奈良県助産師会
2016 年度事業計画

結果

2017 年度事業計画

１）助産師として以下の必須研修を毎年必ず

１）個人情報と人権の研修会２回実施

１）個人情報保護と人権の尊重を守ることができる。

受講する

保健指導部３３名参加

２） 個人情報保護と人権

助産所部会１２名参加

全会員が必ず受講できるように研修会を開催する

勤務部会５名参加

２）組織強化と会員同士の連携・協同の必要性

１．組織強化と組織関連強化
２．自分の所属する部会組織の力量

＃ 役員・理事の意識を高め、その責任を自覚する。
理事会の意味を考えて行動する。

２）会員の意識向上、連携、共同の必要性は認識で

１．組織強化と組織関連強化

きる。特別な活動は実施していない。

２．部会活動及び交流、連携

＃ 役員・理事の意識を高め、その責任を自覚する。 １．組織強化
理事会の意味を考えて行動する。

２）組織強化と会員同士の連携・協同の必要性

３．会員と利用者に向けてホームページの充実を図る

２．部会組織の力量 保健指導部会の出席率上昇
部会員の主体性と会員としての認識評価
３．ブロバイダー変更、ＰＣ先生と担当者で

４．地域・行政等の連携を図る
５．会員福利厚生として図書書籍の充実を図る。
６．会員福利厚生として医療功労知事賞を復活する。

３．ホームページの充実を図る

調整中。必要とする部会のメール作成希望を募

３）組織強化促進

４．地域・行政等の連絡

り試験的に実施中。

１．会員増を目指し、目標会員 170 名とする。

３）組織強化促進

４．地域：行政へのかかわりは従来通り

魅力ある会の活動を展開できるよう会員の力を合わ

３）組織強化促進

せて前進する。

１．会員の退会を阻止できるような本会活動の魅力 １．会員の退会を阻止するための魅力ある活動はな
を示す
目標１８０名
助産師学校卒業で奈良県就職者の入会促進
２．潜在助産師対策
個人情報保護に注意しながら情報収集
３．勤務助産師にメリットのある事業企画（有料）

かった。

会員は１６１名

学生会員１名（日本助産師会）
卒業後入会１名
２．潜在助産師対策
３．勤務部会交流会に新入会員参加があった。

２．潜在助産師対策
個人情報保護に努めながら人脈作戦で入会者増
に努力する
３．勤務助産師会部会員の交流や研修を行い、助産師会活
動の満足感を高めることができる。
４．賛助会員の入会依頼と手続きを行う

勤務助産師にメリットのある事業計画は実地せず
４）行政・産婦人科医会等との連携を図る

４）行政・産婦人科医会等との連携を図る

４）行政・産婦人科医会等との連携を図る

１．市町村委託事業の充実

１．市町村委託事業の充実

各市町村の委託訪問連絡会議に委託訪問係（役員
等）などが出席し、理事会に報告する

例年通り実施した

１．市町村委託事業の充実
各市町村の委託訪問連絡会議に委託訪問係（役員等）な
どが出席し、理事会に報告する

他部門における新規委託事業の開拓
２．行政の各会議への参加
・外部委員会委員の把握
・外部の会議の報告（理事会への）

２．行政の各会議への参加あり

２．行政の各会議への参加

外部委員会委員の把握が出来た

・外部委員会委員の把握

外部の会議の理事会への報告は完全ではない

・外部会議の報告（理事会への）

３．県立医大症例検討会 会員参加

３．県立医大などの研修会への参加

３．県立医大などの研修会への参加

４．実施できず。

４．県・市町村の防災会議への参加を試みる

４．県・市町村の防災会議への参加を試みる

５．大和郡山市との交流はできなかった

・災害時の連携のためにも日頃から連携をもつ
５．大和郡山市との交流連携を図る
・事務局所在地の大和郡山市との連携を図る
大和郡山市の防災会議など

大和郡山市の防災会議には関連なし
大和郡山保健センター健康フエスタに参加
妊産婦の災害予防コーナー（３３名）
子育て支援センターＰＲ

大和郡山市のイベントへの参加など 会として

・災害時の連携のためにも日頃から連携をもつ
５．大和郡山市との交流連携を図る
・事務局所在地の大和郡山市との連携を図る
大和郡山市の防災会議など
大和郡山市のイベントへの参加など
加を見直す。

