
 

研修方法  zoomによるライブ配信もしくは後日録画配信（2回） 

※ライブ配信と録画配信では、研修時間が異なる場合があります。ご確認ください。 

1研修内容につきライブ配信＋後日録画配信2回の計3回配信がありますが、それぞれに 

参加申し込みと参加費が必要となります。 

※再配信の日程が決まりましたらホームページでご案内いたします。 

  

参加費（1研修） 日本助産師会会員3,000円  日本助産師会学生賛助会員 無料 

非会員６,000円        非会員学生1,000円 

                ※兵庫県助産師会会員は無料の研修があります。 

 

お申し込み   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 

            配信日の10日前までにお申し込みください。 

            ※原則、入金後のご返金は致しかねますのでご了承下さい 

 

 

 

                                                               

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021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 

HPはコチラ 

研修番号５.は CLoCMIP®アドバンス助産師申請の必須研修「CTG分娩期の胎児心拍数陣痛図」に該当します。 

それ以外の研修は、CLoCMIP®アドバンス助産師更新ための「選択研修」に活用できる研修です。 

研修番号7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.および産後ケア実地研修は、兵庫県助産師資質向上等対策事業の助成により開催します。 

 

新生児蘇生法研修会  開催予定！ 

 

「スキルアップ」コース（S コース）NCPR 認定事業 

「知識・技術の維持向上のための研修会」  

※感染状況をみながら開催の可否を判断します。 

詳細はHPおよび兵庫県会員一斉メールにてご案内します。 

New!! 産後ケア実地研修 

〜地域で活躍する助産師が行う産後ケアの実際を知ろう〜  

    

協力助産所：神戸市内で産後ケア事業を実施している助産所         

研修期間：2021年10月より開始予定 詳細はHPにてご案内します。      

※公社）日本助産師会 産後ケア実務助産師申請に活用できる助産所研修です     

公益社団法人日本助産師会 近畿地区研修会  

 

テーマ：「孤」を防ぎ「個」を支える 

妊娠期からの母子と家族への継続ケア 

日時：令和３年１１月１３日（土）・１４日（日） 

オンラインで開催！ 

 

<参加費1日> 

兵庫県会員    無料 

日本助産師会会員 10,000 円 

非会員      20,000 円 

 

【 お問い合わせ先 】一般社団法人 兵庫県助産師会 事務局 

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

TEL：０７８－３６２－１３１０（平日 10:00～16:00）  HP：http://hyogo-josansikai.com/ 

 

No 研修名 講師 ライブ配信 後日配信 研修内容

10

乳房マッサージと母乳育児支援

【演習あり】

（産前産後ケア事業部企画）

兵庫県助産師会会員　無料

宮下 美代子

（宮下助産院）

10/31 (日)

9:30～11:30

(120分）

日程調整中

(120分）

産後ケアにとって乳房管理と授乳指導は大きな役割をもちます。乳房ケアの基

本を知り、痛みのないケアを提供できるようにしましょう。エビデンスに基づ

いた母乳育児支援、母子を尊重した多様性のある母乳育児支援の基本を学びま

しょう。

※産後ケア実務助産師研修4

11

地域における産後ケアの実際

～接遇とコミュニケーション技術～

（保健指導部会企画）

兵庫県助産師会会員　無料

渕元 純子

（ふちもと助産院）

10/31 (日)

13:30～15:00

(90分）

日程調整中

(90分）

産後ケア及び産後ケア事業、新生児訪問等で助産師がより自信を持ち、自立し

て安全に地域で活動できることを目指し、訪問(アウトリーチ)する際の技術と

して接遇やコミュニケーションについて学びます。 

※産後ケア実務助産師研修4

12

乳児のフィジカルアセスメント

～1歳までの赤ちゃんの発育発達は未来へとつながる～

（教育委員会企画）

田中 佳子

（出張母子ケアAmanma）

11/6 (土)

13:30～16:30

(180分）

日程調整中

(180分）

産後ケア事業における利用対象時期が、「出産後一年を経過しない女子及び乳

児」に拡大されました。1歳までの乳幼児の発育・発達について学び、母児や家

族へのケアの実践に活かしましょう。

※産後ケア実務助産師研修３

13

訪問型産後ケアの実際

（産前産後ケア事業部企画）

産後ケア従事者研修

兵庫県助産師会員限定　無料

坂田 冨貴子

（坂田助産院）

井上 千秋

（母乳育児相談室いのうえ助産院）

國廣 晴美

（くにひろ助産所）

11/21（日)

