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2020年度は、世界中を巻き込んだ新型コロナウイ
ルス感染症の拡大から始まりました。全国助産師教
育協議会においても、本年度の社員総会をオンライ
ンで開催し、本協議会が主催する上半期の研修等は
中止や一部延期するなど、例年の事業運営とは全く
異なる様相で進められています。
感染の拡大は、教育機関に早急なオンライン授業
の環境整備を求め、対面で学生を指導することもま
まならず、実習が中止・延期されるなど、助産師教
育にも大きな影響を及ぼしております。
会員の皆様におかれましては、これまでとは異な
る教育方法での助産師教育の展開に、戸惑いを抱く
ことも多いとご推察いたします。特に、実習の中
止・延期により、本年度内に看護師等養成所指定規
則に示された分娩介助10例程度を満たせない学生が
出てくるのではないかと危惧されているのではない
でしょうか。
ここにきて、新型コロナウイルスの感染経路が市
中感染へと変化し、感染の第 2波・第 3波への対応
が喫緊に求められるなど、日本国内で感染拡大の懸
念はしばらく続くだろうと考えられています。
2020年 2 月28日、文部科学省と厚生労働省は連名
で、早々に「新型コロナウイルス感染症の発生に
伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施
設等の対応について」の通知を発出し、実習施設
の確保が困難な場合には「実習に代えて演習又は
学内実習等を実施することにより、必要な知識及
び技能を修得することとして差し支えない」こと
を示しました。

本協議会では、2020年 4 月当
初より会員校に対して、可能な
限り実習期間を後ろ倒しして
助産学実習を実施できるよう、継続的に調整するこ
とを推奨してまいりましたが、それだけでは指定規
則に示された学生 1名につき分娩介助10例程度の課
題は解決されません。
そこで本協議会では、厚生労働省が示す「看護師
等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の内容
を網羅し到達できるように、厚生労働省と意見交換
を重ねながら、 6月 1 日に会員校に向けて「助産学
実習2020　学内実習指針」をお示ししました（HP
会員専用ページに掲載）。
当該指針には、本来であれば臨床の場で修得すべ
き能力を学内実習で可能な限り修得させられるよう
に、複数の事例を提示しています。事例は、「助産
師に求められる実践能力と卒業時の到達目標と到達
度」を意識しながら、段階的に能力修得が積み上げ
られるように意図して作成しました。さらに、助産
師学生が能力を修得した根拠を示す手段として、評
価表の活用を推奨しています。各会員校の実習状況
に応じて、柔軟に指針を活用していただければ幸甚
に存じます。
本協議会は、国難というべきコロナ禍においても
助産師教育の質が担保できるように、「コロナとと
もに生きる新しい生活様式」を受け止め、感染防止
に留意しながら助産師教育を展開していく方略を追
究し続けていきます。
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令和初の全国研修会は、平成最後の全国研修会担
当の東京地区から引き継ぎ、「再考、助産師教育－
専門職の成長を支える－」をテーマに、 2月29日と
3月 1日の 2日間で開催予定でした。その頃は、ま
だ新型コロナウイルスがここまで猛威をふるうとは
予想もしておりませんでした。これまでの研修会同
様、未来の助産師を育てる助産教員と臨床助産師が、
人材育成の難しさを感じながらも、何かヒントを得
てそれぞれの現場に戻ってもらえるようなプログラ
ムにしたいと思い準備しました。助産師教育に携
わっている中で、学修をスムーズに積み上げていく
学生と、そうではない学生に出会います。そうでは
ない場合、臨床指導者と教員間で学生をどのように
支えたら良いのか話し合い、試行錯誤を続けること
が多いと思います。専門職の成長のプロセスについ
ての基調講演の後、本学からは「学生助産師から新
人助産師への切れ目ない支援」というテーマで学生
という立場から新人助産師への成長を見守った一例
について皆様と共有し、ご助言を頂きたいと考えて
おりました。天使大学からも助産師教育の実践例と
して専門職大学院生の学習過程の分析についてご講
演頂く予定でした。また、日本最東端・町立中標津
病院の子育て支援をご紹介頂き、生命を守り、家族
づくりを支える多職種連携・協働の実例から、他の
地域にも活用できるヒントが得られると考えており
ました。その他、助産師の重要なコア・コンピテン
シーである倫理的感応力や研究力の向上、分野別評

価受審が教育改善にどのように役立つのかも含め、
教育力向上に向けたテーマで企画しました。参加定
員は150名でしたが、予想を超えて172名の方から申
し込みがあり、企画・実行委員で喜んでおりました。
しかし、 2月に入り新型コロナウイルス感染症が

北海道を中心に拡大傾向となり、開催予定日の10日
前に全国助産師教育協議会理事会にて中止の決定が
なされました。研修会の開催予定の前日 2月28日に
は、全国に先駆けて北海道緊急事態宣言が出され外
出自粛の要請となりました。当時は、準備をして下
さった講師・演者の労もあり開催目前に迫ってから
の中止に逡巡もありました。しかし、その後の流行
拡大を見ますと、理事会の決断は適切であったと振
り返ります。残務処理を行いながら、全員分の参加
費の返金を無事に終了したのは 3月30日で、北海道
にも春の気配が感じられる頃でした。参加申し込み
者とのメールのやり取りでは「大変興味深いテーマ
だったので残念です」や「大変な中、本当にお疲れ
様です」など温かい言葉が添えられており、企画・
実行委員の励ましとなり、気持ちを奮い立たせる原
動力となりました。
最後になりましたが、講演、ワークショップをご

担当し準備をして下さいました先生、座長の準備を
して下さっていた先生、企画・実行委員として学生
教育の傍ら研修会を準備し「中止」という緊急事態
に対応してくれた本学の教員に心から感謝申し上げ
ます。

北海道・東北地区担当
札幌医科大学… 正　岡　経　子

第45回全国助産師教育協議会全国研修会中止の報告
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2020年 6 月13日（土）、第11回（通算56回）定時
社員総会が、全国助産師教育協議会　会議室（東京
都新宿区四谷本塩町 7 - 9 四谷ニューマンション203
号）で行われました。概要を報告いたします。
本社員総会は、当初、浜松市で開催予定でした

が、コロナウイルスを取り巻く状況から招集による
開催は困難と判断し、議決権行使書面による開催と
し、議決権行使書の提出は255名でした（会員総数
328名）。
最初に、村上明美会長から開会挨拶がありました

