
お産&子 育てを支える会主催研修会 2021年 3月15日現在

地域で母子に寄り添う継続ケアの醍醐味 Part2

※本事業は休眠預金を活用した民間公益活動(2019年 度採択事業)です

日頃は、地域の皆様・専門職の皆様の温かいご支援・ご協力ありがとうございます。お産 &子 育てを支

える会は、妊娠・出産・子育て中の方々やそのご家族に寄り添い、人権を尊重し、自然な出産・母乳育児な

どの支援を展開しています。近年自信を持って、妊娠から出産・子育てまで、継続したケアを提供できる

助産師が少なくなつています。そこで昨年に弓|き続き、将来地域で継続ケアの実践者を志す助産師のた

めに情報や研修の場を提供し、地域で活躍できる助産師の育成を支援いたします。共に学びましょう。

また、2021年 1月1日には、休眠預金等活用法に基づく資金分配団体である信頼資本財団の 「脱 ・孤立

のための助成金」を利用して共同助産所を開設いたしました。是非、皆様の研修の場としてご活用いた

だければ幸いに存じます。では、皆様お誘い合わせの上ご参カロくださいますようご案内申し上げます。

■対象 i①将来地域での継続ケアに関心をもつている助産師、②助産師をめざす方、③その他

(その他の方はご相談ください。)

■修了書授与 :全4回階出席の方には、修了証書を発行いたします。

2021年 度研修スケジュールおよび内容

第1回 第2回 第3回 第4回

2021年 6月 5日 (土)

13:30～16:00

Z o o r n開催

フ月10日 (土)

10:00～ 16:00

会場 iお産子の家

9月 11日 (土)

10:00～16:00

余場:お産子の家

午前研修会の

テーマ変更 !

【午前】10!00～12130

■ 『妊産婦さんが産みたいスタ

イルで産める分娩介助法』
・・ベデラン助産師が明日から使

える介助のコツを伝授します

。分娩介助のDVD見 ます。

・実際の介助法を体験します。

講師3!齊 藤 智孝 氏

共同助産所お産子の家 代表

【年後】13i30～16i00

■ 『母乳育児支援から子育て

支援へ』

・びわこおっぱい塾

・母乳育児支援の原貝」

・事例検討/分 娩前後フォローアッフ
°

講師4i荒 川 育美 氏

あらかわ助産院 院長

11月 14日 (日)

10:00～ 16i00

会場 :お産子の家

【午後】13i30～16i00

■共同助産所お産子の家

開設記念講演会

「母子健康センター事業」58

年の栄枯盛表を通して

講師 1:中 山まき子 氏

同志社女子大学 特任教授

<著 書>

『身体をめぐる政策と個人

一母子健康センター事業の

研究―』

※この国の研修会は広く一
般の

方へも公開するZoom開 催で

す。参加費は、裏面の 「研修費

の案内」第1回Zoom開 催を参

照の上、参加費をお振込みくだ

さい。

【午前】10:00～12130

■ 『助産所経営と管理』

共同助産所を開設しよう !

・経緯 ・開業の準備と原貝」

・嘱託医契約と開業届

・保険の加入 1賠償責任保険

産科医療保障制度等

・開設までの実際

・Poi碇健診、包括的指示書

講師 2:齊 藤智孝 氏

共同助産所お産子の家 代表

【午後】13:30～16i00

■事例から学ぶ①

『こんなとき開業助産師はどう

する?|一助産師の判断と対応』

・妊娠～分娩～産褥期事例

【事例提供】

お産&子 育てを支える会

【午前】10i00～12:30

■ 『地域における継続ケアと

医療機関との連携』

・新生児科医師の立場から

退院後の新生児乳児への対応

講師5:橋 本和康 氏

はしもと赤ちゃんキッだクリニック

院長/小 児科医師

【年後】13i30～16i00

■ 『妊産婦のメンタルと

産後ケア』

・社会的ノ(イリスク事例

・社会資源の活用と多職種連携

講師6i山 中 美穂子 氏

野村産婦人科

まごころ助産院 管理者



■研修費のご案内

助産師・専門職   一 般       学 生
。第1回 i Zoorln開イ怪      ⇒ ¥2′000        ¥2′ 000         ¥1′ ooo
。第2回～第4回 i助産所開催 ⇒ ¥6′000/1日    ¥3′ 000/1日    ¥1′ 500/1日

¥3′000/半 日  ¥1′ 500/半 日  ¥1′ 500/半 日
・オプション i実践研修   ⇒  随 時ご相談ください。

なお、コロナの影響により第2回～第4回がZoorln開催、あるいは中止となることがあります。
Z00rYl開催となつた場合は第1回と同じ料金、料金を振り込んだ後に中止となつた場合は返金致します。

■研修会の申し込み/お 支払方法/お 問い合わせ先

各回とも (準備の都合上)な るべく5日前までにE―Mailでお申し込みください (返信あり)。

件名は 【第 (数字)研 修会】参加申し込み、とする。

第1回は、参加費を先にお振込みください。申し込み確認後、参加費の振込先 (口座)を お知らせします。

振り込みが確認できましたら、Zoornの URL・ID・パスコー ドを送信します。

第2～4回 は、助産所に来所頂いたときに直接お支払いくださぃ。z00rn開 催に替えた場合はメールでお知
らせします。第1回と同じ要領で参カロ費の振り込み後、Zoomの URL・ID・パスコー ドをEttrlnailへお送りしま

す。

・メール申し込み先i OSanko2020④ grlnail口corln(E―rnail)

①氏名′②ご
｀
所属、③研修希望日 (申し込みの際には、1日参カロか、半―

参カロか、お知らせください。)′
④連絡先 (E―mail、電話番号)を 上記のメールア ドレス宛てに送信ください。

※参加者のご都合で欠席された場合、一里お振り込みいただいた参加費は原則返金できません。
・問い合わせ先 :お産 &子 育てを支える会 事 務局 金 森京子 (うみのこ助産院)

※1日ご参加の方は昼食は各自ご用意ください。

■研修会場:① Z oorn特設ルーム、②共同助産所お産子の家/〒527-0023 東近江市八日市緑町17-5

主催 :お産8t子育てを支える会 (滋賀)/共 同助産所お産子の家 httpsi〃www.osanko,cOrn/

後援 :公益財団法人信頼資本財団/公 益財団法人東近江三方よし基金/NPO法 人まちづくリネット東近江

【
休 眠 預 金 を活 用 した事 業 で す

■実践研修 (←オプション iシャードーウィング)

参加者のご希望により、開業助産師が担当する継続事例のケア見学・サポー ト研修をお受けいただくことが
できます。ご希望の方は積極的にお申し込みください。

・
本研修は継続ケアの醍醐味を学ぶ研修企画です。是

非、ひとりの妊産婦に対する同一助産師の整続ケア (妊娠期の健診から、分娩期、産後ケア、家庭訪間、産後
健診まで)を 、一連の流れとして研修される事をお薦めします。全国参加できない場合はご相談に応じます。
実践研修の開始時期は、対象者様とご家族の承諾を得たうえで調整します。

申し込みは上記メールアドレスより、①氏名・②連絡先 (電話番号・E―rnail)・③助産師としての経験年数・

④簡単な履歴・⑤志望理由・⑥その他 (ご希望等)を ご連絡ください。

なお、個人情報の保護は厳守いたします。研修目的以外に利用することはござぃません。
お産子育てを支える会が展開している事業への参カロや見学等は、随時受け付けております。

雛い に/」hれ

社会を変える

(み九ノなのカ


