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「新卒助産師研修ガイド作成」にあたって
公益社団法人 日本看護協会 常任理事
福井

トシ子

平成21年7月の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の改
正により、新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が平成22年4月1日から努力義務化
され、厚生労働省において平成21年12月に「新人看護職員研修ガイドライン（中間とりま
とめ）」が提示された。その後、助産師としての基本的な実践能力の獲得を目的とした研
修についてガイドラインを作成する必要性が指摘され、平成23年2月に助産技術の到達目
標等が「新人看護職員研修ガイドライン」に加えられた。つまり、新人助産師については、
教育体制や教育方法など、その仕組みは新人看護職員同様であるとして、就職してから
1年後の助産師の到達目標が示され、演習としては新生児の蘇生法アルゴリズムが示され
ている。しかしながら、助産基礎教育終了後に経験を積み重ねていく際の、新人助産師に
特化した具体的な研修内容の提示としては、必ずしも十分と言えるものではない。
新人助産師が入職した施設や、配属される部署の特徴、配置されている看護職の人数な
どによって、新人助産師を取り巻く状況は複雑多岐に渡っている。そのため、新人助産師
ガイドラインを新人助産師教育の実践に応用するためには、次のような課題が前提にある
ことを踏まえた運用をすることが求められる。
１．新人助産師が就職する施設は、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セ
ンター、二次医療施設である総合病院や、診療所などである。一見、明確に機能分化
されているようにみえるが、総合病院の分娩時のリスクは、地域周産期母子医療セン
ターのリスクとほぼ同程度であるにも関わらず、人的資源投入の差が著しい。このよ
うな差があるにしろ、就職した施設によって、新人助産師が習得する知識や技術に差
が生じてはならない。差を生まないための研修体制を整備することが必要である。
２．入職する新人助産師の人数は、施設の規模に関わらず、多くの場合、数人である。少
人数であることから新人看護師と一緒に新人助産師が研修を受ける体制にあり、また
入職1年目は、看護業務の基礎的な技術習得をするという理由で、産科系以外の部署
に配属されるという実態もある。しかし、助産基礎教育に積み重ねていく新人助産師
の研修としては、入職1年目は産科関連部署に配属して研修を行い、産科関連部署で
獲得が困難な知識や技術を習得するための教育プログラムは、2年目以降に計画をす
るなどの体制をとることが望まれる。初めに配属された部署は新人助産師のモチベー
ションに大きな影響を与えるため、望ましい研修体制を提供することが困難であるな
らば、産科関連部署に配属しない理由を入職時に説明し、今後、助産技術の獲得をど
のような仕組みで行うのか、説明をしておくことが必要である。
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３．分娩件数の減少に伴って産科病棟の複数診療科による混合化が加速している。地域周
産期母子医療センターにおいても、混合病棟で運営している施設があり、新人助産師
は、妊産婦に対する助産業務に加え、他科の患者ケアも行っている。妊産婦や新生児
の安全を第一義的に考え、新人助産師が分娩介助を行う場合は、分娩第1期から分娩
終了まで、多重課題や割り込み業務に巻き込まれずに助産ケアに集中できるような研
修体制をつくることが必要である。
４．助産師の配置人数が、法的にも、医療制度上からも定められていないことから、新人
助産師が入職する施設の助産師の人数は、数人から数十人と開きがあり、新人助産師
が助産技術の経験を積んでいくために支援を受ける人的資源に差がある。そのため、
都道府県看護協会助産師職能や、他の職能団体、学術団体、そして、助産師養成機関
教員などの協力を得て、研修目的、目標を達成していくように工夫することが必要で
ある。
以上のような実情を踏まえて、より実践的に「新人看護職員研修ガイドライン」を新人
助産師の研修に活用することができるように、日本看護協会では、
「新卒助産師研修ガイド」
を作成した。
本ガイドで用いた「新卒助産師」とは、看護師経験のない、助産師免許取得後に助産師
として初めて就労する助産師のことであり、
「新卒助産師研修」とは、助産基礎教育で学
んだ知識・技術を土台に、実践活動を通して助産師活動の基本的視点を形成するための基
礎研修と位置付けた。この基礎研修は、助産実践能力の初期段階を形成し、その後の助産
実践能力を拡張させていくものである。
新人看護職員研修の理念には、新卒助産師教育の理念や基本方針も含まれている必要が
ある。新卒助産師が入職した施設に求められる役割や機能を踏まえて、母子の2つの命を
預かる者として十全たる助産ケアを提供できる助産師を育成するために、新卒助産師教育
はどうあるべきなのか、新卒助産師が入職する施設は、そのあるべき姿を描き、新卒助産
師の教育体制を整備する必要がある。
新卒助産師が入職してから、
1年間に分娩介助できる件数は、入職した施設の分娩件数や、
入職した助産師の人数、その施設の助産師の人員、助産学生の実習場であるかどうかに影
響されるが、入職してからの1年間は、産科病棟で、陣痛開始から分娩終了までの一連の
経過を通して経験を積めるような研修体制を整え、院内助産システムを担当できる助産師
育成を意図して、助産基礎教育の上に経験を積み重ねていく継続教育の在り方が求められ
る。しかし、前述したように施設の特性から、このような体制がとれないと言うことであ
れば、どのようなパスウェイに基づいて、助産師としての経験が積み重ねられ、助産師と
しての継続教育支援を受けることができるのか、示されていることが必要である。
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新人の看護師及び助産師に共通する項目は、新人の時に受けた教育が、その後の職業人
生に大きく影響すると言うことである。助産師としてのスタートが助産基礎教育の土台に
積み上げられ、知識・技術・態度を確実に獲得し、助産師のキャリアパスの出発点に「新
卒助産師研修ガイド」が位置付けられることを望む。そして新卒助産師が入職した施設や
看護部門はもとより、新卒助産師が配属された部署、都道府県看護協会の新人看護職員研
修教育担当者や、助産基礎教育に携わっている方々にも本ガイドが活用されることを期待
している。
平成24年3月31日