13:30～15:00

(90分）

録画配信なし

訪問型産後ケアを実際にしている助産師から体験を通して訪問ケアの楽しさ、

注意すること、さまざまな事例からの学びについてお話をききましょう。質疑

応答の機会もあります。

産前産後ケア事業部内の従事者限定研修です。

※産後ケア実務助産師研修4

14

2021バージョン

　医療事故から見えてくる助産師の役割を考える

（医療事故調査制度支援委員会・

安全対策委員会企画）

伊藤 進一

（伊藤産婦人科医師・

   兵庫県医師会医療事故調査制度

支援委員会）

12/4 (土)

13:30～16:30

(180分）

日程調整中

(180分）

医療事故の再発防止を目的とした医療事故調査制度の実際の報告事例から、助

産師として医療安全や安全な分娩期ケア、入院中のケアを再考してみましょ

う。 

15

Webで保健指導する方法

　「Youtubeチャンネルから助産師の支援を届けよう！」

（助産所部会・保健指導部会企画）

兵庫県助産師会会員限定

片岡 弥恵子

(東京都助産師会会長）

棚木 めぐみ

(東京都助産師会理事）

12/12（日)

9:30～11:30

(120分）

日程調整中

(120分）

コロナ禍で対面の両親学級などが困難な状況が続いています。Web相談、You

Tubeってどのように使うのか基本知識を学びましょう。実際にYouTubeを活用

している東京都助産師会による、メリット、デメリット、注意点、必要な機

材、Web上活用しやすい内容についてお話をききましょう。チャットでの質疑

応答を考えています。

16

助産所の経営を考える

「100年続いた中小企業から学ぶ企業経営の本質」

「誇り、伝え、ブレずに、維持を」

～開業助産所と教育の現場から見えた事～

（助産所部会企画）

柴田 仁夫

(岐阜大学新学部設置準備室

Coデザイン研究センター）

平出 美栄子

（東京保健医療大学看護学部)

12/12（日)

13:30～16:30

（180分）

日程調整中

（180分）

前半では、「100年続く中小企業の理念」を研究している経営学の柴田先生か

ら、長く続く魅力ある経営とは、そして経営の命である「人」を雇うことにつ

いての示唆を得ましょう。後半では、助産所での臨床経験も深く経営学博士を

とり助産所の経営についても深い見識をもつ平出さんから、少子化、分娩を扱

う助産所の分娩数減少とこれからの助産所の未来について考えます。助産所に

求められていることは何か？何が強みなのか？自分の助産所は何が強みなの

か？を考えます。経営の視点から今後何を分析し何を目指すとよいのか？につ

いて考える機会としましょう。

17
プロフェッショナル　助産師のわざ 

(勤務助産師部会企画）

毛利 多恵子

（毛利助産所）

 高橋 八重子

（たかはし助産所）

1/29 (土）

9:30～11:30

(120分）

日程調整中

(60分）

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。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で、多角的

な視点から助産ケアを深めていきます。皆さん、一緒にアセスメント能力と実

践力を高めて、安全で安心した助産ケアに活かしましょう‼ 

No 研修名 講師 ライブ配信 後日録画配信 研修内容

1

シンポジウム

聞いてみよう。地域で活動する助産師の話

(勤務助産師部会企画）

寺尾 直美

（なおみ助産院）

川内野 由紀子

（ゆっこ助産院）

鹿谷 真純

（助産院ポレポレ）

9/5 (日)

13:30～15:00

(90分）

日程調整中

(90分）

地域で活動する助産師は、母子とその家族の生活に密接にサポートできる存在

である。しかし地域での活動経験のない助産師にとって地域での活動は未知の

世界でもある。現在、地域で活躍している助産師から、具体的な活動内容、日

頃抱いている思いなどを聴き、地域で働く助産師の楽しさや魅力を知って、今

後の自己のキャリアをデザインしてみよう！ 

2
乳房ケアと授乳中のトラブルに対するケア

（教育委員会企画）

瀬尾 愛子

（あいちょ助産院）

9/11 (土)