（以下全文）。
「新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今回は
このような形で総会を開催することになりました。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、いまだに医療
機関ではクラスターが発生し、感染の第 2波、第 3
波が懸念されるなかで、会員校におかれては日々オ
ンライン授業やシミュレーション教育等、教育方法
の工夫に尽力されていることと推察いたします。ま
た、前期の助産学実習は、延期や中止になる学校も
多く、残り 9ヶ月ほどで本年度の助産師教育の質を
担保することが我々教員の肩にかかっております。
今後は、コロナを避けるだけでなく、共に生きる生
活の中で教育を考えていく必要があります。本協
議会では、 6月 1 日に会員校に対して「助産学実習
2020学内実習指針」を作成し、分娩介助が10例に達
しない場合に備えての対応策を提案させていただき
ました。各養成機関で状況に応じて柔軟に活用いた
だければと思っております。
本来であれば総会において、厚生労働省や文部科

学省からご挨拶をいただき、最新の教育や母子保健
の現状についてご講義いただくところですが、現在
の状況ではそれもままなりません。各省庁より情報
をご提供頂いていますので、ホームページに掲載さ
せていただきます。ぜひ御覧ください。例年とは異
なる総会となりますが、本日の議事が順調に進行で
きますようご協力をお願いいたします。以上簡単で
はございますが、挨拶とさせていただきます。」
総会議長は谷口千絵氏、議事録署名人は安積陽子

氏、五十嵐稔子氏が推薦、承認されました。議長よ
り定款30条に基づき議決権行使書の提出が正会員の
過半数に達し、総会が成立していることが報告され
議案の審議に入りました。
渡邊典子副会長（総務担当）より2019年度委員会

活動、および地区別活動の報告、全国研修会担当の

正岡経子氏より「参加申し込み者172名、研修会実
施に向け準備をしてきたが、 2月中旬から新型コロ
ナ感染症が北海道で拡大傾向にあり、緊急メール理
事会で中止が決定。研修会中止の周知を全助協HP、
申込者個別メールで行い、参加費返金等の残務処理
を実施。中止決定の10日後、北海道に『緊急事態宣
言』が出され、適切な対応であったことを再確認、
参加者の温かい言葉が残務処理の原動力となった」
と報告がありました。以上の事業活動報告は過半数
をもって承認されました。正岡経子会計担当理事よ
り2019年度収支決算報告、猿田了子監事より監査報
告があり2019年度収支決算および監査報告は過半数
をもって承認されました。次に、渡邊典子副会長（総
務担当）から役員選挙管理規程改定の理由と条文に
ついて説明があり過半数をもって承認されました。
渡邊典子副会長から2020年度事業計画の説明・報告、
正岡経子会計担当理事から2020年度収支予算の説
明・報告があり、以上をもって総会は閉会しました。
最後に渡邊浩子副会長から閉会挨拶がありました

（以下全文）。
「今年度は、議決権行使書面による総会へのご出
席、ありがとうございました。皆様方におかれまし
ては、新型コロナ感染症の影響により、助産師教育
の方法・内容に変更を余儀なくされ奮闘されている
ことと存じます。今回の新型コロナ感染症は、私
たち教育者に負の影響のみをもたらしただけでは
なく、新しい教育方法の在り方を教えてくれまし
た。従来の教育方法は危機管理体制がとられていな
かったこと、最新のICT技術が教育に活用されて
いなかったこと等を教えてくれました。助産診断・
技術は学生のレベルを対面で確認することが基本で
すが、学生の質の担保を図るICT技術を取り入れ
た効果的な教育ツールがあることも私たち教育者は
知っておく必要があります。会員の皆様の学習ツー
ルとしてe-learning研修を始めており、更なるコン
テンツの強化を図る必要性を感じております。今後
も会員校の教育の現状を把握し、皆様の声に耳を傾
け、会員校に寄り添う協議会として発展してまいり
ます。本日はご出席頂きありがとうございました。
閉会のご挨拶とさせていただきます。」
コロナ感染状況の収束は、現段階では不明でござ

いますが、会員の皆様から引き続き本協議会へのご
支援・ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

全国助産師教育協議会副会長
新潟青陵大学… 渡　邊　典　子

2020年度　第11回（通算56回）
公益社団法人　全国助産師教育協議会定時社員総会報告
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正のポイント

冒頭、新型コロナウイルス感染症の犠牲になられ
た多くの方々、残されたご家族の方々に心より深く
哀悼の意を表します。また、第一線の医療現場で自
らの生命の危険を感じながら、職務を全うされてい
る医療従事者の方々、新型コロナウイルス感染症対
応に関連した任務を遂行されているすべての職種の
方々に敬意と感謝を表します。

【はじめに】
記念すべきオリンピックイヤーであった2020年、

日本をはじめ全世界は今なお新型コロナウイルス感
染症蔓延の渦中にあり、助産師教育を担う教員に
とっても、教育に参画する学生らにとってもチャレ
ンジングな年となっています。みなさまにおかれま
しては、ウェブ授業への移行、授業内容の変更、実
習の中止や再調整、学内演習実習への切り替え等、
奮闘の日々をお過ごしのことと思います。
社会において行動変容と新しい日常を創出するこ

とが求められるなか、助産師教育においても、IT化
が一気に進みつつあるように、教育内容や教育方法
を変革するビッグチャンス到来ともいえるでしょう。

【今回の指定規則改正の背景と合同省令発出の動き】
今回の看護基礎教育検討会では、少子高齢化の進

行による人口および疾病構造の変化を受けて、地域
医療構想や地域包括ケアシステム等の医療提供体制
を担うことができ、情報通信技術（information…and…
communication…technology；ICT）を活用し、多職
種と連携・協働して、多様で複雑な対象者に対応で
きる看護を創造できる人材の育成に向けて、保健
師、助産師、看護師に加えて准看護師の教育が大き
く見直されました。
助産師教育においても、女性の社会進出、晩婚

化・晩産化の進行や、地域社会や家族の子育て機能
の脆弱化等を受けて、女性の生涯にわたる健康支援
やハイリスク妊産婦の状態アセスメントに基づく重
症化予防支援能力、分娩進行中の正常からの逸脱の
判断、異常を予測する臨床判断能力、多職種と連
携・協働して地域における子育て世代を包括的に支
援する能力等を有する助産師の育成に向けた改正が
進められました。
「看護基礎教育検討会」（厚生労働省、2018～
2019）にて指定規則改正案が確定され、「大学にお
ける看護系人材養成のあり方に関する検討会」（文
部科学省、2019）にて、大学における改正案の適用
について検討されました。両検討会の結果に基づ
き、指定規則改正は厚生労働省と文部科学省の合同
省令として発出されます。

なお、文科省会議では、大学教育において求め
られる「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」
（2017）に紐づけられ、2020年指定規則改定も加味
した教育課程の効果的展開の一助とする「看護学実
習ガイドライン」も、今回初めて策定されました。