新卒助産師研修ガイド

5

Chapter

Ⅰ
新人看護職員研修ガイドラインと
「新卒助産師研修ガイド」
新人看護職員研修の努力義務化と

1 「新人看護職員研修ガイドライン（厚生労働省）」
医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まりといった国民のニーズの変化を背景
に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で修得する看護実践能力との間には乖離が生じて
いる。新人看護職員の中には「配置部署の専門的知識・技術が不足している」「基礎教育終了時点の能力と
看護現場で求められる能力とのギャップ」を理由に、早期離職するケースが見受けられる。2009年度の新卒
看護職の離職率は8.6%と減少傾向にあるが、新卒就業者数47,000人のうち約4,000人が臨床を去ったことにな
る。新人看護職員の離職防止のためにも、基礎教育の充実を図るとともに、臨床実践能力を高めるための新
人看護職員研修の充実が期待されている。
そこで、厚生労働省は「新人看護職員研修は看護職員全体の質を向上させるための基礎を固める対策であ
るため、より多くの施設が一定の質を確保した研修を実施することが必要」1）との見解のもと、その質の確
保の具体的な方策として、2009年12月に「新人看護職員研修ガイドライン」を公表した。2011年2月には、
新人保健師及び新人助産師の研修についてのガイドラインが「新人看護職員研修に関する検討会最終報告書」
に提示された。報告書によれば、新人助産師研修については、新人看護職員研修と同様、施設において行わ
れていることが多い等の理由から、研修の理念、基本方針、研修体制、指導者の育成等については、新人看
護職員研修と同様であると考え、
「新人看護職員研修ガイドライン」の中に、助産師が就労後1年間で到達す
べき助産技術の到達目標、助産技術を支える要素及び技術指導の例が追加された。
新人看護職員研修に関する厚生労働省の主な取り組みを表Ⅰ-1に示す。新人看護職員研修の制度化につ
いては「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会まとめ（2005年11月）
」
において、研修を制度化する必要性がきわめて高いことが指摘された。さらに「看護の質の向上と確保に関
する中間とりまとめ（2009年3月）」において、看護基礎教育の充実を図るとともに、新人看護職員研修の制
度化・義務化を視野に入れた新人看護職員研修の実施内容や方法、普及方策について早急に検討し、実施に
移すべきであるとされた。2009年7月15日の保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の推進に関する
法律の改正により、新たに業務に従事する看護職員の臨床研修等が2010年4月1日から努力義務化された
（表Ⅰ-2）。これは、看護職員本人の責務として、免許を受けた後も臨床研修その他の研修を受け、資質の
向上を図るように努めることが規定され、また病院等の開設者にも、研修の実施と、看護職員の研修を受け
る機会を確保するために必要な配慮に努めなければならないとされた。新人看護職員研修ガイドラインが多
くの医療機関等で活用されることにより、新人看護職員研修が充実し、看護の質の向上、医療安全の確保、
新人看護職員の離職防止に寄与することが期待されている。
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2