 13:30～15:30

(120分）

日程調整中

(120分）

オンライン研修もされている地域開業助産師に講義・演習をして頂きます。乳

腺炎等発熱してもコロナ禍で受診しにくい状況もあり、育児や乳房トラブルへ

の対処はネット情報頼りの傾向が見られます。乳幼児の母乳育児援助、トラブ

ルへの対処法の実際について学び、母児へのケアの実践に活かしましょう。

※産後ケア実務助産師研修６

3
父親の産後うつ

（教育委員会企画）

西村 明子

（兵庫医療大学）

9/12 (日)

10:30～11:30

(60分）

日程調整中

(60分）

母親だけでなく父親の産後うつについて学びましょう。周産期メンタルヘルス

の近年の動向を理解し、明日からのケアへ活かしていきましょう。 

※産後ケア実務助産師研修９

4
産後うつ～コロナ禍における支援～

（教育委員会企画）

清野 仁美

（兵庫医科大学精神科医師）

9/12 (日)

13:30～15:30

(120分）

日程調整中

(120分）

コロナ禍における妊産婦のメンタルヘルスについて学びましょう。周産期メン

タルヘルスにおける支援のありかたについて知見が得られる研修会です。コロ

ナ禍における妊産婦のメンタルヘルスに対する包括的支援について理解し、明

日からのケアへ活かしていきましょう。 

※産後ケア実務助産師研修９

5

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～

（勤務助産師部会企画）

中井 章人

（日本医科大学・

　日本医科大学多摩永山病院医師）

9/25 (土)

13:30～15:30

(120分）

日程調整中

(90分）

CTGの判読は、臨床において悩むことが多々あります。母子の生命と健康を守

れる助産師であるために、基礎的な知識を踏まえたうえで、中井先生や参加者

同士の事例を用いたディスカッションにより、判読とその根拠が明確になる応

用研修です。

※CLoCMIP®アドバンス助産師申請の必須研修「CTG分娩期の胎児心拍数陣痛

図」

6
母乳育児支援と補完食～小児科医からの提言～

(教育委員会企画）

山口 直人

（川崎市北部地域療育センター・

神奈川県立こども医療センター

小児科医師）

9/26 (日)

13:30～15:30

(120分）

日程調整中

(120分）

IBCLC資格をお持ちの小児科医師に講義して頂きます。体重増加が少ない児の

母乳育児援助の実際や補完食と離乳食の違い、コロナ禍での診療の気づきにつ

いて学び、母児へのケアの実践に活かしましょう。

※産後ケア実務助産師研修６

7

コロナ感染禍での家庭訪問

（産前産後ケア事業部企画）

兵庫県助産師会会員　無料

高田 昌代

（神戸市看護大学）

谷川 裕子

（たけの子助産院）

10/17 (日)

11:00～12:00

(60分）

日程調整中

(60分）

 「新型コロナウイルス感染症流行下における妊婦に対する適切な支援提供体制

構築のための研究」の分担研究者である高田先生から調査結果からみえるコロ

ナと妊産婦への影響を知り、作成された「助産所または母子訪問活動における

COVID-19感染予防策の手引き」にそって訪問時の対策を再認識する機会とし

ます。

※産後ケア実務助産師研修4

8

スキンケアの根拠を考える

～妊娠中からの児のアレルギー疾患予防

　ヘルスリテラシー教育～

（産前産後ケア事業部企画）

兵庫県助産師会会員　無料

山本 貴和子

（国立成育医療研究センター

　小児科医師）

10/17 (日)

13:30～15:00

(90分）

日程調整中

(90分）

あかちゃんのスキンケアは何のためにしているのでしょうか？家庭訪問におけ

る赤ちゃんへの指導内容の重要なポイントとなる、スキンケアとアレルギーの

関係を理解し保健指導に活用しましょう。

※産後ケア実務助産師研修4

9

産後うつに出会った時に助産師ができること

（産前産後ケア事業部企画）

兵庫県会員　無料

相川 祐里

（助産師・臨床心理士）

10/30 (土)

10:30～11:30

(60分）

日程調整中

(60分）

 助産師でもあり公認心理師のお立場から　助産師が産後鬱の方にであった時に

できることについてアドバイスをいただきます。助産師としてのケアが実はう

つの予防となることも発見できる機会にしましょう。

※産後ケア実務助産師研修4