の参加を見直す。

・子育て支援センターのＰＲ

・子育て支援センターのＰＲ

５）子育て女性健康支援センター事業
曜日変更（月水金）

５）子育て女性健康支援センター事業

５）子育て女性健康支援センター事業

積極的な広報活動

曜日変更の評価を検討する

全体的な電話数が減少

担当結果を記録内容から分析研究する

積極的な広報活動

保健所、保健センターの協力を得て広報

担当者研修強化

担当結果を記録内容から分析研究する

事例検討会の実施

担当者研修強化

担当者研修として研修会実施

担当者と寄付者の一体化運営

寄付は減少傾向

６）個人情報保護に関する規約の作成

６）個人情報保護に関する規約の作成

６）実施できていない

７）２０１６年事業

７）２０１６年事業

７）２０１６事業

１．国際助産師の日イベント

１．国際助産師の日イベント

１．国際助産師の日イベント

妊産婦や家族との交流会として

準備不十分で実施できず

秋の良い夫婦の日に実施 妊産婦や家族の参加

＊ＮＰＯあすか「いいお産の日」に協賛

２．医療安全強化年として

２．医療安全強化年として

医療安全研修会企画
安全マネージャーの設置

医療安全研修会企画・・実施できず
安全マネージャー未設置

妊産婦や家族との交流会として
秋の良い夫婦の日に実施
妊産婦や家族の参加
２．医療安全強化年として
医療安全研修会企画
安全マネージャーの設置

会としての参

３．医療事故調査委員会

３．特に進展はなし

３．医療事故調査委員会
研修会参加による知識の向上

８）運営資金の調達

８）大和高田市の性教育事業のみ獲得

事業部助成金事業獲得 性教育事業

８）運営資金の調達
地域包括事業 事業部助成金事業獲得

９）９０周年記念誌編纂継続活動
９）９０周年記念誌編纂継続活動

特別委員会『あゆみ』編纂委員会 続行中

９）９０周年記念誌編纂継続活動

特別委員会『あゆみ』編纂委員会

特別委員会『あゆみ』編纂委員会

平成３１年の創立 90 周年を目標に作成する

平成３１年の創立 90 周年を目標に作成する

リーダー1 名とメンバー（ ）名で活動

リーダー1 名とメンバー数名で活動
１０）会議未

１０）９０周年記念式典計画委員会

１０）９０周年記念式典計画委員会

（平成３１年新規事業）

（平成３１年新規事業）

委員会の結成

委員会の結成

計画案作成
１１）継続

計画案作成

１１）委員会・係の業務マニュアル作成

１１）委員会・係の業務マニュアル作成
１２)近畿地区研修会実行委員会
（平成３１年新規事業）
委員会の結成

計画案作成

助産所部会
2016 年事業計画

結果

2017 年度事業計画

１）必須研修（個人情報保護と人権）を年

１）個人情報に関しては、全員受講スミ

１） 2017 年度の目標

に 1 回必ず受講する

２）奈良県総合医療センター及び医大の症例検討会

① 助産院でのアクシデント再発防止；安全性の向上・情報

２）奈良県総合医療センター、奈良県立医

（4/14、7/28、10/6、1/12 毎回 3～10 人参加）に

大の症例検討会に積極的に参加し、各

はできるだけ参加し、資質の向上に努め、緊急搬送

② 的確な判断に基づいたスムーズな転院・救急搬送を行う

自資質の向上を図り、情報交換を密に

がスムーズに行えるように協力してもらった

③ 医療連携のパイプラインを強固にしていく

し、緊急搬送がスムーズに行なわれる

３）新生児蘇生の研修会（10/13）を開催した。受講者

努力を継続する。
３）助産所部会として研修会を開催し、他
部会員への参加も呼びかけ情報交換をす
る。
４）近隣病院で緊急搬送を受けてもらえる

数 14 名
４）緊急搬送に関しての近隣病院への働きかけはでき
なかった
５）事例検討会（奇数月、6 回/年）を行い、情報を共有
し再発防止に努めた

よう働きかけを継続的に行う。

６）部会の交流会はできた

５）情報を共有するため事例検討会を行い

７）県下における産褥ケアは各助産所と市町村の契約

再発防止に努める。
６）部会の交流会を開催する。
７）産褥ケアー事業については、

とすることにした
８）医療事故調査委員会は設置＝安全対策との協同と
した

交換

④ 母子の幸せにつながる地域拠点であるための研鑽を続け
る
２） 奇数月（年 6 回）に部会を開催する
３） 必修研修への参加
① 医療事故調査制度研修会
② 個人情報保護と人権
４） 奈良県総合医療センター及び奈良医大と連携を緊密にす
るために、症例検討会への参加
５） 部会での事例検討を行い情報を共有する
（新生児搬送に関しては奈良県総合医療センターNICU
の DR に依頼する）

他都道県の情報収集、県下のニーズの把握

６） 新生児蘇生のスキルアップ演習を定期的に実施する

分析、実施上での問題点を整理しつつ、各

７） 奈良県助産所部会としてのカルテを作成し統一性を図る

助産所の所在市町村と情報交換に努める。

８）質の高い産褥ケアの提供ができるよう、ケアを標準化する

８）医療事故調査委員会を設置する。
構成メンバーは役員から 1 名、専任委員（助
産所部会長）1 名、三部会長、安全対策委
員長とし、医療事故調査制度についての認
識と、医療事故再発防止による医療安全確
保にむけて活動する。

保健指導部会
2016 度事業計画

結果

2017 年度事業計画

＜助産師として＞

<助産師として>

＜助産師として＞

１）毎年必ず必須研修を受ける

１）テーマ「個人情報保護制度のあらましと人権」

必須研修：個人情報管理と人権
＜組織強化＞

7 月 30 日 23 名

9 月 24 日 10 名

計 33 名参加

未受講者 22 名はＤＶＤ視聴で研修予定

１）毎年必ず必須研修を受ける
①必須研修：個人情報保護と人権
②本年度の具体的目標を守る。

２)保健指導部会の組織の充実と補強を図る。

<組織強化>

・訪問での保健指導の際、対象者の人権を守る。

①部会集会の定例開催―偶数月第 1 月曜日

２）組織について強化を部会集会などで検討中

トラブルを起こさない。

・会員からの議題募集、議事案、議事録の公開

①偶数月第 1 月曜日に 6 回／年開催することができた。

・出席者には会員証（県）に出席スタンプを押し部会員 ・議題の募集や議事案・議事録の配信はメーリングを使

＜組織強化＞

として年 2 回以上の参加を必須とする。

２)保健指導部会の組織の充実と補強を図る。

い出来た。その都度、議事録をＨＰに掲載。
・会員証に出席印を押し、年 2 回以上の参加を必須とす

②メーリングを活用した情報提供と意見交換の実施

ることで毎回１９～２５名と参加者が増えた。
② 情報の共有、アンケートや調査研修案内などはメー

③潜在助産師の発掘と会員の確保
・組織強化委員と協力し、復職支援研修会・看護職合同
職説明会に活動紹介や助産師会への入会を勧誘する。
④保健指導部会規約の部会員への徹底を啓蒙する。

リングを活用し実施する事ができた。
③ ・新入会員を訪問指導員として配置する事が出来
た。が・・活動を辞める会員おり、不足状態には変
わり無い状態である。
④委託訪問契約している市町村会議には参加し、会や指
導員への要望、活動への課題が明確になった。
・部会集会では連絡事項の他、保健指導部会員に必要な
学習や意見交換も実施できた。
⑤・安否確認訓練も前回よりもスムーズに出来た。

①部会集会の定例開催・・偶数月第 1 月曜日
・議題の募集、議事案、議事録の公開
・部会員として年 2 回以上の参加を必須が守れて
いない会員への呼びかけ
・部会集会の中で市町村単位の訪問担当者会議を
持ち連携を深める。
② メーリングでの情報提供と意見交換の実
施する
③潜在助産師の発掘と会員の確保
・組織強化委員と協力し、復職支援研修会・看護
職合同職説明会に活動紹介や助産師会への入会
を勧誘する。ＨＰでも募集をアピールする。

⑤北和・中南和地区別の連絡網を機能させる。

・部会員の入退会の際、連絡網は速やかに修正できた。 ・看護学校に呼びかけ、新人助産師を確保する。

・災害時に速やかな安否確認が可能になる。

・リーダーの役割の確認が必要な会員もいた。

・部会員の入退会等の際には連絡網を修正する。

④北和・中南和地区別の連絡網を機能させる。
・災害時に速やかな安否確認が可能になる。
・部会員の入退会等の際には連絡網を修正する。
・緊急連絡網のリーダーの役割を再認識。