新卒助産師を取り巻く現状と課題−新卒助産師研修が求められる理由−

1）助産師の養成を巡る課題

〜助産師基礎教育と臨床で求められる実践能力との乖離〜
Ⅱ

助産師の養成状況は、直近10年で1学年あたりの入学定員数が2倍に増えている。しかしながら、助産学生
を受け入れる実習の場の確保が困難な状況にあるため、定員数での助産師教育が難しいとも言われており、
定員数から見た国家試験合格者数は、わずか2割程度である。また、助産師養成数は増加したが、内訳とし
ては大学学士課程での養成増であり（図Ⅰ-1）
、2010年には入学定員数の84%が看護師免許の同時取得となっ
ている。大学における統合カリキュラムの中で助産教育が行われるため、十分な教育時間がとれないとも指

Ⅲ

摘されている。
このような状況に対し、助産師の基礎教育の充実を図るべく、保健師助産師看護師法及び看護師等の人材
確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第78号）により、平成23年4月から、助産師
の基礎教育における就業年限は「6か月以上」から「1年以上」に延長され、
総単位数も「23単位以上」から「28

Ⅳ

単位以上」へと改められた。基礎教育の充実に伴う質の向上が今後期待されるが、現時点で指摘されている、
臨床現場で必要とされる助産実践能力と基礎教育で修得する助産実践能力との乖離については、臨床実践能
力を高めるための新卒助産師研修の充実が求められる。

2）新卒助産師の就業先を巡る課題
Ⅴ

助産師を取り巻く環境は、少子化やハイリスク妊娠・分娩の増加、産科病棟の複数診療科による混合化、
産科医不足、周産期医療提供体制の変化に合わせて、より複雑で、厳しいものへと変わってきている
（図Ⅰ-2）
。
2010年度の助産師国家試験合格者は2,342名で、助産師として就業したのは90.5%、そのうち95%は病院に就
職している。周産期医療体制の中でも、新卒助産師が就職する場は総合周産期母子医療センター、地域周産

Ⅵ

期母子医療センター、二次救急医療提供施設である総合病院、診療所など多岐に渡り、それぞれの施設が担
う役割と課題も多様である
（図Ⅰ-3）
。就業先の施設が担う役割や提供する医療に応じて、助産師に求めら
れる知識や技術にも多少の違いが生じるため、
新卒助産師の研修も施設ごとの工夫が求められる。一方で、
「新
人看護職員研修ガイドライン」に示された考え方と同様に、助産ケアの質の向上のためには、一定の質を確

おわりに

保した研修を実施することが必要である。都道府県別にみた分娩取り扱い施設数や就業助産師数は多様であ
り、施設によっては新卒助産師が1名という状況も少なくない。さらに、助産師の教育課程は助産師学校養
成所、大学、大学院など複数に渡り、修業年限も1年から2年と幅がある。新卒助産師の就業者数も教育背景
も多岐に渡る中では、各施設の状況に合わせた新卒助産師研修を行いつつも、土台となる理念や到達目標に
ついては、標準化を図ることが重要になる。

