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教育理念
本校は、生命に対する深い畏敬の念と豊かな人間性を基盤とし、地域の保健・医療・福祉の分野に
貢献できる看護実践者を育成します。
また、学習者が看護専門職としての知識、技術及び倫理観を身につけ、個々人の持つ力を最大限に
発揮できるよう支援することにより、将来にわたって看護の発展に寄与できる人材の育成をめざします。

教育目的
看護師課程で学んだ能力を基盤に、生涯発達の視点に立って次世代を生み育てる喜びを伝え、その過
程を支援できる助産師を育成する。
他者及び自己を尊重し、学習者が自ら学び続ける力を高めることを支援し、多様な価値観に対応でき
る人間性豊かな助産師を育成する。

教育目標
１．各ライフサイクルにおける生理的変化を踏まえ、性と生殖に関する支援をするために必要な知識と
技術と態度を育成する。
２．科学的根拠に基づいて、周産期の助産過程の展開ができる能力を育成する。
３．安全に分娩介助ができる知識と技術と態度を養い、対象が持っている産む力を自ら発揮できるよう
に支援する能力を育成する。
４．母子保健活動において保健・医療・福祉チームの一員として、多職種と連携及び協働を図る能力を
育成する。
５．専門職業人としての倫理観を養い、対象と自己を理解する姿勢を育成する。
６．多角的に物事を見る力を養い、母子保健活動に関する課題発見能力ならびに問題解決能力を育成す
る。

卒業生の特性
１．柔軟な発想や考え方を持ち自己課題の発見と解決に取り組み、よりよい助産ケアを追求する姿勢を
持つ。
２．保健・医療・福祉チームの一員としての自覚を持ち、より良い次世代育成のための母子保健活動に
貢献する。
３．科学的根拠に基づき、対象が自ら産む力を最大限に発揮できるような支援をする。
４．ケアの対象である女性ととりまく人々の多様な価値観や個性を尊重し、その人らしく生きていくた
めの自己決定を支援する。
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臨地実習の意義
臨地実習は、講義・演習で得た知識・技術を基に対象の状況やニーズに応じた支援能力の向上と対象
の人権を尊重した倫理観・助産観を深める分野である。助産学実習では助産診断能力を強化し、周産期
にある対象の主体性を尊重した支援の実践能力を高める。また、地域母子保健活動を担う者として、女
性とその家族への健康支援・子育て支援における他職種との連携・協働や保健・医療・福祉機関の地域
連携の実際を学ぶ。助産学実習は１年間の学習を統合する位置づけにあり、卒業生の特性に向うアイデ
ィンティティの形成の基盤となる。

実習科目概要
実習科目

単位（時間数）

実習期間

助産学実習Ⅰ

１

病院実習

（妊娠期実習）

（45）

9/１～12/2

実習目的

主な実習内容

・妊娠期、分娩期、産褥・ ・妊娠初期・中期から継続して対象を受け持ち、
新生児期の基礎的な助産

妊婦健診に同行しながら助産過程を実践する。

実践を科学的根拠に基づ

・妊婦健診に必要な技術を実施する。

いて実践する能力と正常

・妊娠各期の保健指導、診察や検査を見学する。

からの逸脱を予防するた

・妊娠期の集団指導を見学する。

助産学実習Ⅱ

３

めの助産過程の展開、個別

・分娩期にある対象を受け持ち、助産過程を実

（分娩期実習）

（135）

性を尊重した継続支援の

践する。分娩介助を７例（もしくは８例）実施

実践能力を修得する。この

する（分娩第１期～分娩後２時間までの支援）
。

過程を通して助産師の責

・新生児出生直後ケアを３例以上実施する。

務と規範を学び、助産師と

・分娩期におけるチーム連携を学ぶ。

してのアイディンティテ

・分娩期（分娩介助含む）から１か月健診まで

ィを育む。

継続して２例受け持ち、助産過程を実践する。

助産学実習Ⅲ

４

（産褥・新生児

（180）

NICU 実習
７/28・29

期実習）

・産褥期の対象に保健指導を実施する。

＊いずれか１日

・退院後の継続支援の実際を学ぶ。
・ハイリスク母子に対する援助の実際を学ぶ。

助産学実習Ⅳ

１

・妊娠中期から母子の１ヶ月健診まで継続して

（継続事例

（45）

１事例受け持ち、対象の助産過程を実践する。

実習）
助産学実習Ⅴ

１

オリ 8/4・8/5

・助産所の管理運営と地域

・助産所での管理、運営の実際、助産所が行う

（助産管理

（45）

＊いずれか１日

母子保健活動等の実際を

地域母子保健活動に参加し、他施設、多職種と

実習）

本実習

12/5～12/23

学び、助産所での妊娠期、 の連携や協働の実際を見学する。
分娩期、産褥・新生児期の
助産実践を通して助産師
の責務について発展的に
考える能力を修得する。

助産学実習Ⅵ

１

合同オリ 4/15

・地域の母子保健活動や継

・合同オリエンテーションを受ける。

（地域母子保健

（45）

本実習

続支援の実際を知り、母子

・保健センター等における母子保健事業に参加

実習）

1/16～20

保健をめぐる法律、制度、 し実際を学ぶ。
施策を理解し、多職種と連
携・協働し、子育てを支援
する能力を修得する。

合計

11（495）
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実習全体の概要と諸注意
Ⅰ

学習のとらえ方
学校

実習施設

学校

卒業後

国
家
試
験

学内で学習した内容を五
基礎的な知識・技
術を学習する場

感で確認し、学習した知

実習での体験の裏付

識や技術を総動員させて

けや学問的な意味を

実際に対象へケアを提供

確立していく場

自ら学習し、知識・技術
を発展させていく場

する過程で体験を振り返
って学ぶ場

Ⅱ

て、実際に対象へケアを
臨地実習における学習

１．学びのスタンス

聞く

実習での学び方

見る・やってみる

考える

つなげる

見る ➡ 一緒に実施 ➡

できる

見守りのもと一人で実施

２．実習のすすめ方
１）実習準備のために必ず実習要項を熟読する。
２）各科目の実習目的・到達目標・評価表・評価ガイドを確認し、計画的に学習をすすめる。
３）実習中は決められた時期に教員と面接を行い、自己の課題を整理して実習に臨む。

Ⅲ

帰校日
実習状況に応じて、帰校日を設ける。

Ⅳ

協定書について
臨地実習は、学校と実習施設が実習に関する協定書（次頁参照）を交わし、信頼関係の上で成り立
っているため、場合によっては実習の受け入れを中止することがある。
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学生の臨地実習に関する協定書
神奈川県立衛生看護専門学校長（以下「甲」という。）と«実習施設名»«役職»（以下「乙」という。）
とは、甲の助産師学科学生（以下「実習生」という。）が乙において行う保健師助産師看護師学校養成
所指定規則に基づく臨地実習について、次のとおり協定を締結する。
（臨地実習等）
第１条 乙は、甲の依頼に基づき、実習生を受け入れるものとする。
２

