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第５８回大阪母性衛生学会学術集会・研修会プログラム 
 

会   長  古山 将康  （大阪市立大学大学院医学研究科 女性生涯医学 教授） 

学術集会長  光田 信明  （地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター副院長/大阪産婦人科医会副会長） 

 

 

【 研修会 】 

日 時： ２０１９年１２月１５日（日） ９：３０～１２：１５ 

場 所： 〒545-8585 大阪市阿倍野区旭町1-4-3 

大阪市立大学医学部 学舎４F 大講義室/中講義室 

テーマ：「妊娠期から母児を守るために私たちができること」 

座 長： 遠藤 誠之 先生（大阪大学医学部 保健学専攻 生命育成看護科学講座 教授） 

演 者：「看護師・助産師指導からはじまる脳性麻痺の予防！ 

常位胎盤早期剥離から母児を守るためにできること」 

金川 武司 先生（大阪母子医療センター 産科副部長）  

     「妊娠期からみた子育て困難と児童虐待の関連性」 

光田 信明 先生（大阪母子医療センター 副院長/大阪産婦人科医会 副会長） 

 

 

◆日本専門医機構共通講習単位 【産婦人科領域】（１単位）/【医療倫理】（１単位）の交付を予定いたしております。 

ご参加の医師各位は「e医学会カード」をご持参ください。 

◆「看護師・助産師指導からはじまる脳性麻痺の予防！常位胎盤早期剥離から母児を守るためにできること」では、 

CLoCMiPレベルⅢ認証講習会【ステップアップ研修：出血時の対応に関する研修(常位胎盤早期剥離)】の受講証明書を発行 

します。証明書発行をご希望の方には、研修会の受付時に助産師免許番号を確認いたします。ご準備の上、ご来場ください。 

◆「妊娠期からみた子育て困難と児童虐待の関連性」の受講証明書は、CLoCMiP更新申請 [ウィメンズヘルスケア（WHC）]区分、 

[助産所管理者]区分、 [教員]区分の「WHC能力（60分）」に使用可能です。証明書発行をご希望の方は、研修会の受付時に 

お申し出ください。 

 

【 学術集会 】 

日 時：２０１９年１２月１５日（日） １３：３５～１６：１０ 

場 所：同上 

参加費：２，０００円（学生１，０００円） 

※本年度大阪母性衛生学会に未入会の方は、年会費１，０００円（学生５００円）を別途お申し受けます。 

 

◆日産婦学会単位（１０点）・日本専門医機構の学術集会参加単位（２単位）の交付を予定いたしております。 

ご参加の医師各位は「e医学会カード」をご持参ください。 

◆「学術集会参加証明書」は吊り下げ名札に加えています。CLoCMiPレベルⅢ認証申請等にご活用下さい。 

◆「領収書（参加費・年会費）」は吊り下げ名札に加えています。 

 

後援：大阪産婦人科医会/大阪府看護協会/大阪府助産師会/OGCS看護師・助産師会 
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学術集会プログラム 

学術集会長：光田 信明 （地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター副院長/大阪産婦人科医会副会長） 

 

※○が発表者 

 

第１群 【５題】 １３：４５ ～ １４：２５ 

座長 髙宮 勝子 （医療法人警和会 大阪警察病院 看護師長） 

 

1.  周産期の喪失を経験した母親への退院時の支援に関する産科病棟スタッフの認識度調査 

○平井 鈴香，上道 有紗 

（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター） 

 

2.  産後2週間健診における助産師の関わり ～育児経験のある助産師の対応に焦点を当てて～ 

○溝辺 由美，和田 仁見，寺川 梓 

（公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院） 

 

3.  医療従事者に向けた LGBT 研修会に参加した助産師の意識 －事後アンケート自由記述より示された現状と

課題－ 

○津田 育久子 1），藤田 圭以子 2)，田中 成子 3) 

（津田助産院 1），糸氏医院 2)，たなかや助産院 3)） 

 

4.  当院における看護部内研修会の導入と発展 

○平野 絢子，藤尾 有梨沙，金  英仙，徳永 明美，越智 博 

（医療法人竹村医学研究会（財団） 小阪産病院） 

 

5.  当院のMFICU・産科で二交代制勤務に従事する看護師・助産師の睡眠と疲労感の関連 

○渡邊 瑞子，大坪 広美，千葉 貴子 

（社会福祉法人石井記念愛染園 附属愛染橋病院） 

 

 

第２群 【５題】 １４：３５ ～ １５：１５ 

座長 保元 明子 （一般社団法人大阪府助産師会 会長） 

 