2020年 7 月両省当該部署に、今後のカリキュラム
改正に向けては、当初の予定通り（2020年度：厚生
労働省と文部科学省による合同省令発出、2021年
度：カリキュラム改正の届け出完了、2022年度：新
カリキュラム適用開始予定）であることを再確認し
ています。

【…保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正のポ
イント】
看護基礎教育検討会での議論の結果、最終的に以

下の改正がなされました。総単位数は従来の28単位
から31単位に 3単位増加しました。その内訳は以下
の通りです。
看護基礎教育検討会報告書を実際に手に取り、指

定規則改正（別表 2）はじめ、詳細をご覧ください。

1．…「助産診断・技術学」では、周産期のメンタ
ルヘルスやハイリスク妊産婦への対応、正常
な妊娠経過を診断する能力、正常からの逸脱
の判断や異常を予測する臨床判断能力、緊急
時に対応できる実践能力を養うために現行の
8単位から 2単位増の10単位となりました。

2．…「地域母子保健」では、産後うつ等の周産期
におけるメンタルヘルスや虐待予防等への支
援として、多職種と連携・協働し、地域にお
ける子育て世代を包括的に支援する能力が求
められていることから、産後 4か月程度まで
の母子のアセスメントを行う能力を強化する
ことが重要であるため、現行の 1単位から 1
単位増の 2単位となりました。

… （基礎看護教育検討会報告書p. 7 - 8 ）

たいへん残念ながら、上記の能力を習得するため
の実習単位は増加されず、最低基準としての実習単
位数はこれまで同様の11単位にとどまりました。教
員には、これらの実践能力の修得を促すための教育
上の創意工夫がさらに求められています。

【助産師教育の内容と方法の見直しポイント】
看護基礎教育検討会で議論された教育内容のいく

つかを以下に示します。
1．助産師に求められる能力

　　　　　　　　　　　厚生労働省：看護基礎教育検討会構成員（2018～2019）
　　　　　　　　　　　文部科学省：…大学における看護系人材養成のあり方に

関する検討会構成員（2019）

… 日本赤十字看護大学大学院
… 井　村　真　澄
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　　・…助産師に求められる 4つの実践能力のう
ち、助産師のケアの対象は女性の生涯にわ
たる健康課題として広く捉えることが必要
なため、これまでの「Ⅲ．性と生殖のケア
能力」は、「ウィメンズヘルスケア能力」
に変更。

　　・…様々なハイリスク要因を抱える対象者に対
応する能力強化のため、大項目「妊娠期の
診断とケア」に、中項目として新たに「ハ
イリスク妊婦への支援」、小項目として新
たに「ハイリスク妊婦の状態をアセスメン
トし、重症化予防の観点からの支援を行
う」を追加。

　　・…正常からの逸脱と異常を予測する臨床判断
能力強化のため、新たに小項目として「破
水を診断する」を追加。

2．助産師教育の技術項目と到達度
　　・…「助産師に求められる実践能力と卒業時の

到達目標」のうち、卒業時に求められる助
産師特有のテクニカル・スキル（手技）を
抜き出して、技術項目として新設。

　　・…助産実践に必要とされる基本的な技術とし
て「妊婦健康診査に係る手技」、「分べん進
行の診断に係る手技」、「分べん介助に係る
手技」、緊急時や異常時に早期対応できる
実践能力強化のため「異常発生時の母子へ
の介入に係る手技」も新設。

　　・…学内演習と臨地実習での到達度は異なる
ため、演習と実習を区別した到達度を新た
に設定。

（看護基礎教育検討会報告書…別表12-2より改変）

■卒業時の到達レベル
<演習>
Ⅰ：モデル人形もしくは学生間で単独で実施できる
Ⅱ：モデル人形もしくは学生間で指導の下で実施できる
＜実習>
Ⅰ：単独で実施できる
Ⅱ：指導の下で実施できる
Ⅲ：実施が困難な場合は見学する

【…看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
の改正】
指導ガイドラインの改正については、別表 2の下

線部分が新たに加筆修正された箇所ですので、教育
の基本的考え方及び留意点のそれぞれにおいて、下
線部に注目しながら実際の教育活動展開に活用な
さってください。本稿でこれまでに触れていないこ
ととしては、対象者を多面的、統合的にアセスメン
トする能力、対象者と多職種間で連携できるための
高いコミュニケーション能力、継続支援能力、新生
児・母子・家族支援能力の強化や、助産管理におけ
る災害に対する体制・管理として、平時における災
害への備えと、被災時の対応の両者の観点からの支
援が必要である旨も追記されています。

【おわりに】
指定規則改正に加えて、全国助産師教育協議会で

は「望ましい助産師教育におけるコア・カリキュラ
ム」を提案し、将来構想委員会により順次研修会も
開催されています。ピンチはチャンス！を合言葉
に、よりよい助産師教育を目指して、今まで以上に
連携・協働して進んでまいりましょう。

【参考サイトURL】
厚生労働省（2019）.看護基礎教育検討会.…
　…https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-
isei_544319.html［2020/ 7 /30閲覧］

厚生労働省：看護基礎教育検討会報告書.…
　…https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07297.
html［2020/ 7 /30閲覧］

…文部科学省（2017）.看護学士教育モデル・コア・
カリキュラム.
　…https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/koutou/078/gaiyou/1397885.htm
［2020/ 7 /30閲覧］
…文部科学省（2019）.大学における看護系人材養成
のあり方に関する検討会.第一次報告.第二次報告.
　…https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chousa/koutou/098/index.htm［2020/ 7 /30閲覧］

ケガ・日常の賠償

株式会社メディクプランニングオフィス 〒104-0033 東京都中央区新川2-22-6 SJIビル2F
9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

取扱代理店資料請求・お問い合わせ先

引受保険会社

制度運営 一般社団法人日本看護学校協議会共済会
東京海上日動火災保険株式会社 （担当課）医療・福祉法人部 法人第一課

〒102-8014  東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 TEL：03-3515-4143

都道府県により加入が義務化されている「自転車損害賠償保険等」の条件を満たしています。

相手にケガをさせた  （個人賠償責任補償）

自分がケガをした  　（傷害補償）(国内外24時間）　　

ウィルネクスト

19-TC07955（2020年2月作成）

配偶者やご家族が起こした事故も補償！

1日目から！保険期間
2020年3月31日午後4時～2021年3月31日午後4時まで 

（毎月中途加入を受け付けております）
詳細につきましては下記取扱代理店までお問い合せください。

示談交渉サービス付き
（国内のみ）

（団体総合生活保険）

（免責日数なし）

0120-847861

このご案内は、Willnext「ケガ・日常の賠償」の概要をご紹介したものです。ご加入にあたってはパンフレットに記載
の「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は取扱代理店までお問い合わせください。