参考資料
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3）新卒助産師を取り巻く環境
新卒助産師が入職した施設や、配属される部署や部署の特徴、配置されている看護職などによって、
新卒助産師を取り巻く状況は複雑多岐に渡っている。そのため、新卒助産師が助産基礎教育終了後に経
験を積み重ねていく際に、
新人看護職員研修ガイドラインを新卒助産師教育の実践に応用するためには、
次のような課題が前提にあることを踏まえて運用をすることが求められる。
１．就業先の場に依存することなく、妊産婦のケアを自律して主体的に行える助産師育成を目指した新
卒助産師研修として出発することが望まれるため、助産師のキャリアパスや助産実践能力習熟段階
を踏まえて新卒助産師研修の位置付けを明確にすることが必要である。
２．新卒助産師が就職する施設は、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、二次
医療施設である総合病院や、診療所などであり、施設に求められる役割や機能が異なっているため、
その施設を利用する妊産婦と子どもの特徴を踏まえた助産ケアの提供が求められる。
３．入職する新卒助産師の人数は、施設の規模に関わらず、多くの場合、数人である。そのため、新人
看護師と一緒に研修を受ける体制にあり、入職1年目から、看護業務の基礎的な技術習得をすると
いう理由で、配属される部署が産科系以外になることもある。
４．分娩件数の減少に伴って、産科病棟の複数診療科による混合化が加速している。地域周産期母子医
療センターでも、混合病棟で運営している施設もあり、新卒助産師は、妊産婦に対する助産業務に
加え、他科の患者ケアも行っている。
５．助産師の配置人数が法的にも、医療制度上からも定められていないことから、新卒助産師が入職す
る施設の助産師の人数は、数人から数十人と開きがあり、新卒助産師が助産技術の経験を積んでい
くために支援を受ける人的資源に差がある。

3 「新卒助産師研修ガイド」の位置付け
新人看護職員研修の努力義務化がなされた背景には、今後のさらなる少子高齢社会を見据えた、看護職員
の量と質の確保という問題がある。厚生労働省は「看護の質の向上と確保に関する検討会」の中間とりまと
め（2009年3月）において、看護職員の量と質の確保に向けた「看護教育のあり方」「新人看護職員の質の向
上」
「看護職員の確保」
「チーム医療の推進」を掲げている
（図Ⅰ-4）
。周産期においても、産科医の業務負
担軽減という観点から、産科医・助産師・看護師の役割分担と連携が求められている（図Ⅰ-5）。産科と複
数診療科による混合病棟では、助産師が他診療科の看護も担当する中で助産ケアを提供する状況が見受けら
れ、安全・安心な出産環境の提供のためには、今後ますます他職種との連携のあり方を明確にする必要があ
る。それぞれの専門職性を尊重した役割分担のもと、助産師の専門性と自律性を発揮できる専門職業人の育
成が必要とされる。
以上のような状況を踏まえて、
助産師のあるべき姿、助産師に求められる能力を明らにし、より実践的に
「新
人看護職員研修ガイドライン」を新卒助産師研修として活用できるよう、新卒助産師に特化した、より具体
的な研修内容の提示として「新卒助産師研修ガイド」を位置付けた（図Ⅰ-6）。
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Ⅰ

4

新卒助産師研修の理念

１．助産師は、妊産褥婦及び新生児とその家族の健康、性と生殖に関する健康、育児支援に深く関わる職
業であり、妊産褥婦及び新生児・乳児・その家族の健康及び人権を尊重することを基本とし、その基

