し、郵送にてお申し込みください。 

＊研修配信時期に応じて、ポイントシール発行の申請時期を 3 期に分けています。（日本助産師会に随時報告のため） 

＊継続教育ポイントシールは、「発行申請書」ごとにまとめて申請できます。 

＊申請締切日から 2 週間前後で発送準備し、順次郵送の予定です。 

 

【継続教育ポイントシール申請手順】 

１）受付：各申請締切日（消印有効）までに「兵庫県助産師会事務所」に書類を送付してください。 

 

 ２）申請締切日 

No 配信時期 締切日（消印有効） 

1 
第 1 期オンデマンド配信（11/2～2021/1/4） 

＋ライブ配信（11/29、12/13 の研修） 
2021 年 1 月 12 日（火） 

2 
第 2 期オンデマンド配信（12/1～2021/2/1） 

＋ライブ配信（1/31 の研修） 
2021 年 2 月 8 日（月） 

3 
第 3 期オンデマンド配信（2021/1/7～3/7） 

＋ライブ配信（2/6 午前・午後の研修） 
2021 年 3 月 15 日（月） 

 

３）同封するもの：①継続教育ポイントシール発行申請書 

              ②長型 3 号（A4 横 3 つ折り）※84 円切手を貼り、送付先郵便番号・住所、宛名を記入したもの 

（返信用封筒と切手は、会員様ご自身でご準備をお願い致します） 

 

４）送付先：〒650-0011 神戸市中央区下山手通 5-8-14 山手ダイヤハイツ 305 

一般社団法人兵庫県助産師会事務所「継続教育ポイントシール」係 行 

 

【注意事項】 

１）「継続教育ポイントシール」の詳細は、日本助産師会 HP の「日本助産師会継続ポイント制度」をご確認ください。 

http://www.midwife.or.jp/pdf/points_system/h30_about.pdf 

２）オンデマンド配信の研修につきましては、講義録画の編集・調整により配信時間の変更が生じる可能性があります。 

その場合、ポイントシールの発行枚数が変更になりますことをご了承ください。 

３）日本助産師会「継続教育ポイントシール」の発行は、2020 年度をもって終了となります。 

 

about:blank


2020年度一般社団法人兵庫県助産師会「助産師のちからアップ」オンライン研修会 

公益社団法人日本助産師会 継続教育ポイントシール発行申請書 １ 
 

＊受講した研修のみ申請可能 
上記の〇印のポイントシールの送付を申込み致します  申請日：     月     日 

フリガナ 

氏 名 
 
日本助産師会会員番号 （       ）－（         ） 

連絡先住所（確認用）  
〒 
 

メールアドレス 

 
楷書ではっきりとご記入ください 
 

切り取り線  

 
本用紙は、切り離して受講者控えとして保管してください。 
ポイントシールがお手元に届きましたら、発行枚数・シールの種類に間違いがないかお確かめください。 
不備がありましたら、 hyogo.mw@gmail.com までご連絡下さい。 
 

              
＊申請書を郵送する際、下記の 3 点についてお確かめください                  申請日：   月    日 
 

□申請日が締め切り日を過ぎていない  締切：1月 12日（消印有効） 
 

□ポイントシール発行申請書に記載もれがない （日本助産師会会員番号は必須） 
 

□送付先住所・氏名を記入し、84 円切手を貼った封筒と、ポイントシール発行申請表を同封している                                

  

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第１期オンデ

マンド配信 

11/2～

2021/1/4 

複雑な背景を抱える女性への支援 

－女性に対する暴力予防、児童虐待予防のための助産師ができる支援－ 
鈴井江三子 一般 1   

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 

－施設と地域の連携を「小さないのちのドア」の事例より学ぶ－ 
永原郁子 一般 1   

ライブ配信 

11/29 

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つくるためには－ 
伊藤進一 安全 2   

ライブ配信 

12/13 
災害対策セミナー ～災害時の母子支援② ～災害対策の現状と課題 

松村、阿部、 

塩田、細川 
安全 1   

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第１期オンデ

マンド配信 

11/2～

2021/1/4 

複雑な背景を抱える女性への支援 

－女性に対する暴力予防、児童虐待予防のための助産師ができる支援－ 
鈴井江三子 一般 1   

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 

－施設と地域の連携を「小さないのちのドア」の事例より学ぶ－ 
永原郁子 一般 1   

ライブ配信 

11/29 

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つくるためには－ 
伊藤進一 安全 2   

ライブ配信 

12/13 
災害対策セミナー ～災害時の母子支援②～災害対策の現状と課題 

松村、阿部、 

塩田、細川 
安全 1   

本人様控え 

送付先（切り取ってご利用ください） 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通５-８-１４  

山手ダイヤハイツ 305 

 

一般社団法人 兵庫県助産師会事務所 

「継続教育ポイントシール発行」係 

【留意事項】 

お申し込み時期に関わらず、申請締切日から 2 週間前後で

順次発送予定です。ご了承ください。 

 

一般社団法人兵庫県助産師会 継続教育ポイントシール発行係 

兵庫県助産師会送付 



2020年度一般社団法人兵庫県助産師会「助産師のちからアップ」オンライン研修会 

公益社団法人日本助産師会 継続教育ポイントシール発行申請書 ２ 
 

＊受講した研修のみ申請可能 
上記の〇印のポイントシールの送付を申込み致します  申請日：     月     日 

フリガナ 

氏 名 
 
日本助産師会会員番号 （       ）－（         ） 

連絡先住所（確認用）  
〒 
 

メールアドレス 

 
楷書ではっきりとご記入ください 
 
 