自転車事故への備えに。
1億円

65%
割引

約68%
割 引

国内外

入院
日額

通院
日額

支払い限度額 

620円

3,000円 5,000円

（1ヶ月あたり約52円）（1ヶ月あたり約52円）

5,630円
（1ヶ月あたり約469円）（1ヶ月あたり約469円）

年間保険料

年間保険料
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看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン　別表 2
助産師教育の基本的考え方、留意点等（改正案）

教育の基本的考え方
1）�妊産じょく婦及び胎児・新生児の健康状態を診断し、妊娠・分べん・産じょくがより健康で安全に経過し、育児を主体的に行えるよう、
根拠に基づき支援する能力を養う。

2）�性と生殖をめぐる健康に関する課題に対して、継続的に支援する能力を養う。
3）�安心して子どもを産み育てるために、多職種と連携・協働しながら、個人及び社会にとって必要な地域の社会資源の活用や調整を行う
能力を養う。

4）�助産師の役割・責務を自覚し、女性と子ども並びに家族の尊厳と権利を尊重する倫理観及び専門職として自律する能力を養う。

教育肉容 単位数 留意点
基礎助産学 6 生涯を通じて、性と生殖に焦点を当てて支援する活動である助産の基礎について学ぶ内容とする。

母子の命を同時に尊重することに責任を持つ役割を理解し、生命倫理を深く学ぶ内容とする。
母性・父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、また対象の身体的・心理的・社会的・文
化的側面を統合的にアセスメントする能力を強化する内容とする。
チーム医療や関係機関との調整・連携について学ぶ内容とする。
助産師の専門性、助産師に求められる姿勢、態度について学ぶ内容とする。

助産診断・技術学 10 助産の実践に必要な基本的技術及び分娩等において対象や他職種の専門性を尊重し、適切な役割
分担と連携の下で支援を行うための高いコミュニケーション能力を確実に修得する内容とする。
女性及び家族への生涯にわたる健康の継続的支援を行う内容とする。
助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するために、演習を充実・強化する内容とする。
妊婦・じょく婦・新生児の健康状態に関するアセスメント及びそれに基づく支援を強化する肉容
とする。
妊娠経過を診断するための能力、正常からの逸脱を判断し、異常を予測する臨床判断能力を養い、
診断に伴う最新の技術を修得する内容とする。
分ベん期における緊急事態（会陰の切開及び裂傷に伴う縫合、新生児蘇生、止血処置、児の異常
に対する産婦・家族への支援等）に対応する能力を強化する肉容とする。
妊産婦の主体性を尊重した出産を支援し、妊娠・分ベん・産じょく期にわたる継続的な支援を強
化する能力を養う内容とする。

地域母子保健 2 住民の多様なニーズに対応した母子保健サービスを提供できるための能力を養うとともに、保健・
医療・福祉関係者と連携・協働しながら、地域における子育て世代を包括的に支援する能力を養
う内容とする。産後 4か月程度までの母子のアセスメントを行う能力を強化する内容とする。

助産管理 2 助産業務の管理、助産所の運営の基本及び周産期医療システムについて学ぶ内容とする。
周産期における医療安全の確保と医療事故への対応、平時の災害への備えと被災時の対応につい
て学ぶ内容とする。

臨地実習 11 助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を含むものとする。
　　助産学実習 11 実習期間中に妊娠中期から産後 1ヶ月まで継続して受け持つ実習を 1例以上行う。

妊婦健康診査を通して妊娠経過の診断を行う能力を強化する実習とする。
産じょく期の授乳支援や 1ヶ月健康診査までの母子のアセスメント及び母子と家族を支援する能
力を強化する実習とする。
産後 4か月程度の母子のアセスメントを行う能力を強化する実習を行うことが望ましい。
分べんの取扱いの実習については、分ベんの自然な経過を理解するため、助産師又は医師の監督
の下に、学生 1人につき正常産を 10 回程度直接取り扱うことを目安とする。取り扱う分ベんは、
原則として正期産・経膣分ベん・頭位単胎とし、分ベん第 1期から第 3期終了より 2時間までと
する。

総　計 31

… 出典：厚生労働省：看護基礎教育検討会報告書 .
… https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/000557411.pdf

―…6…―

ニュース



私が助産師を志したきっかけは、17歳の時に産科病
棟の職業体験に参加し、1000gにも満たない超低出生
体重児の分娩に立ち会い、尊い小さな生命の誕生とそ
の生命の灯を繋ごうとする医療従事者の姿に感銘を受
けたからです。
助産師課程に進学し、19名の仲間と切磋琢磨し、3

人の先生方との関わりから医療職としての心構え、人
間性、学習姿勢、倫理観と多くのことを学びました。
私の教員像は、この助産師教育課程在籍中の恩師の影
響が最も大きいです。
私は、この春、新型コロナウイルス感染症が拡大す

るなか、助産師教育に携わる教員としての5年目をス
タートしました。
このような状況において、学生に何を伝えたいのか、
何を還元できるのか、何を核とするのか、助産師のあ
るべき姿とはどのようなものかを日々自問自答をし、取
り組んでいます。
教員として、私自身がエビデンスを基にした知識・

技術が伴っていなければなりません。しかし、産婦人
科診療ガイドラインをはじめ昨今の周産期領域におけ
るエビデンスの更新は目まぐるしく、学生とともに学ぶ
場面も多々あります。また学生たちが投げかけてくれ
る質問ひとつずつが、私自身の教育を振り返るきかっ
けとなり、気づきに結びつくことも多く、学生と教員の
フィードバックの中からも学びを得ることに感謝してい
ます。またその気づきを領域の先生方と共有し、新し
い講義や実習の展開へ発展することに教育の魅力を感
じています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、例年通りの臨

地実習が難しく、実習内容を一部学内実習や遠隔実
習に差し換えながら実施しています。その際も、対象
者に興味関心を持ち、対象者と関わり、対象者を理解
し、エビデンスに基づいた助産診断を行い、ケアに結
び付け、助産過程を振り返ることの大切さを伝えられ
るよう心がけています。また、実習の打合せでは、臨
地実習先の看護部長さまをはじめ指導者さまからのご
理解のもと、対象者の安全を優先にしながらも、可能

な範囲での効果的な実習内容をご提案いただいており
ます。立場は違えども助産師を育てる思いは一緒であ
ることに気づき、喜びを感じています。
学生たちへは、対象者やその家族、臨地実習先の指