甲は、乙に対して毎年度、実習の開始前に実習計画表及び実習生の名簿を提出するものとする。

（実習謝礼金）
第２条 甲は、乙に対し実習謝礼金として実習生１名につき１日
義料相当

円及び分娩介助１件につき講

円を支払うものとする。

（健康管理状況）
第３条 甲は、実習生の健康管理状況を確認したうえで実習させるものとする。
２

甲及び乙は、実習生の健康管理状況に異常を認めたときは、協議の上、当該実習生の受入れを中止

若しくは延期することができるものとする。
（諸規程の遵守）
第４条 甲は、実習生に乙の諸規程を守らせて、実習をさせるものとする。
（守秘義務）
第５条 甲は、実習生に対し、実習期間中に知り得た秘密について、実習期間中はもとより実習終了後
においても守秘義務を負わせるものとする。
（保険加入）
第６条 甲は、実習生に対し、実習中に傷害を負った場合及び過失によって賠償責任が生じる場合に備
え、あらかじめ、これら傷害を補填する保険に加入させるものとする。
（損害賠償）
第７条 実習生の故意又は過失により乙の施設備品等を損傷した場合は、甲は、乙からの請求に基づき、
その損害を賠償しなければならない。
２

実習生の故意又は過失により第三者に損害を与えた場合は、甲はその賠償の責を負うものとする。

ただし、実習生が乙その他の者と連帯して損害賠償の責を負うときは、実習生の負担割合の限度におい
て賠償の責を負うものとする。
（実習の負傷・疾病）
第８条 実習生が、実習中に負傷し、若しくは疾病に罹患した場合は、甲において対応するものとする。
ただし、負傷又は疾病が乙若しくはその被用者の故意又は重大な過失に基づき発生した場合はこの限り
ではない。
２

実習生が、実習中に針刺し事故等感染症に関わる事故にあった場合の取扱いについては別途定める

ものとする。
（事故発生時の対応）
第９条 事故が発生した場合は、甲及び乙は速やかに適切な措置を講ずるものとし、その取扱いについ
ては別途定めるものとする。
（個人情報の保護）
第１０条 甲は、この協定による実習を実施するに当たり、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護
のために別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
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（受入れの中止又は延期）
第１１条 乙は、次のいずれかの事由に該当するときは、甲と協議のうえ、実習生の受入れを中止又は
延期することができるものとする。
（１）災害その他やむを得ない事由により、乙が実習生の受入れを継続することができないと認められ
るとき。
（２）甲又は実習生がこの協定の条項に違反したとき。
（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定の履行について疑義が生じた場合は、甲乙協議のう
え定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙両者記名押印のうえ各１通を保有するもの
とする。

〇〇年〇月〇日

甲 横浜市中区根岸町２－８５－２
神奈川県立衛生看護専門学校
校長 〇〇 〇〇
乙 ＜実習施設＞
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Ⅴ

実習における注意事項

＜基本姿勢＞
１．実習の目的・目標が達成できるようグループメンバーと協力し、主体的に学習を進める。
２．日々の目標を明確にし、実習準備（計画立案・事前学習等）を行ってから臨む。
３．助産師学生として医療チームの一員であることを自覚した行動をとる。
＜諸注意＞
１．健康管理について
①感染症予防対策（うがい・手洗い・マスク着用等）を確実に行う。
②起床時・施設到着時・昼食時・帰宅後に体調チェックを行い、健康管理チェック表に記載する。
③体調が優れない、症状（37.0℃以上の発熱・頭痛・咳などの風邪症状、下痢・嘔吐等の消化器症状、
眼脂・充血等の症状、発疹・発赤等の皮膚症状）を認めた場合は速やかに受診行動をとり、受診結
果を担当教員へ報告する（状況により診断書を記載してもらう）
。
④感染症が疑われる時は実習しない（実習病院に行かない）
。感染症に罹患した恐れがある場合は、
．．．．
病棟に入る前に担当教員に連絡・相談し、医療機関を受診して診断を受ける。診断を受け、感染症
が否定された時は『受診結果報告書』＊を医療機関で記載してもらい、その内容を教員に報告する。
また感染症に罹患していることが判明した場合、速やかに教員に報告する。
⑤感染症に罹患し、治癒が確認されれば実習を再開する。その際は『「学校における感染症」治癒証明
書』＊を受診した医療機関で記載してもらい、担当教員もしくは指導者に提出し許可を得る。
⑥実習中に、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症、ロ
タウイルス感染症など）
・結核・百日咳等の感染症（またはその疑い）と診断された人の濃厚接触者
（家族・同居人）になった場合は、必ず実習施設や学校に行く前に担当教員へ連絡し指示を受ける。
⑦インフルエンザワクチンにおいては接種することが望ましい。
＊『受診結果報告書』
『
「学校における感染症」治癒証明書』はホームページからのダウンロード可

２．欠席・遅刻・早退の連絡について
１）実習施設（施設によって連絡場所が異なるのでオリエンテーション時に確認）へ連絡を入れる。
２）担当教員の実習用携帯電話へ連絡を入れる。
３）早退に関して、実習施設に教員が不在の場合は実習用携帯電話に連絡をする。
４）体調不良で欠席・遅刻する場合、次の事項を具体的に報告する。
①感染・感染疑い・濃厚接触者（家族・同居人等）について
・誰が（本人、家族・同居人・友人等） ・いつから、どのような症状が出ているのか
・どのような経過をたどっているか