6.  妊娠各期の疼痛の変化と体操教室受講者の実態 

○戸嶋 夏希，涌嶋 嘉子 

（社会医療法人愛仁会 千船病院 看護部 産科病棟） 
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7.  夫婦共に脊髄損傷を患った患者・家族への育児支援 －妊娠期から継続して関わった事例－ 

○兼田 菜青 1），足立 麻衣 1），金原 光咲 1），英 都貴子 1），村山 結美 2) 

（大阪医科大学附属病院 看護部 1)，大阪医科大学  産婦人科教室 2)） 

 

8.  歯周病と早産の関係、および歯科受診行動に対する妊婦の認識 

○土室 智美 1），伊藤 有希乃 1），鴻原 紀子 1），尾形 優妃 1），豊田 萌 1），山本 真結子 1），尾崎 孝子 2)，

屋敷 久美 2) 

（聖バルナバ助産師学院101回生 1），聖バルナバ助産師学院教員 2)） 

 

9.  出産に関する満足度の産婦と助産師間での相乗効果 

○安栖 千裕，木内 美菜子，勝藤 久美子，上野 宏美，江口 美智子，谷口 武  

（医療法人定生会 谷口病院） 

 

10. 大阪母子医療センターで行う「産後ケア入院」の実際 

○種池 夏子 1），甲斐 紀子 1），難波 和恵 1），椿野 幸美 1），和田 聡子 1），西野 淳子 1），宮川 祐三子 1）， 

光田 信明 2）  

（地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター看護部 1），大阪母子医療センター産科 2)） 

 

 

第３群 【５題】 １５：２５ ～ １６：０５ 

座長：中嶋 有加里 （大阪府立大学大学院看護学研究科 母性看護学・助産学分野 准教授） 

 

11. 妊娠期から産褥期における父性（父親としての自覚）促進因子について 

○森島 愛弓 1），岩塚 仁美 1），上野 純奈 1），香原 由美子 1），小島 久海子 1），津田 朋子 1），屋敷 久美 2) 

（聖バルナバ助産師学院101回生 1），聖バルナバ助産師学院教員 2)） 

 

12. 出生早期の新生児低血糖症例を経験して 

○土居 暁，西 秋津，今井 明子，谷口 武 

（医療法人定生会 谷口病院） 

 

13. 高校生の妊孕性および性と生殖についての知識の現状 

○松岡 早紀子 1），前田 結衣 1），西 美奈子 1），張本 実沙 1），松本 香乃 1），幸 野々花 1），吉村 法子 2)， 

屋敷 久美 2) 

（聖バルナバ助産師学院101回生 1），聖バルナバ助産師学院教員 2)） 

 

14. 学生のアセスメント力を向上させるための母性看護学実習記録改良の試み 

○上山 直美，前田 圭子，堀 陽子 

（宝塚大学看護学部 生育看護学講座 母性看護学分野） 

 

１５.  「実習指導者と協働した助産診断技術学（妊産褥婦・新生児）の演習の教育方法」 

○橋本 恭子，武田 麻美，野間 裕子，伊藤 多恵子，増本 綾子 

（愛仁会看護助産専門学校 助産教育部） 
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Time Schedule 
 

 
時 間 会 場 （大阪市立大学医学部 学舎4階大講義室） 

研修会 

９：２５ ～  ９：３０ オリエンテーション 

９：３０ ～  ９：３５ 会長挨拶 古山将康先生 

９：３５ ～ １１：０５ 研修会① 金川武司先生 

１１：０５ ～ １１：１５ 休憩 （１０分間） 

１１：１５ ～ １２：１５ 研修会② 光田信明先生 

昼休憩 １２：１５ ～ １３：３５ 昼休憩 （８０分間） 

学術集会 

１３：３５ ～ １３：４０ 学術集会長挨拶 光田信明先生 

１３：４０ ～ １３：４５ オリエンテーション 

１３：４５ ～ １４：２５ 第１群 【５題】 

１４：２５ ～ １４：３５ 休憩 （１０分間） 

１４：３５ ～ １５：１５ 第２群 【５題】 

１５：１５ ～ １５：２５ 休憩 （１０分間） 

１５：２５ ～ １６：０５ 第３群 【５題】 

１６：０５ ～ １６：１０ 閉会挨拶 

 

企 業 展 示 

アメジスト大衛株式会社   株式会社明治 

株式会社エムシーピー   メデラ株式会社 

公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会 

（順不同） 


