News Release 取材のお願い
報道関係者各位

公益社団法人 日本看護協会 広報部
2019 年 2 月 12 日

平成30年度 助産師出向全国推進会議・
総合周産期母子医療センター看護管理者合同会議
県看護協会・行政・総合周産期母子医療センター ３者合同の初の会議で連携強化

公益社団法人日本看護協会（会長・福井トシ子、会員 74 万人）は、
「平成 30 年度 助産師出向
全国推進会議・総合周産期母子医療センター看護管理者合同会議」を、2 月 20 日（水）に秋葉
原コンベンションホールで開催します。
厚生労働省の「周産期医療体制のあり方に関する検討会」の取りまとめ（2016 年 12 月）では、
体制整備のために「院内助産の活用、助産師の出向システムの推進等の取り組みが必要である」
と明記されました。本会でもこれまで「助産師出向支援モデル事業」を展開し、厚生労働省の
「助産師出向等支援導入事業」
（医療提供体制推進事業）の開始に寄与するとともに、その普及
に努めてきました。昨年 3 月には「院内助産・助産師外来ガイドライン 2018」
（厚生労働省看護
職員確保対策特別事業）を公表しています。しかしながら、助産師出向の実施県は 23 県（2017
年度）にとどまっているほか、院内助産・助産師外来の開設も、まだ十分とは言えない状況です。
この課題の解決には各都道府県の周産期医療の実情を踏まえた関係者間の連携が重要です。
そのため本会は、都道府県看護協会および行政、総合周産期母子医療センター看護管理者の３
者合同の会議を初めて開催します。開催目的は、①ネットワークの構築および強化 ②助産師出
向支援等導入事業の活用 ③院内助産・助産師外来の開設推進―の３点です。報道関係の皆様に
は、この機会にぜひご取材頂きますようお願い申し上げます。

◆会議概要◆
【日時】２月 20 日（水）10:00～16:30
【参加費】無料 【定員】２00 人
【プログラム】２ページ参照
【主な対象】助産師出向にかかわる、都道府県
行政担当者および都道府県看護協会担当者、
総合周産期母子医療センターの看護部長
または副看護部長・看護師長ほか
【会場】秋葉原コンベンションホール
（千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル２階）
JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩 1 分
http://www.akibahall.jp/data/access.html
＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会 広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/
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＜ プ ロ グ ラ ム ＞

時間
9：55～10：00
（5 分）
10：00～10：10
（10 分）
10：10～10：40
（30 分）

タイトル/内容
オリエンテーション

日本看護協会

開会のあいさつ

日本看護協会 会長

師への期待
講義： 周産期医療における助産師の活躍

（30 分）

～院内助産・助産師外来と助産師出向支援等導
入事業～

（30 分）
11：40～12：10
（30 分）
12：10～12：30
（20 分）
12：30～13：30
（60 分）
13：30～14：30
（60 分）
14：30～14：45
（15 分）
14：45～15：00
（15 分）

健康政策部助産師課
福井 トシ子

講演:我が国における周産期医療体制と助産 厚生労働省 医政局

10：40～11：10

11：10～11：40

講師

地域医療計画課長

鈴木

健彦 氏

厚生労働省 医政局 看護課
課長補佐

後藤 友美 氏

講義：産科医師の働き方改革と院内助産・助 日本産婦人科医会
産師外来の役割
講義：周産期医療体制整備に関する本会の取
り組み

常務理事

中井

章人 氏

日本看護協会 常任理事

井本 寛子

質疑応答
昼食
島根県健康福祉部健康推進課 林 礼子氏

報告：島根県における周産期医療体制の構築 島根県産婦人科医会 会長 岩成 治 氏
島根県看護協会 会長 秦 美恵子 氏

質疑応答
休憩
グループディスカッション
・現状と課題の共有

15：00～16：00
（60 分）

・助産師出向／院内助産・助産師外来等
・課題解決にむけた、都道府県看護協会・行
政・総合周産期母子医療センターの役割の
共有

16：00～16：25
（25 分）
16：25～16：30
(5 分)
16：30

各グループの情報共有
まとめ・あいさつ

日本看護協会 常任理事

閉会

＜リリースのお問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会 広報部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547
FAX：03-5778-8478
E メール koho@nurse.or.jp
ホームページ http://www.nurse.or.jp/
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日本看護協会 広報部 宛
（ＦＡＸ：03‐5778‐8478／Ｅメール：koho@nurse.or.jp）
☆ 2 月 19 日（火）12:00 までにご連絡をお願いします。
「平成 30 年度 助産師出向全国推進会議・
総合周産期母子医療センター看護管理者合同会議」
取材申込
【日時】2 月 20 日（水）10:00～16:30

媒体名

御所属

お名前

TEL

E メール※

撮影有無

□スチールカメラ

台／

□ムービーカメラ

台

□撮影なし
※本会の「記者会見」と「ニュースリリース」は、E メールでもご案内しております。
今後、メールでの連絡をご希望の方は、Ｅメールをご記入ください。
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