
令和元年度　宮城県内周産期医療関係研修会等開催予定一覧 R1.7宮城県保健福祉部医療政策課
■年間の研修受講計画の策定に御利用願います。
■現時点での予定を含みますので，開催日時は各問い合わせ先が発出する開催案内等で別途確認してください。

ウェブサイト
主催 救急 麻酔 その他 ＵＲＬ

医師 看護部 医師 看護部 (対象者記載)

1 2019/4/20(土) 助産師会

虐待予防のために助産師がで
きること～虐待行動の背景・
要因・心理と子どもの発達へ
の影響を学ぶ～

内容
１．虐待行動の背景について
２．虐待行動の要因について
３．虐待行動の心理について
４．虐待の子どもへの発達に
ついて
目的：虐待予防のためのケア
が実践できる

日立システムズホール
仙台　エッグホール

一般社団法人　宮城県
助産師会　022-244-
8007

・チラシ
・宮城県助産師会ホー
ムページに掲載

○ ○ ○ ○
行政機関の保健
師・助産師，助
産所の助産師

http://www.midwif
e-miyagi.net/

2 2019/5/25(土) 東北大学病院 J-MELS講習会【J1】

産科救急研修 医師・助産師
向け（今回は東北大学産婦人
科プログラム後期専攻医1年
目の医師向け）

東北大学艮陵会館スキ
ルズラボ

東北大学産科　星合哲
郎　齋藤昌利　022-
717-7251

J-MELSウェブサイトに
掲載

○ ○ ○ ○

東北大学産婦人
科プログラム後
期専攻医1年目の
医師

○

なし（本人の受
講回数によって
はJ-MELSベー
シックコースイ
ンストラクター
取得可能）

http://www.j-
cimels.jp/theme45.

html

3 2019/5/26(日) 東北大学病院 J-MELS講習会【J2】

産科救急の研修 医師・助産
師向け（今回のJ-MELSは東北
大学産婦人科プログラム後期
専攻医1年目の医師向け）

東北大学艮陵会館スキ
ルズラボ

東北大学産科　星合哲
郎　齋藤昌利　022-
717-7251

J-MELSウェブサイトに
掲載

○ ○ ○ ○

東北大学産婦人
科プログラム後
期専攻医1年目の
医師

○ なし
http://www.j-

cimels.jp/theme45.
html

4
2019/6/28(金)
9:30～16:30

看護協会 助産実践の基本　Part1
・助産倫理と助産師活動
・妊娠各期診断とケア

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

新卒助産師（資
格取得後初めて
助産業務に就く
助産師も含む）

○

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/index.html

5
2019/6/29（土）
9：30～13：30

仙台赤十字病
院

新生児蘇生法（NCPR S・スキ
ルアップコース）

高度な新生児蘇生法の技術の
質の維持及び復讐
NCPR A,Bコース認定者

仙台赤十字病院
仙台赤十字病院総務企
画課　022-243-1111

HP掲載及び文書送付 ○ ○ ○ ○ ○ ○
https://www.ncpr.j

p/

6 2019/7/20(土) 助産師会

【性教育講演】正確な知識を
どのように伝えることがより
ベターなのか、子どもたち
へ、子どもたちに関わる人へ

目的：正確な性の知識を学校
現場に効果的に伝えることが
できる。

東京エレクトロンホー
ル仙台　中会議室

一般社団法人　宮城県
助産師会　022-244-
8007

・チラシ
・宮城県助産師会ホー
ムページに掲載

○ ○ ○ ○
行政機関の保健
師・助産師，助
産所の助産師

http://www.midwif
e-miyagi.net/

7 2019/7/21（日）
宮城県立
こども病院

新生児蘇生法講習会（NCPR・
スキルアップコース）

新生児蘇生法技術の復習と更
新

宮城県立こども病院愛
子ホール

応募終了 応募終了 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NCPR A/Bコース
の資格更新

8
2019/7/26（金）
9:30～16:30

看護協会 助産実践の基本　Part2
・母乳育児
・CTGの判定

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

新卒助産師（資
格取得後初めて
助産業務に就く
助産師も含む）

○

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/index.html

9 2019/8/1（木）
宮城県立
こども病院

周産期医療研修会

「周産期から小児期における
遺伝医療の取り組み」
兵庫医科大学病院遺伝子医療
部教授
澤井英明

宮城県立こども病院愛
子ホール

宮城県立こども病院地
域医療連携室

連携病院宛郵送 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10
2019/8/3(土）
9：30～15：30