・発症までどのような行動をとったか

・どのような対処（治療、処方、隔離）をしたか
②現在の具体的な症状
・濃厚接触者にあたる家族の状況や、家族の勤務先や学校の状況を聞くことがある。
３．安全について
実習施設は病院・助産所（実習施設一覧参照）など県内全域に位置しており、分娩には２４時間体制
で関わることになるため、夜間に実習施設へ行くことや帰宅することもある。公共交通機関がない時
間帯の場合には、タクシー等を利用（交通費は自費）し、安全を第一に考えて行動する。
４．実習施設の利用について
①決められた場所で更衣・休憩し、施設の設備は大切に使わせていただく。
②実習期間中は掃除分担を行い、施設の美化に努める。
③施設の鍵（カードキー）やロッカーキーを紛失しないように責任を持って各自管理する。
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④施設内移動時は患者・他の医療者の迷惑にならないよう注意して歩行する。
⑤施設内移動時や売店・食堂では、会話内容に注意する。
⑥実習施設へのバイク・自動車通学は禁止する。
（自転車の利用は施設への確認が必要）
⑦病棟内へのノートパソコンやタブレットの持ち込みは禁止する。（但し電子辞書は可）
⑧実習時間外の施設への立ち入りは事前に確認し許可を得る。（指導者・教員へ）
５．接遇について
①私語は慎み、対象者に不快を与えない。その場の状況に応じた言葉遣い・態度に留意する。
学生同士はニックネームを使わず「○○さん（名字）」と呼び合う。
②実習中の携帯電話の使用・病棟への持ち込みは原則禁止とする。
６．服装・身だしなみについて
①実習病院への登下校の際の服装は、華美にならないものとする。
②化粧は薄めでナチュラルなものとする。
③ユニフォームは原則として毎日着替え、学校規定の物を着用する。シミ・しわ・ほころび・ボタン
が取れていることがないようにする。また、ユニフォームは血液・羊水などで汚染される可能性が
あるため、着替えを病院に用意しておく。（教員が確認済の看護学校時代の白衣可）
④ナースシューズは汚れのないものとし、靴下は白を基調とした無地の物を着用する。（くるぶしが
隠れるものを着用する）
⑤爪は短くし、装飾品を外す。援助内容に応じては腕時計をはずす。
⑥屈んだ時にユニフォームのポケットから物が落ちないようにする。
⑦髪型は襟元にかからないよう短くするか、長い場合は後ろに紺または黒のゴムでひとつにまとめる。
前髪は目にかからないようにするか、ピンで留める。髪の色は黒または黒に近い自然な色とし、
常に清潔を保つ。バレッタ・髪をまとめるネットはリボンなど飾りの付いていない黒いものとし、
ヘアクリップは禁止する。また、夜会巻き・二本結びは禁止とし、シニヨンは耳より下につくる。
⑧助産院・保健センター等の実習は、指示された服装とする。
７．対象者との関係について
①対象者とは、適切な距離感を保ちながら接する。
・謝礼は受け取らない。
・対象者の金銭は原則として扱わない。
・手紙等は渡さない。
・対象者からの手紙、物は受け取らない。
・実習以外の場で対象者に会わない。
②対象者の家族、関係者とも同様である。
③学生の連絡先や必要以上のプライバシーを伝えない。
④写真やビデオ等には極力映り込まないように努力する。
＊①～④について、学校の規則で禁止されていることを伝え、丁寧にお断りする。
＊やむを得ず写ってしまった場合は、速やかに担当教員に報告する。
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Ⅵ

助産学実習における個人情報(実習記録)の取り扱いについて

個人情報の取り扱いに関する基本理念
臨地実習中に知り得た患者（利用者）の個人情報は、プライバシーにかかわることであり、学生であって
も守秘義務がある。さらに、守秘義務や個人情報に関しては、法令等においても規定されている内容があり、
法令を遵守することも忘れてはならない。

個人情報とは
（法第 2 条第 1 項、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
令和２年 10 月一部改正、厚生労働省）

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の
記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それによ
り特定の個人を識別することができるものを含む。）
、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
「個人に関
する情報」は、氏名、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、
肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされ
ている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているか否かを問わない。
また、例えば診療録には、患者について客観的な検査をしたデータもあれば、それに対して医師が行っ
た判断や評価も書かれている。これら全体が患者個人に関する情報に当たるものであるが、あわせて、当
該診療録を作成した医師の側からみると、自分が行った判断や評価を書いているものであるので、医師個
人に関する情報とも言うことができる。したがって、診療録等に記載されている情報の中には、患者と医
師等双方の個人情報という二面性を持っている部分もあることに留意が必要である。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存
する個人に関する情報となる。
本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する医療・介護関係個人情報を対象とするものであり、
診療録等の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する。

参考 個人情報取り扱いに関する法律・規定
保健師助産師看護師法（第 42 条の２）
保健師、看護師または准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看
護師でなくなった後においても同様とする。
保健師助産師看護師法（第 42 条の３）
１．第 42 条の２の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6 ヵ月以下の懲役または 10 万円以下の罰金に処す
る。
２．前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
看護師の倫理綱領（日本看護協会 ２００３）
１．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳および権利を尊重する。
２．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判断のもとに行う。
刑法第 134 条（秘密漏示）
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱っ
たことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6 ヵ月以下の懲役または 10 万円以下の罰金に処する。

個人情報は「文字化しているもの」と「文字化していないもの」に分類される。
１． 文字化しているもの
診療録、処方箋、手術記録、助産録、、母子手帳、検査所見記録、照射録、X 線写真、紹介状、
退院時サマリー、調剤録、検査台帳、日報、月報、メモ等
２． 文字化されていないもの
情報収集の中で知り得たデータだけでなく、判断、評価なども含む。
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１．実習における個人情報の取り扱い
実習記録等に記載した内容や思考は、患者（利用者）等の個人情報そのものであることを認識する。
通常、個人情報は実習施設外に持ち出すことを禁止しているが、実習記録等は学習の観点から特別な取り
扱いとなっている。実習記録等の管理については、紛失、漏洩がないよう厳重に管理し、臨地実習で知り
得た個人情報は学習目的以外に利用しないこと。匿名性の配慮をしていても、匿名性は確保できない内容
であるという認識の上で管理を行う。

１） 実習前の準備
・メモ帳の準備：メモ帳にキーチェーンをつけて、白衣のベルトにつけ、実習中は外さない。
リングチェーンではないメモ帳を使用する。
・実習記録の準備：使用する実習記録に 2 穴あけ、指示された 2 穴ファイルに綴じて準備する。
・実習記録用紙には事前に 2 穴をあけておく。

２）実習中の個人情報の取り扱い
（１）実習記録について
①実習記録・メモ帳の患者氏名は、全て「A 氏」とし、外来 ID、イニシャルの記載は禁止する。
②住所・氏名・生年月日・遺伝情報・病院名など個人が特定されるものは書かない。
③不必要な情報、不確実な情報は記載しない。実習において最低限必要な範囲の情報を収集する。
④資料をコピーする時は必ず 2 人以上で行い、お互いに用紙の置き忘れがないか確認し合う。
⑤実習施設と学校のコピー機以外は使用しない。自宅で用意した資料は 2 穴をあけて、ファイルに
綴じて施設に持参する。
⑥資料はコピーした部数を確認し（資料の右上に、例えば 6 部印刷した内の何部かわかるように○/６
と書く）
、原則として会の終了後に回収し、文書破棄手続きに則り破棄する。
⑦個人情報が書かれている記録ファイルやメモ帳、資料は全てファスナー付メッシュバッグに入れて持
ち歩く。
⑧記録提出時は、記録ファイルを提出用メッシュバッグに入れて教員へ提出する（実習記録のみ単独で
提出しない）。記録ファイルから記録類を取り外さない。
⑨実習記録の指導者・教員からの返却の確認は「実習記録管理表」で各自がチェックしていく。
⑩実習記録は、全て手書きで記録する。
（シャープペンシル・フリクションボール可。ただし、承諾書はボールペンで記載のこと）
⑪実習の記録は公共の場（図書館、電車・バスなどの中、レストラン・カフェ・ファストフード店、
公園、駅のホーム、デパートの休憩所など）では行わない。
⑫実習記録・メモ帳内容のファックス・メールのやりとりは厳禁とする。
⑬実習記録の紛失、情報の口外等が発生した場合は速やかに担当教員・臨床指導者へ報告する。
⑭教員へ実習に関する報告・連絡・相談をする場合は、直接口頭（不在時は実習用携帯電話に）で行い、
メールで行う場合は個人が特定されない内容（事実：
「生まれた」
「連絡ください」など）のみとする。
なお、内容とともに時間帯も考慮して教員へ連絡する。
⑮複写した実習記録の取り扱い（ミスコピーも含む）
：指導者・教員の許可を得て施設のシュレッダーで
破棄する。実習記録チェック表に記載する。
⑯実習終了後にすべての実習記録・メモは学校に提出する。