Ⅱ

本的知識・技術・倫理観は生涯に渡って研鑽されるべきものである。新卒助産師研修は、助産実践の
基礎を形成するものとして、重要な意義を有する。
２．新卒助産師研修は、助産基礎教育で学んだ知識・技術を土台に、実践活動を通して、助産師活動の助
産業務に必須な能力を形成するための基礎となる研修である。
３．新卒助産師を支えるためには、周囲のスタッフだけではなく、全職員が新卒助産師に関心を持ち、組

Ⅲ

織全体で育てるという組織文化の醸成が重要である。特に分娩施設の集約化に伴い周産期医療体制が
変化していること、助産外来・院内助産実施施設が増加する中、どのような体制下においても助産師
に必要な能力を十分育成できることは不可欠である。この新卒助産師研修ガイドでは、新卒助産師に
求められる基本的能力と、その能力を育成するために必要な体制等を示すと同時に、新卒助産師の育
成を通して周囲の職員がともに成長することを目指す。

Ⅳ

5

基本方針

Ⅴ

１．新卒助産師研修は、社会状況の変化や多種多様な妊産褥婦及びその家族のニーズに対応しながら、適
切かつ安全に助産実践を提供できる能力を育成することを目指す。
２．新卒助産師研修は、新卒助産師が助産基礎教育で学んだことを土台に、助産師としての臨床実践能力
を高めるものである。助産師は、新卒助産師研修で修得したことを基盤に、生涯に渡って自己研鑽す
ることを目指す。

Ⅵ

３．新卒助産師研修は、周産期医療体制の変化や出産環境の変化に関わらず、これらの能力を育成できる
体制を整える必要がある。
４．周産期医療における安全の確保及び質の高い助産ケアの提供は、重要な課題である。安全・安心な妊
娠・出産・育児環境を提供するため、医療機関は、妊産褥婦及び新生児とその家族の理解を得ながら

おわりに

組織的に職員の研修に取り組むものであり、新卒助産師研修は、その一環として位置付けられる。
５．妊娠・分娩・産褥期は倫理的課題を多く抱えている。新卒助産師研修では、助産師としての価値観・
倫理観を育成していく必要があり、指導者等が役割モデルとなるような教育環境を整えることが重要
である。
６．専門職業人として成長するためには、新卒助産師自らが目標を持って主体的に能力開発に取り組むこ

参考資料

とが重要である。そのためには、生涯に渡り継続的に自己研鑽を積むことができる実効性のある運営
体制や研修支援体制が整備されていることが重要である。
７．周産期医療体制の変化や出産環境の変化、助産に対する妊産褥婦及びその家族のニーズに柔軟に対応
するためにも、新卒助産師研修は、常に見直され発展していくものである。

新卒助産師研修ガイド
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6

新卒助産師研修ガイドの構成

妊産褥婦にどのような助産ケアを提供するべきか、その施設の機能や役割を踏まえ、その施設の助産師に
求められる能力を明らかにした上で、
新卒助産師の教育が行われなければならない。そのため、助産師のコア・
コンピテンシーを中核に据えて、新卒助産師の研修について示した。「新卒助産師研修ガイド」は、「新人看
護職員研修ガイドライン」に対応する形で、「ガイドの基本的な考え方」・「新卒助産師研修」・
「新卒助産師
実地指導者の育成」・
「新卒助産師教育担当者の育成」・「研修計画、研修体制等の評価」の5項目に整理した。
そして、既に新卒助産師研修が行われている団体や、施設のグッドプラクティスを紹介する形でまとめた。
引用・参考文献
1）厚生労働省：「新人看護職員研修ガイドライン」（平成23年2月）2011
2）日本看護協会出版会：「新人看護職員研修の手引き」2011
3）日本看護協会出版会：平成22年看護関係統計資料集
4）厚生統計協会：我が国の保健統計
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表Ⅰ-1

新人看護職員研修に向けた厚生労働省の取り組み
事業

Ⅰ

検討会

○「新たな看護のあり方に関する検討会」
2003
年度

○「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」
報告書（2004年3月10日）

○「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法のあり方に関する検討会」
2005
年度

まとめ（2005年11月24日）
＊看護師の質を確保し、向上させるためには、新人看護職員に対する研修につい
て何らかの制度化をすることは不可欠
＊制度のあり方、実施に際しての課題について検討する必要、基礎教育終了時点
の到達度を明確にし、基礎教育の現状と問題について検証すべき