切り取り線   

 

本用紙は、切り離して受講者控えとして保管してください。 
ポイントシールがお手元に届きましたら、発行枚数・シールの種類に間違いがないかお確かめください。 
不備がありましたら、 hyogo.mw@gmail.com までご連絡下さい。 
 

              
＊申請書を郵送する際、下記の 3 点についてお確かめください                  申請日：   月    日 
 

□申請日が締め切り日を過ぎていない  締切：２月８日（消印有効） 
 

□ポイントシール発行申請書に記載もれがない （日本助産師会会員番号は必須） 
 

□送付先住所・氏名を記入し、84 円切手を貼った封筒と、ポイントシール発行申請表を同封している   
                              

 

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第２期オンデ

マンド配信 

12/1～

2021/2/1 

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 一般 2   

思いがけない妊娠 SOS 研修会 

－セクシュアルリプロダクティブヘルス／ライツの今－ 
池田裕美枝 一般 1   

ライブ配信 

1/31 

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 

～産後ケアに関わる助産師へ～ 
下垣佳代子 一般 2   

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第２期オンデ

マンド配信 

12/1～

2021/2/1 

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 一般 2   

思いがけない妊娠 SOS 研修会 

－セクシュアルリプロダクティブヘルス／ライツの今－ 
池田裕美枝 一般 1   

ライブ配信 

1/31 

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 

～産後ケアに関わる助産師へ～ 
下垣佳代子 一般 2   

本人様控え 

送付先（切り取ってご利用ください） 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通５-８-１４  

山手ダイヤハイツ 305 

 

一般社団法人 兵庫県助産師会事務所 

「継続教育ポイントシール発行」係 

【留意事項】 

お申し込み時期に関わらず、申請締切日から 2 週間前後で

順次発送予定です。ご了承ください。 

 

一般社団法人兵庫県助産師会 継続教育ポイントシール発行係 

兵庫県助産師会送付 



2020年度一般社団法人兵庫県助産師会「助産師のちからアップ」オンライン研修会 

公益社団法人日本助産師会 継続教育ポイントシール発行申請書 ３ 
 

＊受講した研修のみ申請可能 
上記の〇印のポイントシールの送付を申込み致します  申請日：     月     日 

フリガナ 

氏 名 
 
日本助産師会会員番号 （       ）－（         ） 

連絡先住所（確認用）  
〒 
 

メールアドレス 

 
楷書ではっきりとご記入ください 

切り取り線   

 
本用紙は、切り離して受講者控えとして保管してください。 
ポイントシールがお手元に届きましたら、発行枚数・シールの種類に間違いがないかお確かめください。 
不備がありましたら、 hyogo.mw@gmail.com までご連絡下さい。 

              
＊申請書を郵送する際、下記の 3 点についてお確かめください                  申請日：   月    日 
 

□申請日が締め切り日を過ぎていない  締切：3月 15日（消印有効） 
 
□ポイントシール発行申請書に記載もれがない （日本助産師会会員番号は必須） 
 
□送付先住所・氏名を記入し、84 円切手を貼った封筒と、ポイントシール発行申請表を同封している                                

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第３期オンデ

マンド配信 

 

2021/1/7

～3/7 

産前・産後ケア提供のためのガイドラインの活用 島田真理恵 一般１  

母子保健制度・施策の法的根拠と助産師への期待 佐藤拓代 一般 2  

産後の女性のアセスメントと産後ケア 

～産後ケアの実際（入所型・通所型・アウトリーチ型）～ 
毛利多恵子、井上千秋 一般 2  

子育てする親への支援 石蔵文信、西村明子 一般 2  

ライブ配信 

2/6（午前） 
CTG モニタリングを事例から判読する－中井先生講義応用編－ 中井章人 安全 1  

ライブ配信 

2/6（午後） 
プロフェッショナル助産師のわざ 毛利多恵子、高橋八重子 一般 1  

配信時期 研修名 講師名 
ポイント

数 

ポイント 

希望に〇 

第３期オンデ

マンド配信 

 

2021/1/7

～3/7 

産前・産後ケア提供のためのガイドラインの活用 島田真理恵 一般１  

母子保健制度・施策の法的根拠と助産師への期待 佐藤拓代 一般 2  

産後の女性のアセスメントと産後ケア 

～産後ケアの実際（入所型・通所型・アウトリーチ型）～ 
毛利多恵子、井上千秋 一般 2  

子育てする親への支援 石蔵文信、西村明子 一般 2  

ライブ配信 

2/6（午前） 
CTG モニタリングを事例から判読する－中井先生講義応用編－ 中井章人 安全 1  

ライブ配信 

2/6（午後） 
プロフェッショナル助産師のわざ 毛利多恵子、高橋八重子 一般 1  

本人様控え 

【留意事項】 

お申し込み時期に関わらず、申請締切日から 2 週間前後で

順次発送予定です。ご了承ください。 

 

一般社団法人兵庫県助産師会 継続教育ポイントシール発行係 

兵庫県助産師会送付 

送付先（切り取ってご利用ください） 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通５-８-１４  

山手ダイヤハイツ 305 

 

一般社団法人 兵庫県助産師会事務所 

「継続教育ポイントシール発行」係 