＜自己分析と評価の明確化＞

<自己分析と評価の明確化>

＜自己分析と評価の明確化＞

１）地域母子保健活動に貢献できるための保健指導部会 ・自己評価表は、については、検討中である。

３）地域母子保健活動に貢献できるための保健指

会員としての質向上を目指す

導部会会員としての質向上を目指す

①日々の保健指導活動の内容を明確にし、自己評価でき

①保健指導部員訪問技術と意識の統一

るよう評価表の作成を実施する。

保健指導訪問のガイドラインの作成

② 自己評価により知識・技術・倫理など認識できる。

② 日々の保健指導活動の内容を明確にし、自己評

③評価表に基づき自己の課題が明確にできる。
＜研鑽研修計画＞

価できるよう評価表の作成を実施する。
<研鑽研修計画>

３）地域母子活動に有用な研修及び研鑽目標が明確にす ・母子訪問員は、年 2 回の研修会への参加出来た。
ることができる。

③ 自己評価により知識・技術・倫理など認識でき
る。
④ 評価表に基づき自己の課題が明確にできる。

① 母子訪問など保健指導事業に安全及び確実な状況
で参加できるために、年間 2 回の研修会参加を必須 ・周産期の心の支援をテーマとし、心理学の立場から産

＜研鑽研修計画＞

とする。

４）地域母子活動に有用な研修及び研鑽目標が明

後の関わり方を学んだ。

② 保健指導活動に有用な内容の研修内容を提案、計画 ・近畿地区研修会、部会集会への参加を促し例年より参
する。

確にすることができる。

加者は多かったものの全体としはやはり少なかった。 ①母子訪問など保健指導事業に安全及び確実な状
況で参加できるために、年間 2 回の研修会参加を

③ 本部、近畿地区研修会、本部部会集会への参加によ
り新しい情報と他府県の会員との交流を経験する。

必須とする。
②保健指導活動に有用な内容の研修内容を提案、

＜安全管理＞

<安全管理>

計画する。

４）安全管理及び対策の充実のための体制の徹底を図 ・アクシデント事例の発生があり、安全対策委員と共同

③本部、近畿地区研修会、本部部会集会への参加

る。

で検討会と予防、今後への学びなど会員全体のものにす

により新しい情報と他府県の会員との交流を経験

①報告体制の明確化

る方法を実施はじめた。が今後も検討が必要である。

する。

・報告：事故事案・ヒヤリハット（インシデント・アク ・ヒヤリハット事例の報告は速やかとなったが、報告用
シデント）・未然に防げた事案（GoodJob）状況に応じ 紙の提出方法が、FAX からメールを使用することを検

＜安全管理＞

て口頭、メールで報告する。部会長、副部会長、安全対 討中である。

５）安全管理及び対策の充実のための体制の徹底

策委員

・本部への報告は 12 月のみとなった。

を図る。

・当事者との確認作業：部会長、副部会長、安全対策委

①報告体制の明確化(フローチャートの徹底)

員との内容確認と規定用紙での報告をする。

・報告：事故事案・ヒヤリハット（インシデント・

・全体での検討と再発予防の場を企画実施する。

事例分析委員会に参加し活動を実施している。

アクシデント）・未然に防げた事案（GoodJob）

・本部への報告をする。６月と 12 月

状況に応じて口頭、メールで報告する。部会長、

② 重大事故事案については事例分析委員会（仮称）で

副部会長、安全対策委員

分析され、情報を共有する。

・当事者との確認作業：部会長、副部会長、安全
対策委員との内容確認と規定用紙での報告方法
の見直し。
・全体での検討と再発予防の場を企画実施する。
・本部への報告をする。12 月
②重大事故事案については事例分析委員会で分析
され、情報を共有する。

勤務部会
2015 度事業計画

結果

2017 年度事業計画

１）把握できていない

勤務部会の会員は全会員の５０～６０％を占める。

１）必須研修年 1 回以上受講する

２）作成していない

勤務部会員にとって魅力あるものにしていく必要がある

２）勤務部会マニュアル作成１）

３）研修会を開催した

定年退職したら、助産師会を辞めるのではなく、勤務を

３）勤務部会委員対象の研修会企画（有料）
企画内容は未計画（助産院研修を含む）

していた時の経験を生かして、助産師会の活動に参加して
2016 年度総会時の各部会会議において、勤務部会会

４）全体の会員同士の交流をして、お互いの助産師

員より以下の意見・要望が出された。

活動について情報交換を行い、連携を密にする。

① 先輩助産師から後輩助産師へ助産の技を伝承す
る等の研修会
② 保健指導部会の方から、事例についてのレクチャ
ーを受けたい
③ カウンセリング技術の向上
④ 入会していることが助産師としての協力の姿勢
となる
⑤ 部会間での交流をもつ
⑥ 支援センターへの協力
３）以上の意見を考慮した上で、今年度は下記の研
修会を開催した。
テーマ 『五感を使う助産の秘伝』
フリースタイル分娩、母乳ケア、心とからだをつく
る食事など・・

もらえるように働きかける。

１）勤務部会マニュアル作成（継続）
２）勤務部会委員対象の研修会企画（有料）
企画内容は未計画（助産院研修を含む）
・講師に迎える・・・安全対策や個人情報
３）全体の会員同士の交流会をしてお互いの助産師活動に
ついて情報交換を行い、連携を密にする。
４）必須研修を年 1 回以上受講する

広報委員会
2016 年度事業計画

結果

2017 年度事業計画

１） 広報委員として

１） 広報委員として

１） 広報委員として

１、 必須研修を受ける

１、 テーマ「個人情報保護制度のあらましと人権」

１、 毎年必ず必須研修を受ける

必須研修：個人情報管理と人権
２、 広報委員会を年2回開催

２、 広報委員会を7月・3月に開催
7月参加者5名、3月参加者6名(予定)

三部会便りの配送作業などを通じて知
りえた個人情報は守る。
２、年2回の広報会議を開催し、三部会便り
の紙面の充実に努める。

２） 三部会だよりの発行

２）三部会だよりの発行

２）三部会だよりの発行

１、発行について

１、発行について

１、発行について

①

6月、9月、12月、3月の年に4回の発行

① 6・9・12・3月は発行を行った。

① 6月、9月、12月、3月の年に4回の発行

②

理事会、役員会の日程を考慮し、原稿の依頼は

② 理事会で、口頭で原稿を依頼した。原稿はスムー

② 理事会、役員会の日程を考慮し、原稿の

③

早めにする。

ズに集まったが、記録に残りにくく、期限の確認や、

依頼を早めにする。
同時に理事メールにも

「バトン」の掲載を行う。内容の充実をはかり、

担当者に連絡を回す際に不便であった。また、原稿

一斉送信を行い、情報を共有してやすくす

互いの活動を知り、交流を深めていただけるよう

送付先などの間違いも起こった。

る。

な紙面づくりをめざす。
④ホームページの活用を促す。

③ 紙面の制約（4頁）もあるが研修内容や報告などを ③ 「バトン」を継続掲載
行った。平成27年に始まった「バトン」の掲載も6
回目となり、部会を超えてつながっている。
④ ホームページを一般の方にも見ていただきやすい
ものに変更中。できあがれば、三部会便りで報告予
定。