2007
年度

報告書（2007年4月16日）
＊保健師、助産師、看護師教育の技術項目と卒業時の到達度を提案
＊厚生労働省は委員から実効ある教育研修を行うためには、卒後の臨床
研修についての検討に速やかに着手すべきであるとの意見が出された
ことに留意するべき

○「看護基礎教育のあり方に関する懇談会」
論点整理（2008年7月31日）
＊卒後の新人看護職員研修の必要性
＊卒後の新人看護職員研修において行う教育内容の確立

○「看護の質の向上と確保に関する検討会」
2009
年度

中間とりまとめ（2009年3月17日）
＊新人看護職員研修の制度化・義務化を視野に、離職の防止の観点からも、新人
看護職員研修の実施内容や方法、普及方策について早急に検討し、実施に移す
べきである

2010
年度

新人保健師および新人助産師に特化した研修に関する部分
について「新人看護職員研修ガイドライン」の内容を充実

○「新人助産師臨床実践能力向上推進事業
（実地指導者）
」開始（2006 〜 2009年）
○「新人看護師臨床実践能力向上推進事業
（教育担当者）
」開始（2006 〜 2009年）
○「新人看護師臨床実践能力向上推進事業
（新人看護師）開始（2008 〜 2009年）
○「助産師、
看護師教育の技術項目の卒業時の到達度」
について（2008年2月8日付け看護課長通知）
○「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」
（2008年9月19日付け看護課長通知）

保健師助産師看護師法等改正
（2009年7月15日公布）

新人看護職員研修ガイドライン公表
○「新人看護職員研修事業」創設（支援事業）

Ⅴ

新人看護職の卒後臨床研修が努力義務化
（国の責務、病院等開設者等の責務、看護師等の責務）
2010年4月施行

＊新人助産師さを対象とした60日の研修を実施でき
るよう予算化

Ⅳ

2008
年度

<モデル事業>
○「新人助産師臨床実践能力向上推進事業
（新人助産師）
」開始（2005 〜 2009年）

Ⅲ

○「看護基礎教育の充実に関する検討会」

○「新人看護職員教育責任者研修」実施
（2004 〜 2007年度に終了）
＊研修責任者と研修担当者を対象とした講習会

Ⅱ

2004
年度

報告書（2003年3月24日）
＊卒後の教育研修についても、さらに充実し、専門性を高めていくことが必要で
あり、技術研修をどのように取り入れていくか、制度化を含めて検討すること
が課題。

＊病院等が実施する新人看護職員研修ガイドライン
に沿った新人看護職員研修
＊都道府県が実施する医療機関等の研修責任者に
対する研修
＊新人看護職員研修の実施が困難な施設に対して
都道府県が実施するアドバイザーの派遣等
（「日本看護協会出版会:新人看護職員研修の手引」より改変）

Ⅵ

表Ⅰ-2

看護職員の研修に関する法改正の概要（平成22年4月施行）

■保健師助産師看護師法
●保健師、助産師、看護師及び准看護師に、臨床研修その他の研修による資質向上を努力義務とする

おわりに

第28条の二:保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修を受け、その資質向上を図るように努めなけれ
ばならない。

■看護師等の人材確保の促進に関する法律
●基本指針に看護師等の研修等を明記
●国、病院等の開設者等、看護師等の責務

新卒助産師研修ガイド
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第３条：厚生労働大臣及び文部科学大臣は（文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る）は、看護師等の確保を促進するための措
置に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。
）を定めなければならない。
２ 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
四 研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
第４条：国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他看護師等の確保の
促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第５条：病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつこれを看護業務に十分に発
揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師
等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第６条：看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修
を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない。
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図Ⅰ-1