導者をはじめ様々な人々の協力があって今があること
を伝え、日々、感謝の意を忘れずにいて欲しいと思っ
ています。そして私がそうであるように、様々な人と
の出会いが学生たちの今後の糧となってくれることを
願っています。私と学生が出会うのも一期一会である
と思っています。
学生との関わりでは、将来助産師として関わる対象
者がいることを常に意識し、責任感を持って関わる事
を心がけています。学生との振り返りの際は、学生が
臨地実習で体験をしたことをともに客観的に振り返る
こと、できたことは認め、それを積み重ねることで自
信につながり、次のステップへ結び付けられるように、
一方で十分行えなかったことに対しては、具体的行動
レベルで獲得できるように、できる限りスモールステッ
プになるように心がけています。同時に、私も学生と
ともに学び、自己成長を行えるよう努力することが大
切であると考えています。
この度の新型コロナウイルス感染症拡大渦中での経
験は、遠隔会議システム等による出産準備教室や育児
相談会の開催など、助産師業務の方法に少なからず影
響を与えるのではないかと感じています。必要に迫ら
れたことではありますが講義の一部を遠隔で行う機会
を得られたことは、また一つ新しい助産師の可能性を
肌で感じることとなり、ピンチはチャンスだと感じてい
ます。
次世代を担う助産師の教育に携わっていることを常

に念頭におき、周囲の先生方のご指導ご鞭撻を得なが
ら、さらに自己研鑽を積んでいく所存です。最後にな
りましたが、この度は、このような機会をいただき、あ
らためて自己の助産師教育への思いを明らかにするこ
とができました。誠にありがとうございました。
大阪府と京都府の県境の木々の葉も色づきはじめた

自然豊かなキャンパスより。

助産師教育への思い

摂南大学　看護学部　
母性看護学・助産学領域　助教… 飯　田　恵　子
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妊娠中のサイトメガロウイルス（CMV）感染の影響
CMVは、ヘルペス科に属するウイルスであり、通常

は小児期に無症候性に感染し、生涯にわたり潜伏感染
状態で保持される。しかし、HIV感染や移植患者など
の免疫抑制状態では、再活性化し、肺炎や網膜炎等の
日和見感染症をおこす。妊婦においては、初感染や異
なる型の株に再感染すると、経胎盤的に胎児に感染を
起こし、流産、死産や精神発達遅滞・難聴等の神経学
的後遺症を起こす。発生頻度は、全出生数の0.3%であ
り、その内の約10～20%から症候性感染児が出生する。
さらに、出生時には無症候性でも、その後に遅発性難
聴を示す児も存在する。

妊婦はどこでCMVに感染するのか？
CMVはあらゆる臓器に感染し、唾液・尿・乳汁・精液・

頸管粘液等に排泄される。特に乳幼児は、無症候性に
尿や唾液中にCMVを排出しているために、乳幼児の
ケアを行う機会のある妊婦は感染のリスクがある。従っ
て、乳幼児を育児中の妊婦や保育園・幼稚園で勤務す
る妊婦は感染の高いリスクがあることを認識する必要
がある。

妊婦CMV抗体スクリーニングと胎内診断確定までの
流れ
CMVに関する妊婦抗体スクリーニングは、胎内治

療法が確立されていない等の理由から全世界的に推奨
されていない。同様に胎内感染を起こすが、妊婦スク
リーニングを推奨されている風疹とは大きな違いであ
る。これは、風疹には、罹患予防のためのワクチンが
存在することが大きな理由である。即ち、風疹では、
抗体スクリーニングにより同定された風疹抗体未保有
あるいは低抗体価の妊婦に産褥早期風疹ワクチン接種
や妊婦周辺の抗体未保有者へのワクチン接種を推奨で
きる点で、CMVと大きく異なる。
一方で、CMVに対しても、抗体スクリーニングの結

果、CMV抗体未保有が判明した妊婦に対して、子ど
もとの接触の仕方等の衛生指導を行うことにより妊娠
中の初感染を防ぐことができるメリットがあるとされて
いる。しかしながら、抗体スクリーニングは、同時に
CMV…IgM抗体陽性妊婦を同定することになる。CMV…

IgM陽性は必ずしも初感染を意味するわけではなく、
実際にはCMV…IgM陽性妊婦の25%のみが胎内感染の
ハイリスクである初感染である。その他の殆どは数ヶ
月～数年にかけて持続的にIgM陽性を示す（persistent…
IgM）妊婦である。
そこで、CMV…IgM陽性妊婦を初感染とそうでない
妊婦とを区別するために、IgG…avidity検査が行われ
る。この検査の原理は、CMV…IgG…抗体が、感染後の
時間経過と伴に抗原との結合力が強くなることを利用
したものである。抗原との結合力が弱いとIgG…avidity…
indexは低値を示し、初感染を意味することになる。残
念ながら日本では、保険収載された検査ではない。
さらに、IgG…avidity… index低値を示す妊婦には、胎
内感染の確定検査にあたる羊水穿刺によって得た羊水
を利用したpolymerase…chain…reaction（PCR）検査が
勧められることになる。このPCR検査についても保険
収載されておらず、限られた施設で施行可能な検査で
ある。

妊婦抗体スクリーニングと妊婦メンタルヘルスケア
CMV…IgM陽性と判定された妊婦は、強い不安感を

抱く可能性がある。前述したようなIgG…avidity…検査、
羊水PCR検査を受けることができない、あるいは受け
ないことを選択した妊婦にとっては、出産まで不安を
抱えながら過ごすことになる。我々は、妊娠週数、年齢、
経産回数をマッチングさせたIgM陰性・IgG陽性妊婦
とIgM陽性・IgG陽性妊婦の不安度を、STAIを使って
比較したところ、後者の不安度が統計学的に有意に高
かったことを報告している。従って妊婦スクリーニング
を行う場合には、妊婦メンタルヘルスをサポートできる
体制を整えた上で実施する必要があると考える。

新生児に対する検査
現在のところ、全新生児を対象としたCMV胎内感

染のスクリーニングは行われていないが、生後 3週間
以内の新生児の尿中のCMV核酸検出を用いたCMV
核酸検査が2018年 1月より保険適用（保険点数850点）
された。先天性CMV感染のリスクを有する新生児を
対象に確定診断を目的とした定性試験で、等温核酸増
幅法により測定した場合に1回に限り算定できる。