（２）電子カルテおよびパスワード等の取り扱い・・・施設の取り決めに従って利用すること。
①発行された個人ＩＤまたはログインカード等、アクセスに必要な媒体は厳重に管理すること。
他者の目に触れないようにする（メモノート表紙の裏側に貼付する等）
カードタイプのものは所持する学生を限定する。専用の紐付きケースに入れて保管・所持すること。
②使用（アクセス）にあたり、入力・確定はしない。使用権限を守り参照のみとする。実習で必要な情
報以外へのアクセスは、個人情報の保護に関する規程や提出された誓約書の内容に違反となるため、
絶対に行わないこと。ログイン履歴（誰が、いつ、誰のカルテを閲覧したのか）が記録されるため、
その自覚と責任をもち使用すること。
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③施設から発行されたＩＤ（記載された用紙等も含む）またはログイン用カード等を紛失した場合は、
速やかに担当教員および指導者に報告すること。

３） 実習終了後の個人情報の取り扱い
実習で知り得た情報は実習終了後、あるいは卒業後であっても個人情報保護の観点は永久に継続するこ
とに留意する。病院やカンファレンスの場以外では、対象者や施設について話さない。
（通学途中車内・更
衣室等）ブログやソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等への投稿も厳禁とする。
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Ⅶ

インシデント・アクシデント発生時の要因分析及び報告のガイドライン

【要因分析】
目的：学生の安全及び受け持ち患者の安全を守るために、インシデント・アクシデントの要因を
分析し、現実的な対策（教育・指導及び臨地との連携等）を立案・実施すること。
対象および内容：受け持ち患者・学生に関する内容
（受け持ち患者に関する以外の物品の破損・紛失等は除く）
本校において報告が必要なインシデントとは
↓
「実習の場で、誤った看護行為などが、患者に実施される前に発見されたもの、
あるいは誤った看護行為などが実施されたが、結果として患者に影響を及ぼす
に至らなかったもの。また患者及びその家族等の個人情報の漏洩に結びつく行
為も含む。
」
以上の範囲の事象はインシデントとして取り扱うこと。
１．インシデント・アクシデントの発生の経緯を、事実に基づき時系列に把握する。発生以前の
事であっても、関連する事象についても把握する。把握する方法は、当該学生及び事象に関
連する他の学生や臨床のスタッフより、インタビュー及び現場検証により把握する。
但し、この時に当該学生を責めるような態度は厳禁である。
２．分析の視点は、学生側の要因だけでなく、患者側の要因、物理的環境要因、指導環境要因に
ついても分析する。この時に、
「不注意だったから」、
「学生が認識をしていなかったから」
、
「指
導が不充分だったから」などの分析ではなく、
“なぜ、注意が払われなかったのか？”
“なぜ、
学生は認識していなかったのか？”、“なぜ、充分な指導が行われなかったのか？”という根
本原因を明らかにすること。要因は 1 つであることはないため、多角的に分析すること。
３．今後の対策は、要因分析であきらかになった根本原因を取り除く、又は軽減する方策をでき
るだけ具体的に立案すること。
４．患者影響レベルが３ｂ以上の事例の場合は、副校長が招集した職員により要因分析を実施す
る。
【報告】
１．第一報の報告は“学生便覧（事故等発生時の対応）”に則って、速やかに報告する。
２．インシデント・アクシデントが発生したら、当該学生の精神状態を把握し、可能であればで
きるだけ早くにインシデントカンファレンスを実施し、学生がより深く要因分析できるよう
にする。
３．当該学生にインシデント・アクシデント報告書＊による振り返りを促し、原則発生日１週後迄
に受け取る。
４．教員は、インシデント・アクシデント報告書を作成し、学生のインシデント・アクシデント
レポートを添付し、学科長に提出する。（原則発生日１ヶ月後迄に提出）
＊『インシデント・アクシデント報告書』『ふりかえりレポート』はホームページよりダウンロード可

11

Ⅷ

臨地実習における臨床指導者と教員の役割

臨床指導者の役割
１）学生がよりよい臨床実習ができる人的・物的環境を整える。
①臨床指導者間で指導の継続性をはかる。
②看護師長・副師長（主任）
・スタッフ間での連携を密にし、実習指導の調整をする。
③学校（教員）との連携を密にし、調整する。
④学生の受け持ち患者と学生との関係を調整する。
⑤他部門との連携を図り、調整する。
⑥看護技術に必要な物品の準備、整備する。
２）学生の看護への意欲、学習意欲を促進させ、能力の向上に向けて支援する。
①学生が自己の能力を最大限に発揮できるように関わる。
②学生の過度の緊張を取り、よき相談者になる。
③看護実践者としてのモデルになる。
３）患者の安全・安楽を守る。
①個々の患者に合った看護ケアの実践ができるように指導する。
②実践した看護を学生が自己評価できるように指導する。
４）専門職業人を目指す学生としてふさわしいマナーを身につけ、よりよい人間関係を発展できる
ように指導する。

教員の役割
１）臨地実習において以下の機能を果たす。
①当該実習に関して、学生指導と評価の責任を持つ。
②講義で学んだことと臨地での体験を結びつけられるように支援する。
③実習指導者・スタッフとの連携を図り、学生の学習効果が上がるように実習環境を整える。
④学生の学習上の課題や問題を把握し、学生の学習を支援する。
⑤カンファレンスの参加や必要時学生とともにケアに参加し、学生の学習を支援する。
⑥学生の受け持ち患者と定期的または、必要時面接し、学生や指導者にフィードバックし、情報を
共有する。
⑦患者の安全・安楽の確保のため、学生の能力を把握し、学生の看護実践に伴う危険性を予測し、
指導するとともにその情報を指導者と共有する。
⑧学生の健康状態を把握し、学生と患者の安全を守る。
⑨実習の目的・目標の達成状況を評価し、学生自身が自己の課題を明らかにできるように支援する。
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病院実習概要

病院実習概要
１．実習目的
妊娠期、分娩期、産褥・新生児期の基礎的な助産実践を科学的根拠に基づいて実践する能力と正常
からの逸脱を予防するための助産過程の展開、個別性を尊重した継続支援の実践能力を修得する。
この過程を通して助産師の責務と規範を学び、助産師としてのアイディンティティを育む。
２．実習構成
病院実習

