第5回

主催：公益社団法人日本産婦人科医会

岡山県産婦人科医会

母と子のメンタルヘルス
フォーラム in 岡山
妊娠前から育児まで切れ目のない支援に向けて
2019年（令和元年）

6 月 1日 2

会期

会場

岡山県医師会館

会長

江尻

13:00〜
日 （開場12:00）

〒700-0024 岡山市北区駅元町 19 番 2 号
TEL：086-250-5111 FAX：086-251-6622

孝平

岡山県産婦人科医会

会長

● 懇親会
日時：2019 年 6 月 1 日（土） 18:30 〜 20:00
会場：ホテルグランヴィア岡山 4 階 フェニックス

● 懇親会参加費
無料
● 申込方法
大会申し込みページ（https://va.apollon.nta.co.jp/hahatoko-okayama) より
お申込できます。

● フォーラム参加費
医
師／事前参加登録 5,000円、当日参加 7,000円
医師以外／事前参加登録 1,000円、当日参加 2,000円
学
生／事前参加登録・当日参加 無料（フォーラムのみの参加になります）

プログラム
6月 2日

6 月 1日

開会式

教育講演

13：00 〜 13：30

フォーラム基調講演

●妊産婦の注意すべき精神症状

13：30 〜 14：00

●日本における児童虐待の現状と産科における育児支援の可能性

相良

洋子（日本産婦人科医会 常務理事）

シンポジウム：基調講演

14：10 〜 14：40

幹也（岡山県産婦人科医会／岡山大学大学院保健学研究科）

シンポジウム

直也（川崎医科大学精神科学教室）

ミニレクチャーシリーズ

9：30 〜 11：40

森山美恵子（岡山県苫田郡鏡野町 学育の森）

●DV被害妊産婦のメンタルヘルス

上村

茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら）

●不妊症・不育症女性のメンタルヘルス

秦

14：50 〜 17：00

●
「妊娠中からの気になる母子支援」：岡山モデルの現状

赤松 一代（赤松病院）
國富 優香（岡山県健康推進課）
髙月 則子（瀬戸内市健康づくり推進課・子ども包括支援センター）
井上真一郎（岡山大学病院 精神科神経科）
横山 裕司（岡山県小児科医会／岡山愛育クリニック）

特別講演

北村

●十代の妊産婦のメンタルヘルス

●
「妊娠中からの気になる母子支援」：メンタルヘルスの視点から

中塚

8：40 〜 9：20

久美子（岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」／姫路大学看護学科）

●NICU入院児の母親のメンタルヘルス

石野
松田

陽子（岡山医療センター看護部）
良子（岡山医療センター新生児科）

閉会式

11：40 〜 11：50

６月２日 13：00 より日本産婦人科医会 母と子のメンタルヘルスケア研修会
基礎編を予定しております。 ※事前参加登録 要。

17：10 〜 17：40

●一般社団法人岡山県ベビー救済協会25年の歩み

中村

淳一（岡山県ベビー救済協会）

会場へのアクセス

後援（順不同）
岡山県・岡山市・岡山県医師会・岡山市医師会・岡山県小児科医会・岡山県精神科医会・岡山県看護協会・
山陽新聞社・NHK 岡山放送局・RSK 山陽放送・OHK 岡山放送・FM 岡山・レディオモモ

母と子のメンタルヘルスフォーラム in 岡山
中塚

岡山駅西口パーキング

実行委員会委員長

幹也（岡山大学大学院保健学研究科）

事務局

運営事務局

岡山県産婦人科医会
〒700-0024 岡山市北区駅元町 19-2 岡山県医師会館内
TEL：086-250-2382 FAX：086-250-2383
URL：http://association.okayamaog.com/
E-mail： obsgyn@camel.plala.or.jp