④ ホームページの変更ができ次第、
三部会
便りで発信する。
⑤ 三部会便りの評価
今の時代に合った配信・広報方法検討
アンケート実施等

３）ホームページの運営

３）ホームページの運営

３）ホームページの運営

１、運営について

１、運営について

１、運営について

①

ホームページの内容の充実を図るため、掲載記事

① 理事会で、定期的に呼び掛けた。

①～⑤について引き続き行っていく。

を募る。

② トップページに関しては、必要に応じて変更して

会員のスマートフォン利用状況なども考慮

②

トップページの内容を定期的に変更していく。

③・理事にホームページを定期的に見てもらい内容の
追加・変更を呼び掛け、原稿の提出を促す。

いる。
③ 各係の新情報に関しては、新情報を頂き更新して
いる。

に入れ、ウェブプログラマーのアドバイスを
もらいながら、一般の方、会員ともに利用し
やすいホームページを目指す。

・編集者を通して、各係が責任を持って、変更内容、 ④ 新入会員は組織強化委員会より連絡を受け、パス
④

新情報の原稿を送信し、いち早く内容変更する。

ワード設定、ＩＤやパスワード入力方法について知

三部会だよりで、ホームページを活用について

らせている。また、問い合わせがあれば、パスワー

知らせる。

ドの変更やログイン方法を伝えるなど、対応してい

⑤ホームページの安全運営のため、ウィルス対策など

る。また、ホームページで議事録や三部会便りも読

の管理を専門家に委託する。

めることなど、活用方法についてもアピールを続け
る。
⑤ホームページのセキュリティ強化とスマートフォン
むけにホームページを充実する目的でウェブプログ
ラマーと業務委託。昨年度末に多く見られていた不
正アクセスは全く見られていない。
スマートフォンでの利用に関しては、現在、試作が
完成。移行の準備を進めており、年度内に新しいホ
ームページが完成する。
⑥情報保護の観点から、助産師会専用のメールアカウ

⑥助産師会メールアカウントの管理

ントを作成することになった。会長、出前担当者、

外部との交渉が必要な係には、助産師会が設

委託訪問係、教育係、支援センター係など外部との

定したメールアドレスの使用を推奨する。

交渉が多い係を優先的に作成した。

個人情報保護の観点から、安全に活用できる

また、会のメールの使用規定を作成した。管理者は

よう規定に従って管理していく。

メールサーバー管理者であるホームページ担当者が
行っている。

教育委員会

2016 度事業計画

結果

１、組織の目標に合った研修を実施し、助産師と

1.1）7 月（奈良市）
、9 月（奈良県）の出前講座を利用し <目標＞

しての質の向上を図る。

て開催

＃研修計画は各自の活動のスキルアップが図れる

参加者 助産所部会 12 名、保健指導部会 33 名、勤務部会 ２．助産実践習熟段階ラダー申請研修を行い、会員

ようにする

5名

１）必須研修を全会員が受講できるようにする

（12 月 8 日に DVD 視聴で 8 名参加）

必須研修：個人情報保護と人権

必須研修という名目だったが会員全体に周知できていた

2017 年度事業計画
１．個人情報と人権を守る
の受講の機会を作る
３．助産師の継続教育を推進し、より専門性の高い
知識と技術を習得するための研修を開催する。

方法：年2回同じ内容の講義を行う。講義内容を かは疑問であり、どこまでの参加が求められたのか。勤務 研修会テーマ
ビデオ撮影をし、そのビデオ上映を行うなど、今

部会会員は勤務先で受けている可能性も高い。全員を対象

1） 必須研修（個人情報保護と人権）

年度考えていく＊ 必須研修の参加費についても

にするのは無理がある。

2） DV・性暴力に果たす助産師の役割

今後考えていく

2）今年度ではないが、次年度に助産記録に関する研修会

3） 周産期における最新臨床検査

２）医療事故・リスクマネジメントに沿った内容

を計画している。医療事故、リスクマネジメントに繋がる。

4） 新生児の呼吸循環の基礎、早期発見のポイント

企画

3）2 月 4 日に災害対策委員会主催で開催。

３）防災・災害対策に沿った内容企画

4）8 月開催。アンケートの感想では有意義との意見あり。

5） 助産記録に関連した研修

４）支援センターにおける電話担当者の相談対応

実際の場面で活用できる内容であった。

6） 今日の予防接種の実際

に沿った内容企画

6）11 月に開催。

7） 先天性股関節脱臼のスクリーニング力を高め

５）クリニカルラダー認証制度に沿った内容企画

2.研修会開催後の評価がメンバーの中で行われておらず、

６）地域母子保健活動に有用な内容企画

振り返りができていなかった（12 月現在）
。アンケートの

２、研修の在り方を評価する

結果からも検討を行なう。現在のアンケート内容では評価 1．研修会参加者増員に向けての取り組みを行なう。

評価方法の検討(アンケートを取る、結果を出す)

するには不足している項目ある。

アンケート内容の再考を行い、研修会毎の評価を

３、研修参加人数の増員を目指す

3.チラシは作成し、メーリングに添付したがどれだけ配布

行なう。

案内チラシをホームページに載せ、会員外へ

されたか評価ができない。

案内の方法（HP 掲に掲載する内容、会員・非会

の情報拡散を図る

4.取扱い方法は会計マニュアルに組み込むことができた。

員へのアプローチ）の検討。役員との協働で行な

４、マイナンバー開始にあたり、管理方法を決め

＜その他＞教育委員会の各委員が業務を協力、分担して行

う。

る

えるようにマニュアルを作成した。（今年度中に理事会で

プライバシー規約に基づき個人情報保護に努める

承認をもらう）

と疾患・治療

る研修
8） ラダー申請対応（分娩型、保健指導型）

2．教育委員の業務量に応じた役割分担の検討。改選
時、交替人数の検討。
４．教育委員会の開催（年 4 回）

組織強化委員会
2016 度事業計画

結果

2017 年度事業計画

1)名簿の作成

１）名簿作成

１）会員情報の管理

・2 年に 1 回の名簿作成年度。総会にて名簿作成・

・今年度の総会にて、名簿の作成・個人への送付中止。 目標

送付中止の了承を得る。
・2 年に 1 回の登録票の配布回収調査は継続し会員
管理を行う。
・紹介等で困らないために、奈良県助産師会のホー

・登録票の配布回収は継続。
2017 年 3 月のたよりに同封予定
・名簿は定款に決められた全会員名簿（1 部）は、個人

・広報委員のホームページ担当者とホームページ

②

入退会、登録内容変更の手続きを迅速正確に行っ
ていく

③

理事会と会員との連携を図り、組織強化ができる

・各部会での会員名簿を部会長、または理事が個人情報
を保護して管理する。

「助産師マップ」の内容充実を目指して検討する。 ・各部会、委員会での連絡網を作成しておく
(紹介先が必要な会員にはこのページをプリントア

保護を守る

情報保護のため、貸金庫で保存する。

ムページ「助産師マップ」を参考にするよう指導 （役員会で決議）
すれば良いと考える。

① 個人情報保護と人権の必修研修を受け、個人情報

（役員会決議）

具体策
① ・ 手続きのマニュアル化と会員への周知
・ マニュアルに沿って迅速確実に行う

ウトして持って頂く)

