認定看護師・認定看護管理者
全国 5 会場で認定審査を実施
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都道府県の 79 病院が受賞した。
同賞は「看護職の WLB 推進ワー
クショップ」事業に 3 年間参加した
病院を顕彰するもの。ワークショッ
プ事業は、2017 年度をもって終了
したため、授賞式も今回が最後とな
る。全 6 回で 541 病院が受賞した。

研修受講履歴の管理機能がスタート！
会員マイページ「キャリナース」に、研修受講履歴の管理機能が追加
されました。ぜひ「キャリナース」に利用登録し、ご活用ください。
新機能は、会員の皆さまの看護職としてのキャリア開発を支援するも
のです。パソコンやスマートフォンで、「キャリナース」のメニューに
新たに加わった「研修情報」から、以下の機能が利用できます。

１ 本会、県看護協会主催の研修を検索し、主催者 HP の申込ペー
ジを閲覧できます

２ 本会、または県看護協会主催の研修に参加し、修了要件を満た
した研修の受講履歴を自動的に記録します

３ 本会と県看護協会以外の研修受講や学会発表、論文などの業績
を自分で入力して管理できます

４ 研修受講履歴を自由に選択して参照、印刷、PDF データ化が
でき、資格の申請や更新、施設への提出などに利用できます

日本看護協会は 5 月 17 日、第 26
回認定看護師認定審査および第 22
回認定看護管理者認定審査を全国 5
会場（宮城、東京、愛知、大阪＝写
真、福岡）で行った。
認定看護師認定審査は全 21 分野
で合計 1,480 人が受験。認定看護管
理者認定審査は 665 人が受験した。
両審査の合否開示は、7 月 13 日の
予定。

カンゴサウルス賞 最後の開催
WLBワークショップ参加病院を表彰
日本看護協会は５月 23 日、第６
回「看護職のワーク・ライフ・バラ
ンス（WLB）推進 カンゴサウルス
賞」授賞式を開催した＝写真。27

資格認定・規制担当者フォーラム
看護職が協働する重要性を強調
国際看護師協会（ICN）の資格認
定・規制担当者フォーラムが、５月
17 日にスイス・ジュネーブで開催
された。21 カ国が参加し、「エビデ
ンスに基づいた政策を通じ、看護と
助産に関する規制の影響を最適化す
る」「国民 vs 専門職：私たちが守っ
ているのは誰なのか」「規制担当者
の視点からいくつかの規制モデルと
研究の役割を探求する」「看護師と
助産師の国境を越えた移動：規制の

「キャリナース」は、本会 HP「日本看護協会とは」＞「新
会員情報管理体制ナースシップ」（二次元コード）でご案
内しています。
※機関誌「看護」6 月号でも、詳細を紹介しています。
国際化の事例」といったテーマで、
結核研究奨励賞
情報交換・意見交換が行われた。
本会推薦の保健師・池田氏が受賞
フォーラムでは、世界が急速かつ
公益財団法人結核予防会が主催す
大きく変化する中、看護職には良質
る 2017 年度の結核研究奨励賞を日
な医療を広く人々に提供する役割が
本看護協会が推薦した池田優美氏
期待されているとの認識が共有され
た。その上で、看護の質を向上させ、 （大阪市保健所）が受賞した。
同賞は、結核に関する調査研究で
国民を守るためには、規制担当者だ
けでなく、行政、職能団体、教育者、 優れた内容のものを表彰している。
池田氏は、研究課題「大阪市の肺結
実践者など、さまざまな立場の看護
核患者における脱落中断理由の分析
職が協働し、仕組みの構築・改善に
と取り組みの検討」で受賞した。
取り組む重要性が強調された。

院内助産・助産師外来
〜助産師が支える地域のお産〜
第3回
社会福祉法人聖隷福祉事業団

総合病院 聖隷浜松病院
（静岡県浜松市）

院内助産・助産師外来をすでに運営している
聖隷浜松病院。「院内助産・助産師外来ガイド
ライン 2018」
（ 以下、「ガイドライン」）を活用
した自己点検について取材した。