株式会社キョードープラス
〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1
TEL：086-250-7681
FAX：086-250-7682
E-mail：hahatoko-mh5@wjcs.jp

http://www.convention-w.jp/hahatoko-mh5/

●電車
JR 岡山駅中央改札口から
徒歩約３分
●車
岡山空港から約 30 分 /
岡山 I.C から約 20 分

岡山県医師会館

ANA
クラウンプラザ
ホテル岡山

岡山駅西口
交通広場

石井小学校
ビック
カメラ

岡山西年金事務所

岡山
高島屋

●飛行機
岡山空港より岡山駅行き
リムジンバスで約 40 分
（ノンストップ約 30 分）
イオンモール岡山

Press Release

第 5 回母と子のメンタルヘルスフォーラム in 岡山
妊娠前から育児まで切れ目のない支援に向けて

開催のお知らせ
妊娠中や産後の母親のメンタルケアは重要であり、特に産後の“うつ”は自殺や心中につながる事がありま
す。また、胎児や生まれた赤ちゃんへの愛着不足は虐待のリスク因子にもなります。
このたび、
第 5 回母と子のメンタルヘルスフォーラム in 岡山を下記要項にて開催することになりました。
本会は「妊娠前から育児まで切れ目のない支援に向けて」のテーマのもと、妊娠初期から出産後、また子育
てに至るまで、不安定になりがちな周産期の各ステージにおける母子のメンタルヘルスを、医師や助産師、
保健師や各自治体など関係する様々な職種が時に協働しながらどのようにサポートしていくかを、岡山で始
まっている新たな取り組みをモデルとして、皆で考える場としたいと思っております。

第５回母と子のメンタルヘルスフォーラム in 岡山 開催概要
会
期：2019 年 6 月 1 日(土)、2 日(日）
会
長：江尻 孝平 先生（岡山県産婦人科医会 会長）
会
場：岡山県医師会館 岡山市北区駅元町 19-2
主
催：公益社団法人日本産婦人科医会、岡山県産婦人科医会
参加者数：約 400 名
参加対象：医師(産婦人科医、精神科医、小児科医)、看護師、助産師、保健師、心理士、教師、研究者、当事者等
大会ＨＰ：http://www.convention-w.jp/hahatoko-mh5/
主なプログラム：

6 月 1 日(土)

6 月 2 日(日)

フォーラム基調講演
日本における児童虐待の現状と産科における育児支援の可能性
相良 洋子（日本産婦人科医会 常務理事）
シンポジウム基調講演
「妊娠中からの気になる母子支援」
：メンタルヘルスの視点から
中塚 幹也（岡山県産婦人科医会／岡山大学大学院保健学研究科）
シンポジウム
「妊娠中からの気になる母子支援」
：岡山モデルの現状
赤松 一代（赤松病院）
國富 優香（岡山県健康推進課）
髙月 則子（瀬戸内市健康づくり推進課・子ども包括支援センター）
井上真一郎（岡山大学病院 精神科神経科）
横山 裕司（岡山県小児科医会／岡山愛育クリニック）
特別講演
一般社団法人岡山県ベビー救済協会 25 年の歩み
中村 淳一（岡山県ベビー救済協会）
教育講演
妊産婦の注意すべき精神症状
北村 直也（川崎医科大学精神科学教室）
ミニレクチャーシリーズ
十代の妊産婦のメンタルヘルス
森山美恵子（岡山県苫田郡鏡野町 学育の森）
DV 被害妊産婦のメンタルヘルス
上村 茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら）
不妊症・不育症女性のメンタルヘルス
秦 久美子（岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」）
NICU 入院児の母親のメンタルヘルス
石野 陽子（岡山医療センター看護部）
松田 良子（岡山医療センター新生児科）

＜本件についてのお問い合わせ先＞
第５回母と子のメンタルヘルスフォーラム in 岡山 運営事務局
株式会社キョードープラス 担当：宗野（むねの）
、宗高（むねたか）
〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1
TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail：hahatoko-mh5@wjcs.jp