・ 会員証・たよりの返送などの連絡は、センター
当番、理事等の協力を得て行う

・各役員・理事・支援センターの担当者など必要部

⇒ 手順の再確認

署のみ名簿にかわるものを設置する。

⇒ 配達の依頼など
・ 2017 年度は 2 年毎の一斉登録内容確認の年に

2）会員情報管理

２）会員情報管理

・入退会・変更についての手続き管理はより速やか

2016 年度新入会員数 10 名（再入会 1 名含む）

に行う。
・会員の皆様にお願いとして、部会・住所・指名な

2016 年度中途退会

当たる（配布は 2016 年度、回収等は 2017 年度）
1 名（他府県への移動）

2016 年度年度末退会 5 名（他府県への移動 1 名含む）

⇒ 全会員からの回収を行う
データベースの総点検
・ 奈良県会員証の発行

ど変更があれば速やかに組織強化委員まで連絡 現在の会員数（平成 28 年 4 月 1 日現在予定）155 名（＋

・ メーリングリストへの登録

いただくように周知徹底する。三部会たより、ホ 1 名）

・ 特別会員・功労会員の希望の把握・手続き

ームページの活用もする。

・入退会手続きは実施。

・三部会たよりに入会者氏名と所属部会を載せる。 ・本部からの会員証が届いたことの確認がスムーズにい
・引き続き個人情報の管理を行う。各部署より会員
情報の問い合わせがあれば速やかに対応する。

②・ 入退会の報告（氏名と部会）を理事会にする
・ 各部会には 5 月（本部からの確認が届いたのち）

かないことがあり、手続きから会員証の送付までに時間

に部会別名簿を配布

を要することがあった。

新入会員はその都度、同内容を連絡する

・新入会員があれば副会長(メーリングに入れる)・ ・会員登録情報の変更の連絡については、会員への呼び

・ 教育委員会に新入会会員の会員番号と氏名を連

教育委員(1 年間無料で講習が受けられる)広報委員 かけはできなかった。
(たより発送)各部会長にも連絡する。(災害対策連
絡網に組み込むため必要)

たよりが戻ってきた時点で会員に直接連絡を取って

絡する
・ ホームページ担当者に連絡。

住所の確認をしている。

メーリング担当者に氏名とメールアドレスを連

・委員会・各部会への入退会の連絡はできた

絡する（現在、組織強化で行っている）

3）新規会員の拡大と退会者を食い止める。

3）新規会員の拡大と退会者の食い止め

・ 新入会員は氏名と部会をたよりにのせる

・復職を考えている人の情報を集め(本人の同意を得

・具体的な働きかけはできなかった

・ 広報発送担当者には発送時期にネームラベルを

て)、復職支援研修会の案内をする。

・復職支援研修会９月 23 日・29 日に 4 講義。

・復職支援研修会、看護職合同就職説明会にて助産
師の活動紹介と会への勧誘活動を実施する。
・勤務の助産師に魅力ある研修会を考える。参加し
やすい日程の工夫。

参加人数は助産師８名 保健師 1 名 看護師 1 名。

・復職支援研修会は看護協会主催であるが、参加者
を促すような働きかけが助産師会として何かで
きないか?
・潜在助産師の情報がほしい旨、機会あれば声を上

③ ・ 助産所開業者の情報・委託訪問担当者の情報・

講義出席者延べ 24 名。

会員のいる病院、診療所の情報について、会員に

実習は助産師 1 名が助産所実習と新生児訪問実習を受

開示できるように具体策を考えていく

けた。

・ラダー取得を目指している人にポイントになる研
修会を企画する。

届ける

④ 奈良県助産師会の個人情報保護マニュアルに沿っ
て行う

参考資料：退会理由
・転居による県移動

・ 組織強化委員会に関係する項目についてマニュ
アルを作成する

・助産師として業務をしなくなった
産科以外への配置転換など

⇒ ②の連絡の方法について安全な方法を考え
る

・結婚で仕事を離れる

げる

２）正準会員の拡大

・各助産所に依頼

目標

実習生への助産師会入会アピール。

① 新入会員を増やす

入会案内パンフレットを各助産所に配布しアピ

② 退会を食い止める

ール

③ 学生会員の獲得

・別に入会案内チラシを作製し、支援センターチラ

具体策

シなどにはさみこむ。各助産所などにおいて頂く。

①・潜在助産師の情報を集め、入会案内を配布する
・助産師会の PR を積極的にしていく

4）準会員の管理

4）準会員の管理

・復職支援セミナー（ナースセンターの組織が変更

① 学生会員

① 学生会員

になるが復職支援セミナーが継続されるようであ

・各助産師養成学校への働きかけ
② 特別会員の対象者の把握と変更など

本部より 1 名ありと連絡あったが、奈良県助産師会へ
の入会はなし

れば）への協力と参加者への勧誘活動
② ・退会希望者には退会を希望する理由を確認し、

② 特別会員（正会員）・功労会員なし
③ 賛助企業会員
・遅くとも 6 月には賛助会員の案内を郵送する。

③ 賛助会員について
今年度の募集は役員会に業務移譲し、実施された。

今後に生かす
③ ・奈良県助産師会入会の学生会員メリットは、年
会費無料で研修会への参加（500 円）ができること

・賛助会員をホームページに記載する。

を学校を通して学生に入学時に知らせる。

・賛助会員を三部会たよりに広告みたいに記載をし

・本部から学生会員の連絡が来た時の対応として

てはどうか?

奈良県就職予定者・日本助産師会奨学金生の場合
は、直接入会を勧める。

５）個人情報保護についてマニュアルを作成する
奈良県助産師会で作成する規約に準じて作成す
る
・住所等の管理
・メールでのやり取りについて
・紙媒体の破棄・・・シュレッダーなど

５）個人情報保護のマニュアルを作成する
奈良県助産師会の規約がまだできていないこともあ
り、具体的な方法論には至ってない

安全対策委員会 安全対策係

目標

1. 医療法を遵守した専門職業人としての安全管理の徹底
2．本会会員の助産業務中の事故防止

2016 年度事業計画

結果

2017 年度事業計画

１）2 月・6 月・10 月定例会議を開催し本部・各部会 １）定例会議の持ち方を変え、パワーポイントを用い １）定例会議（3 回/年）を開催し本部・各部会間での
間での安全対策に関する情報交換を行う。報告のみ

てインシデント・アクシデント・搬送事例の検討 安全対策に関する情報交換を行う。

ならず、会員の事故防止を目的とした意見交換やシ

会を行った。安全対策に関する情報交換は行えて ・会議の目的：会員によるアクシデントゼロの達成

ニア助産師によるプレゼンなど魅力的な会を設け

いる

る。

２）①定例会議時は実技、復習は行えてない。

安全管理のための情報共有の場
２）必修研修；
「個人情報保護と人権」 1 回/年

２）新生児蘇生について

助産所部会主催の NCPR 習熟講習への参加に

３）新生児蘇生について

①定例会議開催時や研修会においてＮＣＰＲについて

より実技・復習ができた。

①定例会議開催時や研修会においてＮＣＰＲについて

実技・復習ができるようにするまたは講習会参加に

②胎児心拍モニタリング講習会を受講

実技・復習の機会をもつ。未資格者には講習会参加に

よる資格取得を推奨する。

（1 月 21 日・講師 医大 佐道助教授）

よる資格取得を推奨する。

②胎児心拍モニタリングの講習会の受講を推奨し、知

②胎児心拍モニタリングの講習会の受講を推奨し、

識の復習・習得ができるようにする。

より新しい知識の習得をする。

３）助産所部会に関すること

３）

４）助産所部会に関すること

①事故・搬送・転送・インシデント発生時の連絡網の

①連絡網の徹底及び迅速な状況把握は行えている。

①事故・搬送・転送・インシデント発生時の連絡網の

②安全対策会議・助産所部会において、当事者に

徹底及び迅速な状況把握を行う。

フィードバックすることができた。

事例検討・分析会を実施し今後の予防に努める。

徹底及び迅速な状況把握を行う
②事故・搬送・転送・ヒヤリハット・インシデント事

例検討会・分析会を実施し今後の予防策に努める。 （振り返りシートの活用）

重大事故発生時は、事例分析委員会（会長・各部会長・

重大事故に関しては、会長・各部会長・安全対策委 ③助産所安全管理評価済

安全対策委員で構成）が内容を分析・検討し、関係機

員１名による事例分析委員会にて情報収集・内容分

関への対応と当該会員への指導を行う。

析・会員への報告事項と方法に関して検討する。
③助産所安全管理評価・機能評価の実施及び本部への
結果提出
④助産所の分娩件数・転送・搬送件数の１月と７月の
年２回の集計及び本部への提出
⑤各助産所からのサマリーより事例検討を実施する

1 月 25 日本部へ集計結果報告すみ
④本部へ報告済み。

②搬送・転送・ヒヤリハット・アクシデント事例の

ＩＴ化はスムーズに行えている。

集計(7 月・12 月)と報告・検討会を年 2 回(9 月・2 月)

⑤各助産所からの事例検討は行えた。

行う。
（振り返りシートの活用）
③助産所安全管理評価・機能評価の実施及び本部への
結果提出
④全国分娩基本データ収集システム(分娩報告の活用)

