
2020年 1月 28日 現在

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おりま

す。近年、自信を持つて妊娠から子育てまで、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。そこで将来開

業を志す助産師のための教育カリキユラムをつくり、地域で活躍できる助産師の育成を支援する事といたしました。

是非、お誘い合わせのうえご参加くださいますようご案内申し上げます。

2020年度研修スケジユールおよび内容

第2回
ネ1 第3回・

1 第4回・2

2019年 12月 1日 (日 )

10:00～ 11:00/13100～ 14:00

場所 :Gネット滋賀・婦大会館

2320年 1月 18日 (土)

10:00～ 16:00

場所 :ぐるりの家

2月 15日 (土 )

10:00～ 16:00

場所 :ぐるりの家 判釉IJ
■Gネットフエスタ

2019いいお産の日in滋賀

『キセキ。ずつと。ぎゆつと―ママた

ちを地域で支える助産師―』

【午前】1部/10:00～ 11:00

場所 :婦人会館 (同敷地)

。お産&子育を支える会25周年

1 活動報告DVD上映

『助産所経営と管理①』

【午前110:00～ 12:30

t・開業助産師としての理念

講師 1:田島 患子 氏

めぐみ助産院 院長

【午後】13:30～ 16:00

。開業届けと嘱託医契約

。開業の準備と原則

・包括的指示書

・産科医療保障制度等

講師2:堀尾 満代 氏

うたな助産所 所長

■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』

【午前1 10:00～12:30

。妊娠期～分娩期事夕1

【事例提供】お産&子育て

■『母乳育児支援から

子育て支援へ1』

【午後】13:30～ 16:00

・びわこおうぱい塾

■開業助産師の夏髄

『助産ケアを探求しよう』

【午前】10:00～ 12:00

「妊娠期からの関わり]

講師41赤塚 庸子 氏

ゆりかご助産院 院長

一般社団法人岐阜県助産師会 助産所部会長

【午 後 】 13:30～ 15130

「胎児と新生児め成長発達を促す助産ケア」

講師5:田口 員弓 氏

もりあね助産院 院長

公益社団法人日本助産師会 副会長

主催 :お産&子育てを支える会

共催:ルネサンスの会
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第二由■ 第6回 第7回

6月 20日 (土 )

10:00～ 16100

場所 :ぐるりの家

8月 1日 (土)

10:00～ 16:00

場所 :ぐるりの家

10月 18日 (日 )

10:00～ 16:00

場所 :ぐるりの家 覇鶴J
口事例から学ぶ②

『こんなとき開業助産ETは どう

する?:一助産師の判断と対応』

【午前】10:00～ 12,30

・妊娠期～分娩期事例

・産後事例

【事例提供者】お産&子育て

■『母亭L育児支援から

子育て支援べ2』

【午後】13:30～ 16100

。母乳育児支援の原則

。事例検討/分娩前後フォローアツフ
゜

講師6:渡邊 美也子 氏

ママ8ご ヒ
゛
Ⅲ目談室ク

゛
ラシアス室長

『助産所経営と管理②』

【午前】10:00～ 12130

・助産所経営と経理

講師ア:久村 和江 氏

久村税理士事務所所長/税理士

■『妊産婦のメンタリレと

産後ケア』

【寺当農】13:30～ 16:00

。社会的八イリスク事伊l

。社会資源の活用と多職種連携

講師8:山中 美穂子 氏

まごころ助産所

■『地域における継続ケアと

医療機関との連携』

【午前】10:00～ 12:30

。新生児科医師の立場から

退院後の新生児への対応

講師9:橋本和廣 氏

はしもと赤ちやんキッス
゛
クリニック

院長/小児科医師

【午後】13:30～ 16:00

,産科医師の立場から

ノヽイリスク妊産婦の連携

講師10:産科医師

(交渉中)

■『果まろう :潮鷹僣甲

The Worid Needs MidWiVes

Now MOre Than Ever』

【4=i詢】10:00～ 12:00

。女性から学ぶ継続ケア

ゲスト招聘 (交渉中)'
【午後】12100～

懇親会・持ち寄リパーテイー

14:30～ 15:40

■開業助産師として

来研修内容は、都合により微調整あろいは一日曖 史丁る場資pめりま 9o

*2後援:滋賀医科大学臨床看護学講座母性看護学・助産学、滋賀県立大学人間看護学部、聖泉大学別科助産専攻



■研修費のご案内

1日参加 :第 1回         ⇒

第2回～第7回    ⇒ ¥6′ 000/回   学生。一般¥1′ 500/回

第8回 (懇親会参加費)⇒ 一律¥500    学生。一般 無料

第2回～フ回 全6日参加 (事前申込)¥30′ 000     学生 ¥7′ 500

⇒ 無料

■対象 :①オ専来開業の志しをもつている助産師、②分娩取り扱い開業に関心がある動産師ヽ③助産師をめざす方

(←その他の方はご相談ください。)

※資料の準備等の都合上できるだけ各回とも1週間前までにお申し込みください。

※研修参加は会場の都合上20名程度とします。人数がオーバ∵した場合のみ抽選の上ご連絡いたします。

※研修参加費は当日受付でお支払いください。昼食は第8回研修会以外、各自ご用意ください。

■修了書授与 :全6日階出席の方には、2020年 12月 12日 (土)に修了証書を発行いたします。

■研修会場

1,ぐるりの家/〒 527-0023 東近江市八日市緑町17… 5

2,滋賀県立男女共同参画センター G‐NETしが/〒 523-0891 近江八幡市鷹飼町80-4

3.滋賀県婦人会館/センターの北隣 (同敷地内)

■研修会の申し込み・
F・lい合わせ先

お産 &子育てを支える会 :窓口 吉村真弓 (よ しむら動産所 )

shigamw@gmall.Com(E― mall)/090-3718-2341(携 帯)

申し込みQRコード→

①氏名。②研修希望日・③連絡先 (電話番号・E― mail)を上記のメールアドレス宛てにご連絡ください。

※託児についてはお問い合わせください。

主催 :お産&子育てを支える会 (滋賀)/https:〃ameblo.jp/shigamw

後援 :認定NPO法人まちづくリネット東近江

椰r奮‐|∫■‐

溝 I洋 一一一一一一一一
〓
ず

■実践研修 (←オプション :シヤードーウィング)

全国 (第2～フ回 修生はt開業動産師が担当す 見学・サポー ト研修をお受けいただくこ

とがです.本|す。ご希華の方は積極的にお申し出いただけぅと幸いです。本研修は継続ケアの醍Ell味を学ぶ薇修企

目「甚:遍輩よ                         F璽啓曇風選彗懲釈進馨軍菫轟基票唇霧
: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致し|ま
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申し込みは上記QRコ■ドよりヽ ①氏名。②連絡先 (電話番号。圧―mall)。 ③動産師としての経験年数。0簡単な履
:志望理由l⑤その他 |(ご希望等)をご連絡ください:


