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日本周産期メンタルヘルス学会・ニュースレター
研修会報告：「周産期メンタルヘルス研修会2018」
9月23 日、北里大学白金キャンパスにて研修会を開催いたしました。117 名という多数の方にご参加いただき、まこ
とにありがとうございました。早期に定員となってしまい、お申込みをお断りした方、企画Ⅰのみ受講とさせていた
だいた方も多数おられ、ご希望に沿うことができず大変申し訳ございませんでした。
参加者の皆様にはアンケートを実施し、10 4名から回答をいただきました。今後の研修会企画の参考にさせていた
だきます。感想の一部を以下に抜粋してご紹介します。
企画Ⅰ（午前の講義）
・周産 期メ ンタ ルヘ ルス に関 する ガイ ド、 ガイ ドラ イン、 マニ ュア
ルのとらえ方が疑問だったので 、講義 を聞 いてス ッキリ しま した。
・ガイ ドラ イン 、コ ンセ ンサ スガ イド 、マ ニュ アル 、言葉 の定 義を
知るこ とは とて も大 切だ と思 った 。顔 のみ える 関係 作り、 本当 に大
切ですね。

←午前は講義中心。皆さん熱心 に聴講 され ていま した。
↓午後はロールプレイやグルー プワー クで 盛り上 がりま した 。

企画Ⅱ（午後の講義・実習）
・ロー ルプレ イを するこ とで 日頃 の疑問 ・不 安の軽 減が で
きました。
・グル ープワ ーク で自分 とは 違う 立場の お２ 人から たく さ
ん刺激をもらいました。
・様々 な地域 の方 がいた ので 、ぜ ひそれ ぞれ の地域 で行 っ
ている チーム 連携 の工夫 など の話 も聞く 時間 がある とう れ
しかったです。
企画Ⅰ、企画Ⅱを通して
・基本 から 応用ま で盛 りだく さん の内 容にな って いた かと
思いま す。 その分 、周 産期メ ンタ ルヘ ルスに つい て初 めて
学ぶと いう 方々に とっ ては、 消化 する のに時 間が かか るほ
ど、濃い内容だったかな、とも 思いま した 。
・具体 的な 内容で 、す ぐに臨 床に 使え るよう なも ので 、と
ても良 かっ たと思 いま す。ま た、 私個 人とし まし ては 、地
域で勉 強会 を開く 際に 、助産 師さ んた ちが何 に困 って いる
のか、 何を 学びた いと 感じて おら れる のかを 知る 機会 とな
りました。

午前の講師の先生方
です。
左から渡邉先生、
竹内先 生、佐 藤先生 。

次回の企画もお楽しみに！
また皆様とともに学ぶことがで きる
ことを楽しみにしております！ ！

＜研修会に参加して＞
研修 会に 評議員 とし て参 加させ てい ただ きまし た。 午前 は「周 産期 メンタ ルヘ ルス の基礎 知識 から 診断・ 治療 の実際 」と いう
ことで 、講 師の先 生方 から 周産期 メン タル ヘルス に関 する 基本的 な内 容や実 際に 行わ れてい る現 状に ついて の詳 しく、 わか り易
い講義 があ りまし た。 集中 してま とめ を整 理して 学ぶ こと ができ るた め、受 講生 にと って有 意義 な時 間だっ たと 思いま す。 半日
で全てを学ぶことはできないの で、今 後、 3〜5回で 一通り 学べる よう プログ ラムを 作っ たらい いので はな いかと 思いま した 。
午後 は「 周産期 メン タル ヘルス のケ ア・ 支援〜 多職 種に 焦点を あて て〜」 で、 臨床 心理士 ・助 産師 の相川 先生 からカ ウン セリ
ングの 基本 につい て、 リエ ゾン精 神看 護専 門看護 師の 宮田 先生か ら現 場でも っと も苦 慮する 自殺 念慮 のある 母親 への対 応に つい
て、 助 産師 の 新井 先 生か ら 多職 種 連携 や チー ム 医療 の 基本 的 なこ と につ い て、 と ても 丁 寧な 講 義が あ りま し た。 3人一 組 のグ
ループ によ るロー ルプ レイ が行わ れ、 私も 参加さ せて いただ きま した が、自 分で 対応 したり 、他 人の対 応を 客観 的にみ たり して 、
お互い に感 じた こと を意 見交 換す るの は、 とて も充 実感 や新 鮮な 気づ きが あり 、非 常に 盛り 上が りま した 。1日は 長い よう に最
初思わ れま した が、 あっ とい う間 の 1日 で、参 加者 の満 足度 も非 常に 高か った よう です 。医 師の 参加 者が 少な かっ たの で、 もう
少し異業種が関われるよう各職 種の参 加者 が増え ること を期 待しま す。
（評議員／宗田聡／広尾レデ ィース 院長）

（（投稿記事募集！））
会員の皆様にとって有用な情報をニュースレターで取り上げていきます。
詳しくは学会Webサイト（http://pmh.j p/index.htm l、QRコード（→））
または、学会事務局（mental-3@hac.m ie-u.ac.jp）まで。
＊企画・発行：日本周産期メンタルヘルス学会 事務局・情報関連委員会