４）保健指導部会に関すること

４）

①事故発生時には、事故報告書作成を徹底し、部会と

①ヒヤリハット・アクシデント報告の周知徹底を行い、 ５）保健指導部会に関すること

安全対策委員会にて報告を行い、再発防止に向けて 事例検討会を実施した。

①事故発生時には、事故報告書作成を依頼し、部会と

委託訪問係や保健所部会と連携を取りながら会員の ②保健指導部会の本部作成による安全管理評価・機能

安全対策委員会への報告を行い、再発防止に向けて委

事故防止のための啓蒙活動を行う。

託訪問係や保健所部会と連携を取りながら啓蒙活動を

②多くの会員から訪問活動上の困った点、良かった点

評価基準や事例報告集配布を会員に行い、啓蒙を行っ

た。評価基準が保健指導部会員の実態とのずれもあり、 行う。

などが共有できるように、事故報告のみならず、グ 再度独自の評価基準の作成・見直しが必要である。

②多くの会員から訪問活動上の困った点、良かった点

ッドジョブ、ヒヤリハット報告書が出せるよう促す。

などを共有するために、にグッドジョブ、ヒヤリハッ

また、会員同士が気軽に訪問活動上で困っているこ

ト報告書を提出する。また、会員同士が気軽に訪問活

とや他の会員の意見が気軽に聞けるような交流の時

動上で困っていることや、他の会員の意見が気軽に聞

間と相談の場を設ける。

けるような交流の時間と相談の場を、部会で設けるよ

③重大事故に関しては、会長・各部会長・安全対策委

う伝える。

員１名による事例分析委員会を設置し、事故原因に

③重大事故に関しては、会長・各部会長・安全対策委

関する調査・原因分析・対応策に関して検討し、当

員による事例分析委員会を設置し、事故原因に関する

事者と会員に報告する。また、７月と１月の年２回

調査・原因分析・対応策に関して検討し、当事者と会

の集計と本部への報告を行う。

員に報告する。また、年２回(7・2 月)に事例集計と

④奈良県内のヒヤリハットに関する分析をしていく。

本部への報告を行う。

⑤奈良県保健指導部会独自の安全管理評価・機能評価

④ヒヤリハット事例の分析と当該会員へのフィードバ

を作成・検討し、各会員が実施する。

ックを行う。
⑤奈良県保健指導部会独自の安全管理評価・機能評価

５）勤務部会に関すること

５）

①安全管理・事例に関しての施設間での情報交換を行

①できていない（各勤務場所で対応は行っている）

う。

②情報交換はできている

を作成・検討し、各会員が評価を実施する。
６）勤務部会に関すること
①安全管理・事例に関しての情報交換を行う。

安全対策委員会 災害対策係
2016 度事業計画

結果

１．各会員の防災に対する意識を高め、妊産婦とそ １．奈良県主催のシェイクアウト訓練の呼びかけ
の家族の支援ができるようにする

研修会時、事務局の避難訓練（避難所、避難方法）
について説明した。大和郡山市の防災日に会長主催

２．近畿地区災害対策合同会議参加
３．本部の研修会に参加
４．安否確認訓練の実施（毎年定例：２月第一火曜
日）
５．災害積み立て募金を継続していく

７．奈良県災害対策室会議の開催（年４回）

１．各会員の防災に対する意識を高め、妊産婦とその家
の支援ができるようにする
会員アンケートによる意識向上の評価を実施

の妊産婦の減災コーナーを展示、時妊産婦と家族に

２．近畿地区災害対策合同会議参加

呼びかけをした。

３．日本助産師会の合同研修会に参加

２．大阪助産師会館での会議２月参加する。

４．安否確認訓練の実施（毎年定例：２月第一火曜日）

３．災害対策委員出席し、奈良県の災害対策の現状

５．災害積み立て募金を継続していく

を報告した。

６．第６回災害対策研修会開催

４．実施する。

７．奈良県災害対策室会議の開催（年４回）

５．前年同様に積み立て実施する。

８．防災マニュアルの作成、事務局の避難誘導手順完成

６．災害時の心のケアー、看護についての研修会を
開催する。会員自身の意識を高める。

６．第６回災害対策研修会開催

2017 年度事業計画

７．予定日時に行なわれる。

公益事業委員会 事業係
2016 年度事業計画

結果

2017 年度事業計画

１）事業係発足から３年目となる。本年度は係の業務の見直し行

１）

１）個人情報と人権の必須研修会を受講し、

う

①事業に関する規約は、ほぼ作成された

①事業がスムーズに遂行できるよう規約の充実と明確化を図る

②・2016 年度 84 講座（いのち：82 すこやか： ２）出前講座のマニュアルを完成させ、質の

②出前講座について
・出前講座の基盤となるマニュアルの作成

2）

個人情報保護と人権を守る。
高い健康教育の提供に努める。

➡小学校：32 中学校：41 高校：5 住民：2
小学校高学年～高校：1

（書式、形式の統一など）

・担当者のファローアップ研修への参加を促し（研修会の紹介、

保護者：2

３）事務局の活性化を目的とした事業（ワン

伝達講習）レベルアップを図る

小学校高学年～中学校：1

③すこやか出前講座

・マニュアルは担当者が分担を決め現在作成中 ４）講師（担当者）の新規加入を増やす

・市町村や企業等の依頼が少ないので PR に努める

・担当者のフォローアップについては、担当者

④外部企業への育児相談等の継続と拡大

会議の中で研修会の紹介等行っているが、
事業

２）新事業への足がかりをつけ実施できるように努力する

係としても参加しやすい環境を作る

コイン講座等）の開催を実現する。
①出前講座担当者の育成（研修会・見学実
施）
② ワンコイン講座への会員講師の参加募

①実施に伴う問題点をあげ、本部へ働きかけ、解決し、計画を進

③今年度は 2 件のみ。PR 不足であった

める

④企業の育児相談は、
近鉄百貨店が来年度８月ま ５）安全管理の周知徹底を図る

②定期的なものではなく、年１回のイベント的なものから始める

での継続が決定。
内容についてもリピーターも

③事務局を利用できる事業を立案する（ワンコイン講座などを開

多く、助産師の育児相談が定着している。

催する。開催に際しての、事故対応は個人責任などの方法を考慮

※年間 12 回（午前午後 2 時間ずつの相談）

し、書類の作成を進めていく）

理事会との会議で解決の方向へ

担当者だけで実施するのではなく、会員が誰でも参加できるよう

②③第１回は会員を対象に試験的に開催検討

に事業内容を会員に伝える

中

②PR の方法を提案する

①講座中の事故予防、安全管理マニュアル
の
作成

２）①傷害保険の加入、事務局のハード面等、本部、

３）事業係の出前講座や育児相談。新しく立ち上げる事業が一部

①HP、三部会便りの活用と内容充実を図る

集

３）
①会員に読みやすく活動の見える内容であった
②今年度は達成できなかった

②ワンコイン講座の安全管理・個人責任に
つ
いての統一
６）すこやか出前講座の拡大
①具体的な PR 方法の決定と実施
②担当者の募集

４）安全管理の徹底を図る

４）
①②講座を通してさらに安全管理の必要性が明

７）企業育児相談の継続

①出前講座に関しては安全管理についてマニュアルに盛り込むな

らかになったが、
明確なマニュアルの作成ができな

８）備品教材の充実

どし、担当者の認知を深めていく

かった

①妊婦ジャケット

②ワンコイン講座に関しては、個人責任などの方法を考慮する

※個人情報研修について係・担当者全員受講済み

②胎児人形

＃講座等を担当する者には必須研修の受講を条件とする

（6 か月、8 か月、9 か月、胎芽セット）

公益事業担当委員会 委託訪問係
2016 年度事業計画

結果

委託訪問事業等に携わる者は、毎年必ず必須研修を

2017 年度事業計画
＊ 新規で委託訪問事業に携わる者は、日本助産師会

受講済みでなければならない。

主催の研修会を必ず受講する。
＊ 委託訪問事業に携わる者は、奈良県助産師会主催

１、
・訪問指導員担当会議を開催する

１、保健指導部会の中で事例を共有している。

保健指導部会の６回の定例会（２か月に１回）の

委託訪問係からの連絡事項は部会のときに、参加

一部をこれにあてるなど検討する

者に伝えている。

・市町村におけるトラブル・ヒヤリハット事例は

で行われる必須研修を、毎年必ず受講する。
＊ 奈良県助産師会研修会を２回以上、保健指導部会
に２回以上出席する。
１、訪問指導員担当者会議
・保健指導部会の 6 回の定例会（2 か月/1 回）の

各部会長と連携し・情報の共有を図る

一部を事例検討等に充てる。
２、
・新規訪問指導員講習会を継続する

２、
・2/１に開催（該当者２名）

（年１回開催、必要時更新者も対象）

・訪問指導評価表の作成

・訪問指導従事者の意見交換・症例報告等にて、

・新規に訪問活動を始めた会員の訪問事例を部会で

新規訪問員の不安解消・交流をはかる

発表してもらい、皆で共有した。
２事例にとどまった。

３、
・市町村との新規契約・更新・登録解消（訪問を辞 ３、訪問従事者の新規・休止・登録解消を予定してい
める）の場合の連絡方法と、保健指導員賠償責任

る会員の把握とこれに伴う欠員補充希望の市町村

保険の期日内更新の必要性を周知徹底する

の把握を行った。現在までの結果は報告済。

（メーリング・三部会だよりの活用）

助産師会ホームページに募集広告を入れて頂いた
メーリング、三部会だよりの活用

４、
・保健指導部会と連携して、｢母子訪問｣と「こんに

・市町村におけるトラブル・ヒヤリハット事例は
部会にて情報の共有を図る。
２、各市町村の連絡会議に参加する。
・あらかじめレジュメ等を準備し、市町村との間
での協議をスムーズに行う。
・訪問指導者が集合できる機会でもあり、有効に
活用する。
３、新規訪問指導員へのオリエンテーション
（オリエンテーション内容は別紙）