宮崎大学大学院看護学研究科
… 金　子　政　時

先天性サイトメガロウイルス感染症
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先天性CMV感染のリスクを有する新生児とは、①
症状を有する新生児；小頭症、水頭症、脳室拡大、脳
室周囲石灰化、大脳皮質形成不全、肝脾腫、肝機能
障害、黄疸、出血斑、ブルーベリーマフィン斑、聴力
障害（聴性脳幹反応異常）、網膜脈絡膜炎、SGAなど、
②妊娠中にCMV感染が疑われた妊婦からの出生児；
妊娠中の感染徴候（発熱やリンパ節腫脹）、血中CMV…
IgM…陽性や妊娠中の…CMV…IgG…の陽転化、③胎児期
に異常所見があった新生児；胎児発育不全…胎児超音
波検査での異常所見…脳室拡大、頭蓋内石灰化、小頭
症、脳室周囲嚢胞…腹水、肝脾腫…腸管高輝度…などが
挙げられる。

まとめ
CMVは周産期ウイルス感染症の中で、最も頻度の

高いpathogenである。それにも関わらず妊婦抗体スク
リーニングは推奨されていない。このような状況下で、
我々産科医療に携わる医療者に出来ることは、全ての
妊婦に等しく衛生指導を行うことである。COVID-19流
行下で、厚生労働省から新しい生活様式の実践例が示
された。この基本にある「こまめな手洗い・手指消毒」、
「3密の回避」は、妊婦を全ての感染症から守るため
の基本でもある。衛生指導の実践が、CMVの母体感
染にも繋がると考える。

今年度の全国研修会は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため中止となった第45回
全国研修会の講演を是非受講したいという声を受
け、一部ではありますが、WEB上で皆様に配信
する形で開催することといたしました。今年度の
全国研修会のテーマは、第45回全国研修会で提示
されていました「再考、助産教育―専門職の成長
を支える―」とします。
新型コロナウイルス感染症の先行きが不透明な

こともあり、安全を第一に確実に配信できる事前
録画での配信とします。期間中であれば、どの時
間帯でも複数回にわたり閲覧が可能な形とします。

この度は、WEB開催という初めての試みにな
りますが、皆様のご参加を心よりお待ちしており
ます。

日　　程：2021年 2 月下旬（10日間程度）
開催形式：WEB開催

　※…研修内容および参加方法等、詳細につきまし
ては、全国助産師教育協議会ホームページに
てお知らせします。

第4６回　全国助産師教育協議会全国研修会

第46回全国助産師教育協議会全国研修会のお知らせ
中国・四国地区担当校
鳥取県立倉吉総合看護専門学校助産学科… 橋　井　美　紀

日程：2021年 6 月19日（土）・20日（日）
場所：浜松医科大学…講義実習棟…特別講義室
住所：静岡県浜松市東区半田山 1-20-1

昨年の今頃、この同じ書面に2020年の総会開催
場所は浜松とお知らせし、浜松の良いところを書
き連ねておりました。しかし、皆さまもご存じの
ように今年の総会は新型コロナウイルス感染症の
影響で事務所開催となりました。来年2021年は浜
松で通常通り開催できることを願っています。
2021年度は、2022年度からの保健師助産師看

護師学校養成所指定規則の改正に向けて、準備を
していく年となります。今年の総会で承認された
「望ましい助産師教育におけるコア・カリキュラ
ム2020年版」に各校の特徴を組み入れながら、社

会のニーズに応え、かつ女性一人一人のニーズに
応えていくことのできる助産師を養成できるカリ
キュラムの作成を目指します。
新型コロナウイルス感染症は教育にも大きな影

響をもたらしています。今後はwithコロナの生
活の中でいかに効果的な教育を展開していくかが
課題となります。アルフレッド・アドラー（1870-
1937）は「同じ経験をしても意味づけしだいで世
界はまったく違ったものに見える」と言っていま
す。コロナ禍の影響をマイナスの方向だけでなく
意味のある方向に向かわせることが我々の役割だ
と思います。第12回の社員総会では、指定規則改
正による助産師教育について会員の皆様のご意見
をお聞きし、今後の教育活動に活かしていけるよ
う努めていきたいと考えております。

第12回（通算57回）公益社団法人全国助産師教育協議会
社員総会開催のお知らせ

担当
浜松医科大学大学院… 武　田　江里子（浜松医科大学マスコットキャラクター）

**************************************************************************
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令和元年度　第 6回理事会議事次第

日　　時：2019年11月 3 日（日） 9：00～12：15…
場　　所：日本赤十字社助産師学校 6階ゼミナール 1 …
出席理事：村上　明美、渡邊　典子、渡邊　浩子、小川久貴子、
　　　　　久保田君枝、近藤　良子、鳥越　郁代、長島貴久代、
　　　　　野口　純子、正岡　経子
出席監事：猿田　了子、武田江里子
出席幹事：森　　聖美、山﨑　圭子
書　　記：森　　聖美……………………………………………
陪　　席：助産師教育研修研究センター長：平澤美恵子　（敬称略）

議事次第
Ⅰ　会長挨拶

Ⅱ　審議事項
1．総務関係
　 1）2019年度第 5回理事会議事録（案）承認について
　 2）個人会員入会の承認について
　 3）選挙方法・規定に関して
　 4）省庁への要望書
2．広報委員会
　 1）HPのリニューアルについて
3．CLoCMiPレベルⅢ［教員］の更新要件
　 1）CLoCMiPレベルⅢ［教員］の更新要件について
　 2）アドバンス助産師更新要件研修承認について
4．研修会センター運営委員会
　 1）セカンド研修のアドバンス更新要件単位について
　 2）アドバンスの更新要件の課題

Ⅲ　報告事項
1．会計関係
　 1）2019年度の修正予算案
　 2）2020年度事業計画・予算案
2．研修会センター運営委員会
　 1）ファーストステージ研修会
　 2）セカンドステージ研修会
　 3）特定分野実習指導者講習会終了の報告
　 4）e－ラーニングパッケージの申し込み状況
3．国際関連活動委員会
4．教育検討委員会
　 1）2020年 3 月助産学会抄録について
　 2）中部地区研修会チラシ
5．社会貢献委員会
　 1）第 1回社会貢献委員会
　 2）オレンジリボン運動参加校一覧
　 3）災害活動報告
　 4）第34回日本助産学会学術集会
　 5）Nursing…Nowキャンペーンについて
6．将来構想委員会
　 1）将来構想委員会報告
　 2）コアカリキュラム研修会チラシ
7．組織強化委員会
　 1）東京地区研修会（12月21日）について
　 2）未入会校（49校）へのご案内一式
　 3）「ビジョン2015」における事業計画
　 4）2019年度全国助産師教育協議会活動マップ
8．広報委員会
　 1）ニュースレターの発行について
9．資格・専門能力委員会
　 1）…「第103回助産師国家試験の適否の検討」の地区選出委員の照会
　 2）…助産師国家試験問題の作成・登録マニュアル更新版（第 1版