産科医師と交互の妊婦健康診査
同院は、1998 年に総合周産期母子医療セン
ターの認定を受け、現在は静岡県西部における
全分娩の３分の１を担う。年間分娩件数は約
1,600 件、そのうち帝王切開術が約４割を占め
るが、一定数はローリスク分娩だ。
助産師外来は 96 年、院内助産は 2011 年に開
始した。院内助産を始めた背景について、総看
護部長の森本俊子さん（認定看護管理者）は「産
科医師はハイリスク妊産婦に専念でき、助産師
は能力を発揮しモチベーションを維持し、離職
を防止するという目的がありました」と、当時
を振り返る。組織として周産期医療の強化など
を目指していた時期でもあり、経営支援会議で
運用規定の検討を重ねるとともに助産師の増員
も図った。10 年１月の同会議で院内助産運用
規定・運用手順を定め、医師への報告基準や院
内助産を担当する助産師の基準を作成した。翌
年 4 月には助産師数の確保もでき、院内助産を

10 人のチームで稼動させた。
院内助産担当チーム（現在は 14 人）は、継
続したケアが提供できるよう助産師外来と病棟
を担当し、外来は平日は毎日、曜日ごとに担当
者を決めて予約制で行う。妊婦健康診査は 35
週までは産科医師と交互に行い、全 14 回のう
ち８〜９回を助産師が担当する。対象者は、妊
娠リスクスコア（前期 12 週、後期 18 週）で 0
− 1 点でかつ院内助産を希望する妊婦としてい
る。産科病棟課長の池田千夏さんは「助産師側
も、0 − 1 点の妊婦が正常産から逸脱せずに、
責任を持って担当できるという判断でした」と
語る。
開始当初は、分娩時に産科医師が立ち会って
いたが、今は会陰縫合の必要がなければ立ち会
いはない。産科医師からは「縫合がなければ お
めでとう は後から伝えに行くので助産師に任
せる」という声も聞かれる。

助産師、時々、産科医師 に向けて
17 年の院内助産での分娩件数は 36 件。この
件数について、総合周産期母子医療センター担
当の看護部次長、中村典子さんは「高度な医療
を提供しながら 正常分娩 にどう関わるか
……。妊婦は安心を求めて当院を選択している
ので、その中でどのような助産ケアを提供でき
るかが課題です」と悩む。
「 ガイドライン」を読
み、自院の各基準を確認したが、その中でも対象
者の選定基準の見直しを検討しているという。
「ガイドライン」のチーム医療強化の必要性
の項目では、ハイリスクは産科医師、ローリス
クは助産師と分担するのでなく「助産師は全て
の妊産婦に関わり、ハイリスク妊産婦には加え

生き生きとした笑顔で
妊産婦を支える︵左から
森本総看護部長︑池田課
長︑中村次長︶

始めよう

て産科医師が関わることで、妊産婦のニーズや
状態に応じたチーム医療となる」と明記されて
いる。池田課長は「ガイドラインを読み、ハイ
リスクもローリスクも、全ての妊産婦を対象に
しているということを考える良い機会になりま
した。院内助産の対象者基準をリスクスコア 0
− 1 点の妊婦としたため、助産師自身が 正常
以外は担当できない と思い込んでいましたが、
対象外であるリスクの高い妊産婦も、実際には、
産科医師とともに関わっているのです。発想の
転換が必要だと気付きました」と語る。
リスクスコア 0 − 1 点の基準からどう脱却す
るのか。対象者の選定基準をいかに作っていく
のか、新たな課題が見えてきた。現状は、産科
医師と助産師が交互で行う助産師外来だが、理
想は「助産師、時々、産科医師」だと言う。全
ての妊産婦に助産師のケアを届けるための一歩
を踏み出そうとしている。
【病床数】病院全体 750 床（産科 47 床）【産科
医師数】23 人（常勤 14 人、非常勤９人）
【看護職員
数】看護師 859 人、助産師 112 人（産科配属助産
師 54 人、アドバンス助産師 24 人）
【 年間分娩件
数 】1,585 件（2017 年 ）【 院 内 助 産 件 数 】36 件
（2017 年）