ちは赤ちゃん」事業に対する各市町村の対応を把 ４、契約（個人契約含）市町村へアンケート調査を行

・年 1 回開催、その他必要時・更新者も対象

握する（アンケート結果の分析）

・訪問指導評価表の見直しと作成

・養育支援開始後の状況把握

った。

・訪問指導員の意見交換・事例報告・ロールプレイ

・アンケート結果をもとに、各市町村の契約内容

ングなど行い新規訪問員の不安解消・交流をはか

を、今後の市町村との交渉に役立てる（必要時各

る。

市町村の連絡会議に参加）

５、
・新たなマンパワーの確保（潜在助産師の発掘）

５、２名新規
奈良県助産師会ホームページに募集広告を入れた

４、契約更新の手続き
・市町村との契約更新のチェック

６、
・各市町村の連絡会議に参加する

６、市町村によって 1～3 回/年開催されている。
複数回開催している市町村は、保健指導部会長・

（研修会・部会参加状況、保健指導員賠償責任保
険の期日内更新）

副部会長と連携し参加した。

・登録解消（訪問を辞める）の場合の連絡方法

年度末に開催予定の市町村有。

（メーリング・三部会便りなどの活用）

来年度に向けての会議は必ず出席とした。
５、活動状況調査
７、係の仕事内容、市町村リーダーの役割を明確にし

７、文章化、指導員にメーリング行った。

・保健指導部会と連携して、
「母子訪問」と「こん

文章化する。

にちは赤ちゃん」事業に対する各市町村の対応

（今まで口頭にての申し送りだったため）

を把握する。
（アンケート結果の分析）
・養育支援の状況把握
・アンケート結果をもとに、各市町村の契約内容
を、今後の市町村との交渉に役立てる（必要時
各市町村の連絡会議に参加）
６、年間を通じて、新たなマンパワーの確保
（潜在助産師の発掘）
７、市町村リーダー・メンバーの役割を明確にする。
・リーダー任期は１～２年とし指導員一人一人が
役割を理解できるようにする。

公益事業委員会

子育て･女性健康支援センター係

2016 年度事業計画

結果

2017 年度事業計画案

＃ 電話相談担当者は毎年必ず必須研修を受講

① 第 2 回理事会にて承認される。

目標：妊婦や母子及びその家族にとっていつでも相談でき

していること
① 担当者の確保のため土曜日から金曜日へ担
当曜日を変更するために準備する。
・各市町村への通知
・チラシの作成
・地域住民へのアピール
② 担当者会議（年 3 回）
・精神、育児、母乳などのテーマを決めて勤
務助産師も含め参加を募る。
・参加型症例検討として、担当者みんなで気
になる記録用紙に付箋を着ける。
・申し送りノートを活用して継続事例の対応
を検討する。
・テーマを担当者にわかるように机上に示す。
③ 担当者の謝礼を確保する。基本謝礼に協力金
にて増額し、担当者の人数を増やす。
・総会や研修会や部会で寄付を募る。

・H29 年 4 月より土曜日の相談日をから金曜日に変
更することとなる。

る拠点となることができる
① 個人情報保護の必須修研修をうける。

・各市町村に入った助産師から伝えてもらうようにす ② 電話相談は月・水・金の 10 時から 16 時とする。
る。

・チラシを新しいものにし、各市町村での啓蒙を続ける。

・保健指導部会にて各市町村での伝達状況の確認を取
り全市町村への通知ができた。
・ホームページのチラシに変更の内容を入れた。
・子育て・女性健康支援センターの玄関にポスターを
作り設置した。
＊7 月 3 日 第 1 回 参加者 6 名

③ 担当者会議を年に 3 回行う
＊7 月 4 日 10：00～13：00
＊11 月 7 日

10：00～13：00

テーマ：更年期障、不妊や望まない妊娠の対応
＊2 月 6 日 10：00～13：00

テーマ：精神
第2回

くする。

テーマ：子供の発達障害とその家族への対応

② 担当者会議を年に 3 回行った。

＊11 月 11 日

・子育て・女性健康支援センター玄関のポスターを新し

参加者 7 名

テーマ：育児
＊2 月 2 日 第 3 回
テーマ：母乳育児
・参加型症例検討として、担当者みんなで気になる記

テーマ：虐待
・参加型事例検討として、担当者みんなで気になる記録
用紙に付箋を着けるようにする。
・テーマを担当者にわかるように机上に示す。
・メーリングを流し会員の参加を促す。

・一口 2000 円と決めず、普段より参加でき

録用紙に付箋を着けるようにした。

ない人が少しでも支援センターの事業に協

・参加人数は去年に比べて減少した。

・産後の育児相談の充実を図る。

力金で参加できるよう働きかける。

・申し送りノートを活用して継続事例の対応を検討す

・新たな事業展開を考える。また、担当者の保険で対応

④ 担当者が充足すれば、補助金・助成金確保の
ため各自治体への働きかけを行う。
⑤ 個人情報の管理について
・マニュアルを作成する
・記録は 5 年間保存し、その後シュレッター
を使用して破棄する

る事にした。

④ 来所相談を増やすような試みを行う。

できるかどうか確認及び探索する。

・事務ノートを作り事務的内容は記録用紙でなくノー ⑤ データー収集を行い本部へ報告する。また、第 73 回日
トに記載し、統計には入れないこととした。
・保険については各個人の保険を活用する。保険に未
加入者は来所での相談をしない形で電話での相談
のみとなる。

本助産師学会学術集会にてポスターセッションに参加
する。

⑥ データー集計と研究活動を行う

③ 理事会にて提案するが却下された
・研修会などで箱を設置し協力金を募る予定だった
が、担当者の増額にはならない事が決まったので積
極的に行わなかった。
・例年道理一口 2000 円の振込用紙を広報に入れた。
④ 担当者は去年より少なく、マンパワー不足で補助
金・助成金確保のため各自治体への働きかけはでき
なかった。
⑤ 記録は 5 年間保存し、その後シュレッターを使用し
て破棄した。
⑥ データーを収集し本部報告を行ったが研究活動を
するに至っていない。

公益事業委員会 不妊相談センター係
2016 度事業計画

結果

2017 年度事業計画

① 不妊症及び不育症への専門的な相談内容に対応

① 電話相談数 43 件、面接相談 17 件であった。

① 不妊症及び不育症への専門的な相談内容に対応できる

できるための研鑽を深める。
・他部門との講演会の開催予定
・研修会への参加と伝達
②

医師とは異なる生活や人間関係に関した具体的

な面接相談のサポートを実施していく。
③

生殖心理学会へ１名参加し、傾聴について県関係
者との会議で伝達、報告行った。
② メンタルや生活相談、夫や家族との人間関係など
については、医師の面接相談後、助産師が追加の
具体的な生活相談を実施している。

メンタルや法律など専門的な内容に対応できる ③ 治療のやめ時、男性不妊に関する相談事例の増加

ための職種や部門との交流や連携を検討していく。

し、養子縁組支援などの他部門の専門家との連携

④

については、情報収集し共有を図るように努めて

新しい相談者の確保のための事例の紹介や勧誘

を実施する。

いる。
④ 新メンバーの参加希望あり、医師会と調整中

ための研鑽を深める。
・他部門との講演会の開催予定
・研修会への参加と伝達（生殖心理学会へ参加予定）
② 医師とは異なる生活や人間関係に関した具体的な面接
相談のサポートを実施していく。
③ メンタルや法律など専門的な内容に対応できるための
職種や部門との交流や連携を検討していく。
④ 新しい相談者の確保のための事例の紹介や勧誘を実施
する。