2刷）のHP掲載
　 3）関東甲信越地区研修会報告
10．その他　：平澤センター長より　
　 1）…アドバンス助産師の更新要件を満たす全国助産師教育協議会

主催の研修の在り方について
　 2）事務員の待遇について
　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅳ　その他
1．事務所移転に関して
2．「ヘルシー・ソサエティ賞」候補者推薦について
3．日本看護連盟へのご入会について
4．「NPO法人ひまわり褒章2019」報告
5．「近藤潤子先生シーナカリン王太后賞受賞祝賀会」報告

令和元年度　第 7回理事会議事次第

日　　時：2019年12月 8 日（日）11：00～15：50

場　　所：母子保健研修センター助産師学校 3階教室
出席理事：村上　明美、渡邊　典子、渡邊　浩子、小川久貴子、
　　　　　久保田君枝、近藤　良子、鳥越　郁代、長島貴久代、
　　　　　野口　純子、正岡　経子
出席監事：猿田　了子
欠席監事：武田江里子
出席幹事：山﨑　圭子
書　　記：山﨑　圭子
陪　　席：助産師教育研修研究センター長：平澤美恵子　（敬称略）

議事次第
Ⅰ　会長挨拶

Ⅱ　審議事項
1．2019年度第 6回理事会議事録（案）承認について
2．2020年度の事業計画・予算案について
　 1）予算案について
　 2）事業計画について
3．…「将来ビジョン2015」の実現に向けた加入校のweb調査のアン
ケート調査票について

4．ホームページのリニューアルについて
5．CLoCMiPレベルⅢ［教員］の更新要件について

Ⅲ　報告事項
1．研修会センター運営委員会
2．国際関連活動委員会
3．社会貢献委員会
　 1）第 2回社会貢献委員会
　 2）「健やか親子21」全国大会
　 3）「助産師になる」リーフレットについて
　 4）災害活動報告
　 5）第34回日本助産学会学術集会
　 6）Nursing…Nowフォーラム・イン・ジャパンの分科会について
4．広報委員会
5．将来構想委員会
6．資格・専門能力委員会
　 1）令和元年資格・専門能力委員会
　　・第103回助産師国家試験問題の検討について
　 2）資格・専門能力委員会業務概要
　 3）第103回助産師出題内容適否の担当校一覧
　 4）第103回助産師国家試験問題検討依頼文
7．第45回全国助産師教育協議会全国研修会

Ⅳ　その他
1．事務所移転について
2．情報提供
3．厚生労働省および文部科学省への要望書（案）について

令和元年度　第 8回理事会議事次第

日　　時：2020年 1 月13日（月・祝）13：00～17：00
場　　所：母子保健研修センター助産師学校　 3階教室
出席理事：村上　明美、渡邊　典子、渡邊　浩子、小川久貴子、
　　　　　近藤　良子、鳥越　郁代、長島貴久代、野口　純子、
　　　　　正岡　経子
欠席理事：久保田君枝
出席監事：武田江里子、猿田　了子
出席幹事：森　　聖美、山﨑　圭子
書　　記：森　　聖美
陪　　席：助産師教育研修研究センター長：平澤美恵子　（敬称略）…

議事次第
Ⅰ　会長挨拶
　　
Ⅱ　審議事項
1．総務関係
　 1）2019年度第 7回理事会議事録（案）承認について
　 2）個人会員入会の承認について
2．2020年度の予算修正（案）・事業計画（案）について
　 1）予算案について　
　 2）事業計画について
3．…「将来ビジョン2015」中間評価に向けたアンケート調査票について
4．HPのリニューアルについて
5．CLoCMiPレベルⅢ［教員］の更新要件
6．臨時総会の議案について
7．センター運営委員会
　　　
Ⅲ　報告事項
1．研修会センター運営委員会

公益社団法人　全国助産師教育協議会
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　 1）研修の進捗状況
　 2）次年度カリキュラムについて
2．国際関連活動委員会
　・…令和 2年 4月11日15時～エリザベス・ベア氏の講演を準備
3．社会貢献委員会
　 1）社会貢献委員会進捗状況
　 2）Nursing　Nowキャンペーン資料
4．将来構想委員会
5．2020年度事業計画（案）の確認
6．広報委員会
7．センター運営委員会
　 1）CLoCMiP更新要件について
　 2）eラーニングの申込みに関して

Ⅳ　その他
1）各省庁へ要望書提出
2）新年賀詞交歓会参加の報告
3）新事務所　 2月 1日（土）引っ越し
4）次年度の理事会予定

令和 2年度　第 1回理事会議事次第

日　　時：2020年 4 月11日（土）13：00～16：55
場　　所：全国助産師教育協議会　事務局（ウェブ会議）
出席理事：村上　明美、渡邊　典子、渡邊　浩子、小川久貴子、
　　　　　久保田君枝、近藤　良子、鳥越　郁代、長島貴久代、
　　　　　野口　純子、正岡　経子
出席監事：武田江里子、猿田　了子
出席幹事：森　　聖美、山﨑　圭子
書　　記：森　　聖美
陪　　席：平澤美恵子（助産師教育研修研究センター長）（敬称略）

議事次第
Ⅰ　会長挨拶

Ⅱ　審議事項
1．総務関係

　 1）2019年度地区長会議事録（案）承認について
　 2）2019年度第 8回理事会議事録（案）承認について…
　 3 ）正会員入会・退会・賛助会員・個人会員入会について
　 4）委員会運営規定の改定
　 5）役員選挙管理規定の改定
　 6）社員総会プログラム案
　 7）各委員会報告（議事冊子）
2．将来構想委員会
　 1）…望ましい助産師教育におけるコアカリキュラム（最終案）に

ついて
3．広報委員会
　 1）HPのリニューアルについて
　 2）NL.92号の発刊について…
4 ．CLoCMiPレベルⅢ［教員］の更新要件
　 1）…CLoCMiPレベルⅢ更新要件の指定研修可否に関する審査に

ついて
5．その他
　 1）緊急事態プロジェクトのアドホックでの立ち上げについて

Ⅲ　報告事項
1．総務関係
　 1）臨時社員総会議事録
　 2）みなし決議に関する理事会議事録
2．会計関係
　 1）2020年度事業計画・収支予算の確認
　 2）事務所移転に伴う会計報告
3．研修会センター運営委員会
　 1）ファーストステージ研修進捗状況
4．国際関連活動委員会
　 1）第 4回国際関連活動委員会議事録…
　 2 ）国際関連活動委員会事業報告書
5．社会貢献委員会
6．将来構想委員会
　・…「全国助産師教育機関における助産学実習の実態と課題調査」の
結果報告について