仙台赤十字病
院

新生児蘇生法（NCPR A・専門
コース）

高度な新生児蘇生法の技術習
得 医師。助産師・看護師・
救命救急士向け

仙台赤十字病院
仙台赤十字病院総務企
画課　022-243-1111

HP掲載及び文書送付 ○ ○ ○ ○ ○ ○
https://www.ncpr.j

p/

11 2019/8/31（土）
宮城県立
こども病院

新生児蘇生法講習会（NCPR・
Aコース）

新生児蘇生法技術の習得
宮城県立こども病院愛
子ホール

事務局
（shusanki@miyagi-
children.or.jp）にお
問い合わせください

○ ○ ○ ○ ○ ○
NCPR Aコースの
資格取得

12 2019/9/1（日）
宮城県立
こども病院

新生児蘇生法講習会（NCPR・
FSコース）

NCPRインストラクターの再教
育

宮城県立こども病院愛
子ホール

日本周産期・新生児医
学会新生児蘇生法事業

○ ○ ○ ○ ○ ○
NCPR Aコースイ
ンストラクター
の資格更新

https://www.ncpr.j
p/

13 2019/9/1（日）
宮城県立
こども病院

新生児蘇生法講習会（NCPR・
スキルアップコース）

新生児蘇生法技術の復習と更
新

宮城県立こども病院愛
子ホール

事務局
（shusanki@miyagi-
children.or.jp）にお
問い合わせください

○ ○ ○ ○ ○ ○
NCPR A/Bコース
の資格更新

県委託等 技能資格関係
番
号

開催日時 研修会等名称
対象範囲

新生児産科内容・目的 開催場所
問い合わせ先

団体名及び連絡先 案内方法
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令和元年度　宮城県内周産期医療関係研修会等開催予定一覧 R1.7宮城県保健福祉部医療政策課
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14
2019/9/10（火）
9:30～16:30