単位数

時間数

助産学実習Ⅰ
助産学実習Ⅱ
助産学実習Ⅲ
助産学実習Ⅳ
計

１単位
３単位
４単位
１単位
９単位

４５時間
１３５時間
１８０時間
４５時間
４０５時間

※助産学実習は、時間数を消化
するだけではありません。
規定分娩介助数・新生児直後
ケア数の達成と実習内容の充実・
課題達成のためには左記の実習時
間の限りではありません。

３．実習期間・実習時間
期間 9 月 1 日（水）～12 月２日（金）
時間 原則８：３０～１６：００（休憩時間除く 6.5 時間）
１）状況により延長実習を行う場合がある。
２）状況により夜間及び、土日祝日に実習（待機も含む）を行う場合がある。
３）延長実習を行った場合は状況に応じて休憩時間を調整する。
４）夜間及び、土日祝日に 6.5 時間を超えて実習を行った場合は休日を調整する。
５）助産学実習Ⅲ（分娩産褥期事例①・②）
・助産学実習Ⅳ（継続事例）の受け持ち期間は、土日
祝日も半日を目安に実習を行う。
６）規定実習日以外の実習（時間外など）は事前に申し出て許可を得る（手続きは以下 4．を参照）。
７）時間換算：実働実習時間を 30 分単位（原則、端数切り捨て）で、昼休憩を除いて加算する。
●延長実習の時間加算については、担当教員や指導者と相談し時間を調整する。
但し、助産学実習Ⅱに関しては、原則、最大、胎盤娩出後３時間までとし、それ以降は教員
と相談とする。
●分娩介助等で昼食時間が 30 分以内の場合、
「昼食 30 分」と実習内容に記載し、30 分単位
で加算する。
（別紙の科目別実習時間表を参照のこと）
４．実習の進め方
１）学習
①自己学習ノートを作成するなど、事前・事後学習を心がける。
②わからないことや学習方法については、積極的に指導者・教員等に相談する。
③グループ毎に共有ノート・ファイル等を作成し、配布資料をファイリングして活用するなど、
メンバー間で学びの共有を図る。
２）実習計画
①実習開始前に助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに対する各自の実習計画を立てる。
②助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを計画的に実施する。
③日々の実習目標を明確にして、準備（学習・記録）を行って臨む。
④実習開始時点で「それまでに必要とされる記録が未記入」「当日の実習計画が不十分」等、
効果的な学習準備がされていない場合は、その日の実習を中止することがある。
⑤実習開始前にグループメンバー間で一日の行動計画の調整を図り、カンファレンスの時間など
の計画を立てる。
⑥その日の実習終了前にグループメンバー間で翌日の調整や連絡・日々の学びの共有などを行う。
３）初日オリエンテーション：実習初日はオリエンテーションを受ける。
内容：病院オリエンテーション・病棟オリエンテーション（産婦の入院から退院までの流れ・
分娩時の使用物品・準備などを含む）産科外来・小児科外来・手術室等のオリエンテー
ションなど
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４）面接
＊実習開始・中間・終了時に学生・指導者・教員との三者で面接を行い自己の課題を明確化する。
５）日々のカンファレンス
①病院実習中はできるだけ毎日カンファレンスを行い、学びの共有や相談の機会とする。
②学生が主体的に計画し運営する。
③カンファレンスを計画した時は、事前にメンバー・指導者・教員と時間や場所の調整を行う。
④テーマは分娩介助、新生児出生直後ケアの学びの共有や妊娠期事例・分娩産褥期事例・継続事
例のアセスメントや保健指導案の検討等、自己やグループの学習にとって効果的な内容とする。
⑤カンファレンスの記録はグループの共有ノートにテーマ・参加者・内容を要約して記載する。
６）実習中に必ず行うカンファレンス
①テーマカンファレンス（各自で１回以上）
実習開始～：実習中の経験から、学習を深めたいテーマを検討する。
～10 月：テーマに沿って資料を作成し、カンファレンスを計画し実施する。
カンファレンスで明らかにしたい事が分かるように資料を作成し、事前に参加者へ配布する。
②退院時カンファレンス（各自で３事例）
分娩産褥期事例①・②・継続事例の退院日以降の早い段階で、産後健診などの継続支援に向け
た支援の方向性を検討する。
分娩期産褥期事例①・②・継続事例の退院までの経過や支援の実際、自分がカンファレンスで
明らかにしたい事などが分かるように資料を作成し、事前に参加者へ配布する。
③安全カンファレンス（グループで１回以上）
実習開始後の早い段階で実施する。
分娩介助１例後や産褥シャドウイング実習後、外来実習後など、実習場におけるリスクをメン
バーや指導者・教員と共通認識し、安全対策を協議する。
各自で事前に「安全対策ノート」
（様式 18）を記載し、カンファレンスに臨む。
※①～③のカンファレンスは学生が主体となり計画性を持って準備する。
※①～②の資料は右上にナンバリング
（例えば 6 部印刷した内の何部かわかるように○/６と書く）
して誰に何番が渡るのか把握して配布する。
※資料は個人情報を含まない場合のみ PC での作成を可とする。
７）グループ間の調整
①学習を円滑に進めるためにリーダーを設け、学生・指導者・教員との調整を図る。
②グループメンバーとの連携に努め、各自が役割意識を持って実習に臨む。
８）まとめの会：実習最終週をめどにまとめの会を計画し実施する。
①事前に指導者・教員と参加者・日時・場所の調整を図る。
②資料を作成し、ナンバリングしたものを、前日までに参加者へ配布する。
Ａ4 サイズ横書き（個人情報を含む場合は PC 不可）のレポート用紙を使用する。
実習グループで 1 枚、表紙を作成する。表紙は学習ガイドを参考にし「助産学実習Ⅰまとめの
会資料」とし、
「まとめの会」の日時、学校名、学生氏名を記載する。
まとめの会の資料は、実習における自己の経験を学術的な視点で振り返り学びをまとめる。
資料には次の（1）～（5）それぞれの内容を含み、各内容にテーマをつけ記述する。
（1）妊娠期実習での経験から学んだこと
（2）分娩期実習での経験から学んだこと
（3）産褥・新生児期実習での経験から学んだこと
（4）継続事例実習での経験から学んだこと
（5）病院実習を通し「助産について考えたこと」と「今後の自己の課題」

※カンファレンス等の資料は原則として終了後に回収し、実習記録チェック表でチェックし文書
破棄手続きに則り破棄する。
（指導者等が責任を持って処理する場合を除く）
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９）帰校日について
実習を効果的に進めるために帰校日を設ける。
帰校日と分娩産褥期事例実習日・継続事例実習日が重なる場合は、担当教員と相談し調整する。
学内で、個人情報保護の確認・助産師に求められる実践能力のチェック・テーマカンファレンス
の準備・知識や技術の共有などを行う。
10）実習における技術について
①原則として指導者・教員の見守りの元で実施する。
②初めて実施する技術・未熟な技術に関しては、指導者・教員と共に実施する。
③注射・点滴の準備・実施・管理、採血などの身体の侵襲を伴う検査は行わない。
④注射・点滴以外の与薬（新生児の点眼）は、指導者とともに行う。
K2 シロップ投与は、学生は実施せずに見学のみとする。
５．時間外実習等の連絡調整方法と実習に必要な書式について
１）時間外実習について
①延長実習
指導者に相談