7．組織強化委員会
　 1）…「助産師教育における将来ビジョン2015」に関する会員校の

到達度に関する中間評価報告
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8 ．資格・専門能力委員会
　 1）第103回助産師国家試験分析報告

Ⅳ　その他
1．新型コロナウイルスへの全助協として調査・要望書提出
　 1）…新型コロナウィルス感染症拡大による2020年度助産学実習への

影響について調査
　 2）厚生労働省・文部科学省・総務省へ要望書提出…
2 ．全国研修会報告
3．「ひまわりの会」報告
4．日本助産評価機構の理事推薦について
5．その他
　 1）寄付金について
　 2）地区ブロック会議開催について
　 3）報告書のホームページ掲載について

令和 2年度　第 2回理事会議事次第

日　　時：2020年 5 月24日（日）13：00～17：00　
場　　所：全国助産師教育協議会　事務局　（ウェブ会議）
出席理事：村上　明美、渡邊　典子、渡邊　浩子、小川久貴子、
　　　　　久保田君枝、近藤　良子、鳥越　郁代、長島貴久代、
　　　　　野口　純子、正岡　経子
出席監事：武田江里子、猿田　了子
出席幹事：森　　聖美、山﨑　圭子
書　　記：森　　聖美
陪　　席：平澤美恵子（助産師教育研修研究センター長）（敬称略）

議事次第
Ⅰ　会長挨拶
　　
Ⅱ　審議事項
1．総務関係
　 1）2020年度第 1回理事会議事録（案）承認について…
　 2 ）正会員・個人会員入会ついて
　 3）委員会運営規程の改定
　 4）…役員選挙管理規程の改定、および理事の選挙方法（案）につ

いて
　 5）社員総会プログラム案
　 6）社員総会の会員校への案内状について
2．会計関係
　 1）2019年度決算報告
3．将来構想委員会（鳥越理事）
　 1）…望ましい助産師教育におけるコアカリキュラム（最終案）に

ついて
4．広報委員会
　 1）HPのリニューアルについての今後の見通し
　 2）NL.92号の発刊について…
5 ．文部科学省新設校認可時の基礎資料作成について
　 1）…「助産師国家試験の出題基準」と「指定規則」の照合のため

の資料について
6．アドホック：学内実習指針作成プロジェクト委員会
　 1）助産学実習2020学内実習指針作成（案）について
7．センター運営委員会
　 1）2020年度助産師教育研修研究センター事業について

Ⅲ　報告事項
1．国際関連活動委員会
　 1）国際関連活動委員会議事録
　 2）2020年度事業・活動計画
　 3）モナッシュ大学報告書
2．社会貢献委員会
3．教育検討委員会
　 1）教育検討委員会推進班活動報告
　 2）…助産師教育のコア内容におけるミニマム・リクワイアメンツ

の項目再検討修正版
　 3）…助産師教育のコア内容におけるミニマム・リクワイアメンツ

の項目改正版
　 4）…「現行の助産師教育におけるコアカリキュラム2020」及び「大

学院における助産師教育のモデル・コアカリキュラム」の再
検討

　 5）…「助産学生の看護基礎教育課程における看護技術到達度と実
習実施状況」調査関係

Ⅳ　その他
1．新型コロナウイルスへの全助協として調査報告
　 1）中止/中断となった助産学実習の状況報告
　 2）新型コロナウイルス感染に関する情報提供依頼
2．第34回日本助産学会の教材提供について
3．次年度の総会日程

2020年度　新規入会校等

　総会議事録に掲載できなかった新規機関会員のご紹介をします。

　 1．新規機関会員
　　　　関東甲信越地区
　　　　　・マロニエ医療福祉専門学校　
　　　　中部地区
　　　　　・石川県立看護大学大学院
　　　　　・名古屋学芸大学別科助産専攻
　　　　　・人間環境大学大学院
　　　　中国・四国地区
　　　　　・香川大学大学院
　　　　九州・沖縄地区
　　　　　・第一薬科大学看護学部

　 2．教育課程変更
　　　　北海道・東北地区
　　　　　・札幌医科大学専攻科助産学専攻
　　　　　　（札幌医科大学助産学専攻科）
　　　　東京地区
　　　　　・東京都立大学助産学専攻科
　　　　　　（首都大学東京助産学専攻科）
　　　　九州・沖縄地区
　　　　　・宮崎県立看護大学別科助産専攻
　　　　　　（宮崎県立看護大学看護学部）

　 3．名称変更
　　　　　・佐賀県医療センター好生館看護学院
　　　　　　（佐賀県立総合看護学院）

編 集 後 記
今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を
講じた授業が求められ、助産師教育においてもオンライ
ン授業を取り入れ、 3密を回避する工夫をされるなど、
例年にないご苦労があったことと思います。
このような中、今年度も多くの先生方の協力を得、こ
のニュースレター92号を発刊することができました。
今回のトピックでは、先天性サイトメガロウイルス感
染症について学ぶ機会となりました。この感染症は、胎
内治療法が確立されていないことから、罹患することで
妊婦が大きな不安感を抱くことにつながること、そし
て、その妊婦に対する支援をどのように学生に伝えてい
くかを、現在、注目されている新型コロナウイルス感染
症の感染予防策と関連して考える機会となりました。
今後ともこのニュースレターを通じて会員の先生方と

つながりを実感し、今後の教育・研究活動にお役に立て
ていければ幸いに存じます。全国助産師教育協議会のさ
らなる発展ができますよう、よろしくお願いいたします。

　　　　井上　明子　（愛媛県立医療技術大学）
　　　　井田　歩美　（摂南大学）
　　　　北村万由美　（広島国際大学）
　　　　若井　和子　（川崎医療福祉大学）
　　　　野口　純子　（香川県立保健医療大学）

●助産師教育ニュースレター　第92号
2020年10月1日

発行人　公益社団法人　全国助産師教育協議会事務局
　　　　Japan…Society…of…Midwifery…Education（J.S.M.E）
　　　　会長　村上　明美
　　　　〒160-0003　
　　　　東京都新宿区四谷本塩町7-9　四谷ニューマンション203号
　　　　TEL……03-6384-2075　FAX……03-6384-2076
　　　　（火・木・金　事務局在室）
　　　　http://www.zenjomid.org/
　　　　E-mail…zenjomid.1965@car.ocn.ne.jp

　※事務局は令和2年2月1日に
　　移転しました。

全国助産師
教育協議会
ＱＲコード
http://www.zenjomid.org/
バーコードリーダーで読み取ってください

―…12…―

理事会報告