看護協会 助産実践の基本　Part3

・出生直後のフィジカルアセ
スメント
・ハイリスク新生児の特徴と
ケア　等

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

新卒助産師（資
格取得後初めて
助産業務に就く
助産師も含む）

○

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/index.html

15 2019/9/14（土） 産婦人科医会
宮城産婦人科医会第１回メ
ディカルスタッフ研修会

分娩時CTGに関する研修
宮城県医師会館・大手
町ホール

宮城県産婦人科医会 会員医療機関宛郵送 ○
CLoCMiP認証
（アドバンス助
産師資格取得）

16
2019/9/21（土）
9：30～13：30

仙台赤十字病
院

新生児蘇生法（NCPR S・スキ
ルアップコース）

高度な新生児蘇生法の技術の
質の維持及び復讐
NCPR A,Bコース認定者

仙台赤十字病院
仙台赤十字病院総務企
画課　022-243-1111

HP掲載及び文書送付 ○ ○ ○ ○ ○ ○
https://www.ncpr.j

p/

17
2019/10/26（土）
9：30～15：30

仙台赤十字病
院

新生児蘇生法（NCPR A・専門
コース）

高度な新生児蘇生法の技術習
得 医師。助産師・看護師・
救命救急士向け

仙台赤十字病院
仙台赤十字病院総務企
画課　022-243-1111

HP掲載及び文書送付 ○ ○ ○ ○ ○ ○
https://www.ncpr.j

p/

18
2019/10/31（木）
9:30～16:30

看護協会 助産実践の基本　Part4
・分娩各期の救急対応
・助産師に求められる医療安
全

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

新卒助産師（資
格取得後初めて
助産業務に就く
助産師も含む）

○

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/index.html

19 2019/11/2(土) 助産師会
「陣痛促進剤被害と医療倫
理」～薬害・医療事故の再発
防止を求めて～

助産師ラダーCLoCMiP®必須研
修⑧子宮収縮剤の使用と管理

未定
一般社団法人　宮城県
助産師会　022-244-
8007

・チラシ
・宮城県助産師会ホー
ムページに掲載

行政機関・助産
所の助産師

○
http://www.midwif
e-miyagi.net/

20
2019/11/29（金）
9:30～16:30

看護協会 助産実践の基本　Part5

・産褥期の助産診断と異常へ
の対処
・自然の力を引き出す助産技
術

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

新卒助産師（資
格取得後初めて
助産業務に就く
助産師も含む）

○

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/index.html

21
2019/11/30（土）
〜2019/12/1
（日）

東北大学病院 J-MELS講習会【J3】
産科救急の研修 医師・助産
師向け

東北大学艮陵会館スキ
ルズラボ（予定）

東北大学産科　星合哲
郎　齋藤昌利　022-
717-7251

J-MELSウェブサイトに
掲載予定

○ ○ ○ ○ ○

なし（本人の受
講回数によって
はJ-MELSインス
トラクター取得
可能）

http://www.j-
cimels.jp/theme45.

html

22 2019/11/30（土） 東北大学病院 宮城母体救命講演会
母体救命に向けた知識向上目
的

未定
東北大学産科　星合哲
郎　齋藤昌利　022-
717-7251

郵送(メール)にて案内 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ なし

23
2019/11/30 (土）
13:30～16:00

看護協会 産科管理者交流会

講話：産後のメンタルヘルス
情報交換：各施設の周産期医
療の現状について、助産師を
取り巻く問題・課題について

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○ 産科看護管理者

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/special.html

24
未定
（秋以降に１回）

看護協会 母子保健に関する研修
・周産期における虐待への支
援

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○

助産師・保健
師・産科・小児
科領域に勤務す
る看護職

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/special.html

25
2019/12/7（土）
9：30～13：30

仙台赤十字病
院

新生児蘇生法（NCPR S・スキ
ルアップコース）

高度な新生児蘇生法の技術の
質の維持及び復讐
NCPR A,Bコース認定者

仙台赤十字病院
仙台赤十字病院総務企
画課　022-243-1111

HP掲載及び文書送付 ○ ○ ○ ○ ○ ○
https://www.ncpr.j

p/

26
2019/12/22（日） 宮城母性衛生

学会
第40回宮城母性衛生学会 仙台市医師会館

持ち回りにより都度問
い合わせ先変更

HP掲載 ○ ○ ○ 主に助産師 ○ なし

http://www.ob-
gy.med.tohoku.ac.jp

/miyagi-
mh/index.html

27 2020/1/18（土） 東北大学病院 宮城県周産期医療懇話会
産科医師の知識向上のための
講習会

未定（例年は宮城県医
師会館）

東北大学産婦人科医局
秘書室　022-717-7251

東北大学産婦人科同窓
会の先生には郵送で周
知　小児科側はAll-Ped
メールで周知

○ ○ ○ なし

http://www.ob-
gy.med.tohoku.ac.jp

/miyagi-
sm/index.html

28 2020/2/1（土） 産婦人科医会
宮城産婦人科医会第２回メ
ディカルスタッフ研修会

母と子のメンタルヘルスケア
研修会（入門編）

宮城県医師会館・大手
町ホール

宮城県産婦人科医会 会員医療機関宛郵送 ○
CLoCMiP認証
（アドバンス助
産師資格取得）

29 2020/2/15(土） 助産師会 出血の対応に関する研修（仮）

助産師ラダーCLoCMiP®ステッ
プアップ研修１ S01出血時
の対応に関する研修 として
申請中

未定
一般社団法人　宮城県
助産師会　022-244-
8007

・チラシ
・宮城県助産師会ホー
ムページに掲載

行政機関・助産
所の助産師

○
http://www.midwif
e-miyagi.net/

30 2020/2頃予定 看護協会 助産実践能力強化支援研修

助産実践能力習熟段階（クリ
ニカルラダー）レベルⅢ認証
申請の必須研修またはステッ
プアップ研修

宮城県看護協会会館・
看護研修センター

公益社団法人
宮城県看護協会
教育部
022－273－3923

分娩取扱施設に案内送
付、宮城県看護協会
ホームページに掲載

○ ○
助産師・産科・
小児科領域に勤
務する看護職

助産実践能力習熟
段階（クリニカルラ
ダー）レベルⅢ認証
申請要件該当研修
の予定

http://www.miyagi
-

kango.or.jp/educati
on/special.html
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