管理者からの許可

時間外実習願い提出

＊延長実習が可能か否かを 15:00 頃までに指導者に確認する。
＊時間外実習願いを提出（提出先は施設に確認する。状況によりメンバーが代行で記載可）
。
＊時間外実習願いは、学校指定用紙を使用する。
＊実習中の休憩時間については、指導者・教員と調整する。
＊担当教員不在時は、教員にも連絡する（延長実習終了時も）
。
②実習日以外の実習
実施する場合：助産学実習Ⅲ（分娩産褥期事例）
・助産学実習Ⅳ（継続事例）の入院期間・
分娩介助のための待機実習
指導者に相談

管理者からの許可

時間外実習願い提出

＊日時、目的を明確にして報告・相談・調整する。
＊時間外実習願いを提出（提出先は施設に確認する。土日祝日の実習分は事前に提出しておく）。
＊両親学級などの各種教室に土曜日に参加する場合も提出する。
＜以下、①の延長実習に準ずる＞
③実習時間および翌日の実習
＊実習時間および翌日の実習については、指導者・教員と相談をして調整する。
２）他部門との連絡調整
対象部署：産婦人科外来・小児科外来（外来実習）、手術室（帝王切開の見学）
指導者に報告・相談
学生

指導者

病棟管理者

他部門

＊対象部署で実習を行う場合は、必ず前日までに指導者・教員に相談をする。
＊連絡調整は指導者を通じて行い、施設からの要請がある場合、見学願を提出して実習を行う。
３）学校指定用紙とその取扱い：各実習病院用ファイルにはさんである。
①ファイリングリスト・災害発生時行動マニュアル
②事故・感染症に関する事故発生時の対応（臨床実習）
③安否・情報メモ
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④ふりかえりレポート
⑤インシデント・アクシデント報告書
⑥事故及び感染症発生報告書
⑦「学校における感染症」結果報告書
⑧「受診結果報告書」
⑨時間外実習願い
⑩見学届
⑪臨床実習へのご協力のお願い（2 枚複写）
１枚目：施設で保存
２枚目：受け持ち事例に渡す
※施設所定の様式がある場合は、それを使用する。その場合の取り扱いは施設の方法に準ずる。
⑫借用物品一覧記入用紙
６．学校からの借用物品の管理
１）借用物品一覧記入用紙に記載して借用し、借用中は責任をもって管理する。
（借用物品に氏名を記載しないこと）
２）借用物品を破損・紛失などした場合は速やかに担当教員・指導者へ報告する。
３）必ず決められた日時に返却する。実習終了時に必ず所在の確認をしてから実習を終えること。
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臨地実習へのご協力のお願い

神奈川県立衛生看護専門学校 助産師学科学生の臨地実習へのご協力をお願い致します。
学生は看護師の資格を持ち、助産師をめざし学習を重ねています。
実習では助産師の指導のもとに妊婦･産婦･褥婦及び新生児の援助を中心に学習をします。
なお、実習にあたり以下の基本的な考え方で臨むことにしております。助産師教育の必
要性をご理解いただき、ご協力をお願い致します。
１．学生が援助を行う場合は事前に説明を行い、患者様の同意を得ます。
２．学生が援助を行う場合は安全性を最優先とし、事前に教員や助産師に援助内容を確認
して、助言や指導を受けた後に行います。
３．学生の実習に関する意見・質問などがあれば、いつでも教員や助産師に直接尋ねるこ
とができます。
４．学生の受け持ちに同意していただいた後も、受け持ちのお断りや学生が行う援助を断
ることができます。なお、断ったことを理由に看護および診療上の不利益な扱いをう
けることはありません。
５．学習の目的で診療記録などを見せていただきますが、臨地実習を通し知り得た患者様・
ご家族に関する情報については、これを他にもらすことがないよう取扱いには充分注
意し、守秘義務は厳守致します。また、実習に関することは、一切ソーシャルメディ
アに投稿いたしません。
以上の説明にご理解いただき、学生の実習にご協力いただける患者様は、下記にご署
名をお願い致します。
年

月

日
氏

名：
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助産学実習Ⅰ（妊娠期実習）要項

助産学実習Ⅰ（妊娠期実習）

１単位 45 時間

１．到達目標
１）対象とのコミュニケーションを通して、対象のニーズ、個別性を明らかにする。
２）妊娠期の助産診断ができる。
３）妊娠期の助産計画を科学的根拠に基づいて立案する。
４）対象の個別性や優先順位を考慮した妊娠期の助産ケアを実践する。
５）実践した助産過程を振り返り、評価する。
６）周産期に必要な保健医療チームとの連携ついて考えることができる。
７）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
２．実習内容
１）妊娠期外来実習
（１）妊娠期事例①
妊娠初期（妊娠 10 週前後が望ましい）の妊婦健診に同行し、継続した支援を 1 例学習する。
（２）妊娠期事例②
妊娠中期（妊娠 20 週前後）の妊婦健診に同行し、継続した支援を 1 例学習する。
●事例の選定について
・コミュニケーションを図る時間を含め、承諾の得られた事例。
・医師の治療方針や看護上、学生の学習に支障のない事例。

２）その他の妊娠期実習
（１）外来実習
●妊娠各期の妊婦健診の見学・実施：診察の介助・検査（超音波・血液・尿・レントゲン・羊水穿
刺など）の見学
腹囲・子宮底測定，浮腫の観察，乳房の観察，レオポルド触診法，
モニター装着と波形の判読など
●時期を規定しない妊婦のアセスメントの展開
●診察・妊婦保健指導・助産師外来等の見学
（２）入院中の妊婦への支援
●切迫早産・多胎妊娠など、管理入院中の妊婦のアセスメントや支援の見学
（３）妊娠期に行われる集団指導の見学
●実習期間中の母親・両親学級の見学
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３．実習方法
実習方法

使用する実習記録

１）妊娠期事例実習

「表紙１」

【初回】

「様式１」

①事前に指導者と調整し、対象者を選定する。

「様式２」

②カルテから情報収集し、対象の状態を予測する。

「様式 11」

③初回は「私のとりくみ」（様式１）を用いて実習目標や行動計画を立案し、指 「様式 12」
導者に報告・相談する。
④妊婦健診に同行し、健診・保健指導等を見学・一部実施する。
⑤終了後、健診結果・その他必要な情報を「妊娠期情報用紙」（様式 11）、「妊
娠経過表」（様式 12）に記載する。
⑥次回の健診日の確認を行う。
⑦指導者に健診結果と評価を報告し、次回の健診に向けて助言をもらう。
⑧「経過記録」（様式２）を用いて、次回健診日の支援計画を立案する。
【２回目以降】
①指導者に「経過記録」（様式２）のアセスメントや目標・支援計画を報告し、
助言を受けて修正する。
②妊婦健診に同行し、健診・保健指導等を見学及び一部実施する。
③終了後、指導者に健診結果と評価を報告し、次回の健診に向けて助言を
もらう。
④「経過記録」（様式２）を用いて評価を行い、次回健診日の支援計画を立案
する。
⑤「妊娠期情報用紙」（様式 11）は随時追加する。
２）その他の妊娠期実習