助産師課程：学校養成所数別の経年変化
1990年
（H3） （

2010年（H22）

2010年（H22）
）内は1学年入学定員数（人）

新卒合格者数
（合格率）

既卒合格者数
（合格率）

養成所

47

44

（1,058）

934（98.9%）

109 （94.0%）

短期大学専攻科

28

8

（140）

154（94.5%）

13 （56.5%）

大学

5

103

（8,467）

694（97.9%）

136 （92.5%）

大学専攻科・別科

0

15

（226）

197（99.0%）

18 （100%）

大学院

0

10

（144）

79（97.5%）

7 （77.8%）

合計
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図Ⅰ-2

H22年度
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短大専攻科

養成所

合計

（平成22年看護関係統計資料集）

助産師を取り巻く環境とその変化

周産期医療の課題
産科医の不足、偏在
分娩施設の減少
ハイリスク妊産婦の増加

70000

助産師の偏在
産科病棟の複数診療科による混合病棟化
助産師の働き方の複雑化
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図Ⅰ-3

助産師の就業場所とその課題

7,686名
（24.5％）

診療所

病院
（産科病棟）

地域における施設の役割
（センターの指定やMFICUの有無）
ハイリスク妊娠、分娩の増加
ハイリスク妊産婦ケアの増加
帝王切開率の増加
医師や助産師の不足
在院日数の短縮化

Ⅰ

診療所の減少
医師や助産師の不足
助産師の就業者数が少ないために、
新卒助産師教育に関する人的資源の格差

妊産婦の多様化するニーズ
就業助産師の教育体制
嘱託医との連携
緊急時の対応と判断力

助産所
1,631名
（5.2％）

病院
（混合病棟）

Ⅱ

19,671名
（62.8％）

Ⅲ

混合病棟の増加
混合病棟における業務の多様化、
複雑化
（助産業務以外の業務の増加）
医師・他科担当看護師の理解
医師・助産師の不足
感染管理・安全管理
継続ケアが困難

：就業場所別助産師数（H21厚生労働省医政局看護課調べ）

看護の質向上と確保に関する取り組み

Ⅳ

図Ⅰ-4

2009年厚生労働省 「看護の質の向上と確保に関する検討会」中間とりまとめ
看護教育のあり方
現 在の教 育 年 限を
必ずしも前提とせず、
さらなるカリキュラム
改 訂に向けた教 育
内容等の検討に早
急に着手し、実施す
べき

看護教員の専門性
を高め、
かつ実践能
力を保 持・向 上させ
ていくために、教員の
継続教育や高度実
践 能力を持つ 看 護
職員の教員としての
活用などが必要

新看護職員の需給
見通しについては、
現行制度を前提とし
つつ、必要に応じた
見 直しを検 討し、長
期的な需給見通しも
検討すべき。
新たな看 護 職員確
保対策も含め、総合
的な推進策が求めら
れる

医 師をはじめとする
多様ない関係職種と
の役 割 分 担につい
て具体的に示し、
そ
の普及を図ることが
必要

看護職員の需給
見通しに関する
検討会

チーム医療の推進
に関する検討会

●策定方針として考
慮すべき事項（社
会保障国民会議
の結果等）
につい
て
●策定のスパン
（中
期 、長 期 ）につい
て
● 見 通しの 策 定に
ついて

●医師・看護師等の
役 割 分 担につい
て
●看護師等の専門
性 の 向 上につい
て

厚生労働省
看護教育の内容と
方法に関する
検討会

今後の看護教員
のあり方に関する
検討会

検討事項

新人看護職員研
修に関する検討会
検討会における検討事項

質の高い看 護 職員
を育成するため
●基礎教育内容と
卒 後 教 育 内 容と
の区分
●基礎教育の方法、
環境の見直し
●指定規則とモデル
コアカリキュラ
ムとのすり合わせ