「表紙１」

妊娠期の支援における自己の課題を達成する為に主体的に実習を行う。

「様式１」

①実習内容を選択し、「私のとりくみ」（様式１）を用いて実習目標と行動計画 「様式 13」
を立案する。指導者・教員と実習方法を調整する。
②事前もしくは当日に指導者と調整し、対象者を選定する。
③「妊娠経過記録」（様式 13）を用いて、妊婦のアセスメントを展開する。
1 日に何例展開してもよい。
④指導者とともに妊婦健診や入院中の支援の見学・一部実施をする。
⑤見学・実施した内容は、「私のとりくみ」（様式１）に学びをまとめる。
●実習日は毎日「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞
●記録は次回の支援計画「経過記録」（様式２）とともに翌実習日に教員へ提出する。
●妊娠期事例①・②、その他と、別にファイリングする。
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４．実習評価
１）評価方法：形成的に評価し、実習終了時点で総合評価を行う。
最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
２）評価手順
①中間評価と総合評価を行うために面接を行う。
②それぞれの面接日は教員が調整する。
③それぞれの面接日前に、学生は評価表の自己評価欄に記載して教員に提出する。
④面接では今後の自己の課題を明確にする。
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助産学実習Ⅱ（分娩期実習）要項

助産学実習Ⅱ（分娩期実習）

3 単位 135 時間

１．到達目標
１）対象とのコミュニケーションを通して、対象のニーズ、個別性を明らかにする。
２）分娩期の助産診断ができる。
３）分娩期の助産計画を科学的根拠に基づいて立案する。
４）対象の個別性や優先順位を考慮した分娩介助技術・分娩期の助産ケアを実践する。
５）実践した助産過程を振り返り、評価する。
６）周産期に必要な保健医療チームとの連携ついて考えることができる。
７）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
２．実習内容
１）分娩介助事例：分娩介助を７例実施する（分娩第１期から分娩後２時間までの支援を実施する）。
２）新生児出生直後ケア：出生直後ケアを３例以上実施する。
３）受け持ち対象がいない場合は、分娩期の支援における各自の課題を達成する為の実習をする。
４）事例の選定について
＜分娩介助事例＞
分娩が進行していて、確実に介助できる事例を受け持つことが望ましい。
（１）原則として正期産の事例
（２）血液感染症がない事例（ただし ATL は可）
（３）母児ともに異常がなく経腟分娩が予測される事例
（４）承諾の得られた事例（家族も含め）
（５）医師の治療方針や看護上、学生の学習に支障のない事例※
※HDP，GDM などのコントロールできている疾患や合併症，低置胎盤，FGR，外国人，
前回帝王切開などは、その都度受け持つかどうかを指導者と検討する。
＜新生児出生直後ケア＞
分娩が進行していて、確実にケアできる事例を受け持つことが望ましい。
１例以上は経腟分娩事例。
１例は手術室に入室し指導者の出生直後ケアを見学した後、帰棟後にケアを行う帝王切開事例。
（１）～（４） 分娩期事例同様
（５）予定帝王切開術の事例
（６）緊急帝王切開術で児の状態が安定している事例

21

３．実習方法
１）分娩介助（指導者の分娩介助を最低 1 回は見学※１後、実施する。
）
方 法

使用する実習記録

①分娩期の支援での自己課題を伝え、指導者と打ち合わせをする。
②受け持ち事例が決定したら、情報収集・アセスメントを行い、
援助の方向性を指導者（分娩介助担当者）に報告・相談してケア
を開始する。
●個別性を踏まえ「分娩期アセスメント」（様式４）・「標準支援計画」（様式
21）にて計画立案し、追加・修正する。
③分娩進行状態に応じて、指導者に現状の判断・予測を報告し、ケアの
相談をして実施する。
④支援の合間に「分娩経過記録」（様式５）を記載する。
※③～④を繰り返す。
⑤分娩介助後 2 時間までの支援を実施する。
※ベビーの１・２時間値の情報も収集する。
⑥2 時間値までの情報を基に分娩期の目標の評価を行い「分娩期アセス
メント」（様式４）に記載する。
⑦分娩介助当日中に短時間でも指導者（分娩介助担当者）にアセスメン
トや支援の妥当性・実習態度など、自ら振り返りを述べ、気になった
点に助言を受ける。
頂いたコメントは「リフレクションシート」（様式 3）の自由記載欄に記載
する。
●分娩に至らなかった場合、指導者とのリフレクションは必須では
ない。実習中に助言を受けた内容を含め、自己で振り返りを行う。
⑧「技術チェックリスト」の視点に沿って、客観的に自己を振り返りチ
ェックする。
⑨指導者とのリフレクションや「技術チェックリスト」をもとに、「リ
フレクションシート」（様式３）を振り返りの視点に沿って記載する。記録
をもとに自己の課題を明確にし、今後の対策を立てる。
⑩2 時間値までの情報をもとに「分娩要約」（様式６）を記載する。

※１見学時は自分が分娩介助
する想定で以下を記載する。
「様式４」「様式２１」「様式５」
「様式４」
「様式５」
●分娩に至らなかった・受け
持ち中止になった場合も同様
に記載する。

「様式３」
●分娩に至らなかった場合も
「様式３」を記載する。
「技術チェックリスト」
●「様式３」は記録返却後、規
定のリングファイルに綴じる。
要請があればいつでも提示で
きるようにファイリングしてい
く。
「様式６」

●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
●学生の直接介助事例には、可能な限り他の学生が間接介助や新生児出生直後ケアに入り、各役割
について学ぶ。
●誘発・促進に関する管理（点滴・内服薬の管理）は行わないが、点滴の増量や内服薬の与薬が可
能かどうかの判断は行い、指導者から助言を受ける。
●吸引・鉗子分娩となった場合は指導者の指示を仰ぎ、状況に応じて一緒に介助する（分娩第１期
から受け持ち、躯幹娩出・第一呼吸の助成・胎盤娩出・軟産道診査等実施した場合は１例とする）
。
●分娩介助事例が帝王切開となった場合、可能であれば、術前・術中・術後の支援や新生児出生直
後ケアを実施する。
●分娩期の支援が長時間におよぶ場合は、
適宜指導者と相談し、休息をとりながら援助を継続する。
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２）新生児出生直後ケア（指導者の新生児出生直後ケアを最低 1 回は見学※1 後、実施する。）
方 法