●看護教員が備える
べき資質の整理
● 看 護 教員養 成シ
ステムの見直し
●教員の看護実践
指導力の向上、
臨床教員の活用
● 適 正な教員数の
確保

●新人看護職員研
修 の 枠 組みにつ
いて
●新看護職員研修
の 方 法 等につい
て

参考資料

●統合カリキュラム
● モ デ ルコアカリ
キュラム
●看護学教育の質
保障

新人看護職員研修
の実施方法や普及
方 策について早 急
に検討し、実施に移
すべき

おわりに

大学における看護
系人材養成のあり
方に関する検討会

チーム医療
の推進

Ⅵ

文部科学省

看護職員の
確保

Ⅴ

保健師・助産師教育
のあり方については、
文 部 科 学 省と厚 生
労働省は協力して結
論を出すべき

新人看護職員
の質の向上

日本看護協会出版会：「新人看護職員研修の手引き」2011年より改変
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図Ⅰ-5

周産期におけるチーム医療に関する厚生労働省通知

「健やか親子21」課題②
妊娠・出産に関する安全性と
快適さの確保と不妊への支援
（2000 〜 2014年 厚生労働省）

医政局長通知
「分娩における医師、助産師、
看護師など役割分担と連携等に
ついて」
（2007年 厚生労働省）

医政局通知

●「助産師の活用によるチーム医療の採用」を推進【中間評価】
●第1回（H17）：助産師数増加傾向、しかし、就業施設間での偏在化。
●第2回（H22）：助産師数は変わらず増加傾向。地域偏在や施設間偏在など、指標に表れない重要な課題
が是正されず現場の不足感は続いている。

●助産師は保助看法に定められているように助産行為を業務とするものであり、正常分娩の助産と母子の
健康を総合的に守る役割を担っているが、出産には予期せぬ危険が内在することから、日常的に医師と
十分な連携をとる必要がある。
●地域の関係者と連携・協力の上、助産師確保策に努める。

「医師及び医療関係職と事務職員
等との間等での役割分担の推進に
ついて」
（2007年12月 厚生労働省）

●医師との緊密な連携・協力関係の下で、正常の経過をたどる妊婦や母子の健康管理や分娩の管理につい
て助産師を積極的に活用することで、産科医療機関における医師の業務負担を軽減させることが可能と
なる。こうした産科医療機関における医師の業務負担の軽減は、医師が医師でなければ対応できない事
案により専念できることにより、医師の専門性がより発揮されることを可能とするとともに地域のより
高次の救急医療を担う医療機関における産科医師の負担の軽減にも資することとなる。

「安心と希望の
医療確保ビジョン」
（2008年 厚生労働省）

●助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら扱うよう、院内助産所・助産師外来の普及等を図
るとともに、専門性の発揮と効率的な医療の提供の観点から、チーム医療による協働を進める。またそ
の際、助産師業務に従事する助産師の数を増やすとともに、資質向上策の充実も図る。

「チーム医療の推進について」
（2010年 厚生労働省）

●産科医との連携、協力、役割分担のもと、助産師の専門性のさらなる活用を目指す。
●会陰裂傷の縫合について、安全かつ適切な助産を行う上で必要性の高い行為であることを考慮しつつ、
助産師が対応可能な裂傷の程度や、産科医の連携の在り方等について臨床現場での試行的な実施と検証
を行い、その結果を踏まえて最終的な結論を得ることが適当である。

図Ⅰ-6 「新人看護職員研修ガイドライン」と「新卒助産師研修ガイド」の位置付け

厚生労働省

2010年度「新人看護職員研修ガイドライン」

2011年度 助産師に関する内容を追加
・助産技術の到達目標
・助産技術を支える要素及び技術指導の例

日本看護協会

2011年度「新卒助産師研修ガイド」

・厚労省の「新人看護職員研修ガイドライン」
を基に、具体的な研修方法を提示
・都道府県看護協会や、
新卒助産師受け入れ施設の研修体制を紹介
「日本看護協会出版会：新人看護職員研修の手引き」より改変
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