使用する実習記録

①出生直後ケアでの自己課題を伝え、指導者と打ち合わせをする。
②受け持ち事例が決定したら、情報収集・アセスメントを行い、援助の
方向性を指導者に報告・相談する。
③分娩進行に応じて「新生児アセスメント」（様式８）を修正し指導者に報
告する。
●個別性を踏まえ「新生児アセスメント」（様式８）・「標準支援計画」（様式
２２）にて計画立案し、追加・修正する。
④「新生児アセスメント」（様式８）・「標準支援計画」（様式２２）に基づいて、
出生直後ケアの準備をする。
⑤指導者とともに出生直後の新生児の計測、処置、健康診査を実施する。
⑥出生後２時間までの援助を実施する。
⑦出生直後ケア実施当日に、短時間でも指導者にアセスメントやケアの
自らの振り返りを述べ、気になった点に助言を受ける。頂いたコメン
トは「リフレクションシート」（様式 3）の自由記載欄に記載する。
●分娩に至らなかった場合、指導者とのリフレクションは必須では
ない。実習中に助言を受けた内容を含め、自己で振り返りを行う。
⑧「技術チェックリスト」の視点に沿って、客観的に自己を振り返りチ
ェックする。
⑨「出生要約」（様式９）と指導者とのリフレクションや「技術チェックリ
スト」をもとに「リフレクションシート」（様式３）を振り返りの視点に沿
って記載する。記録をもとに自己の課題を明確にし、対策を検討する。
＜帝王切開を見学して出生直後ケアを行う事例の場合＞
①事前に指導者から対象に手術見学の承諾を得てもらう。
②前日までに見学にあたっての手術室への連絡など調整する。
（必要時、事前に「見学願」を指導者へ提出する）
③上記①②④同様に実施
④担当の助産師と手術室へ入室し、手術室内における出生直後の新生児
ケアを見学する。児と共に帰棟し上記⑤～⑨を同様に実施する。

※１見学時は自分が新生児出
生直後ケアをする想定で以下
を記載する。
「様式 8」「様式２２」「様式９」
「様式８」「様式２２」「様式９」
●出生に至らなかった・受け
持ち中止になった場合も同様
に記載する。

「様式３」

●分娩に至らなかった場合も
「様式３」を記載する。
「技術チェックリスト」
「様式９」「様式３」
●「様式３」は記録返却後、規
定のリングファイルに綴じる。
要請があればいつでも提示で
きるようにファイリングしてい
く。

●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞以下の期日に提出できるように指導者と調整する。
➀分娩介助後：
「表紙２」
「様式４」
「様式 21」
「様式５」
「様式６」「様式３」を全て完成させ、２日
以内に指導者に提出する。
②新生児出生直後ケア：
「表紙２」
「様式８」「様式 22」
「様式９」
「様式３」を全て完成させ、
２日以内に指導者に提出する。
③分娩（出生）に至らなかった事例、受け持ちが中止になった場合の実習記録は、
①分娩介助：
「様式６」以外のもの。②新生児出生直後ケア：
「様式９」以外のもの。
なぜ分娩（出生）に至らなかったか、中止となったのか評価や理由を「様式４」もしくは「様式８」
の評価欄に記載して、２日以内に教員に提出する。
④上記①・②の提出記録が返却されたら、速やかに教員に提出する。
⑤指導者の勤務の状況などで期限内の提出が難しい場合は、先に教員に提出し確認印をもらう。
⑥実習記録は事例毎に全て規定のファイルに綴じて、ファスナー付メッシュバッグに入れ持ち運び、
返却後は自宅で保管する（持ち出さない）
。
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３）対象となる事例がいない場合・規定の事例数（分娩介助事例 7 例、新生児出生直後ケア３例以上）
を終了した後の実習
※到達目標や自己課題に合わせて主体的に学習する。
方 法

実習内容

⑴一日の実習目標と行動計
画を 指導者・教員 に報
告・相談する。
⑵指導者と調整した行動計
画に 基づいて実習 を行
う。
⑶実習終了時は、実習内
容・目標の評価、今後の
課題をふまえ、指導者に
報告し助言をもらう。
⑷シミュレーション実施時
は「技術チェックリスト」
に必要事項を記載する。

①分娩介助シミュレーション
②出生直後ケアのシミュレーション
③間接介助の実施
④分娩期の支援（分娩誘発の管理を含む）
の見学・シャドウイング・実施
⑤分娩介助の見学（吸引・鉗子分娩、双胎・
骨盤位経膣分娩、早期産などのハイリス
ク分娩や異常分娩介助などを含む）
⑥出生直後ケアの見学（低出生体重児・早
産児などの異常を含む）
⑦新生児の蘇生の見学
⑧出生直後の検査・処置の見学（臍帯血採
取、SPO２モニター装着、血糖測定、培
養検査、保育器管理など）
⑨帝王切開術の見学（規定例数終了後は前
日入院から受け持ち可）
⑩分娩期に関する自己学習
⑪分娩期に関するカンファレンス

使用する実習記録
①〜⑩
「様式１」
①～③
「技術チェックリスト」

●実習日は毎日「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
４．実習評価
１）評価方法：形成的に評価し、実習終了時点で総合評価を行う。
最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
２）評価手順
①中間評価と総合評価を行うために面接を行う。
②それぞれの面接日は教員が調整する。
③それぞれの面接日前に、学生は評価表の自己評価欄に記載して教員に提出する。
④面接では今後の自己の課題を明確にする。
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助産学実習Ⅲ（産褥・新生児実習）要項

助産学実習Ⅲ（産褥・新生児期実習）

4 単位 180 時間

１．到達目標
１）対象とのコミュニケーションを通して、対象のニーズ、個別性を明らかにする。
２）産褥期の助産診断ができる。
３）産褥期の助産計画を科学的根拠に基づいて立案する。
４）対象の個別性や優先順位を考慮した産褥期の助産ケアを実践する。
５）実践した助産過程を振り返り、評価する。
６）ハイリスク新生児の入院環境と看護の実際について説明する。
７）周産期に必要な保健医療チームとの連携ついて考えることができる。
８）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
２．実習内容
１）分娩産褥期事例：分娩介助及び産褥新生児期までの助産過程を２例展開する。
（分娩第 1 期より褥婦・新生児の１か月健診まで継続して受け持ち、必要な支援を実施・評価する）
●事例の選定について…分娩介助事例と同様だが、ATL は除く。
産後健診と新生児健診を同病院で受診予定であり、1 か月健診に同行可能な事例。
２）産褥・新生児期の受け持ち実習を行う。
●到達目標や各自の課題を達成する為の実習を行う。
①正常に経過している母子の助産過程の展開（分娩介助事例の母子など）
②帝王切開術前～後の母子の助産過程の展開
③母子の１か月健診の見学および 1 か月健診の状況から入院中に行った支援の評価を行う。
（分娩介助事例または帝王切開術事例の産褥などを数日受け持てた事例が望ましい）
④産褥の集団指導・個別指導の見学
⑤母子のケアの見学・実施（複数の母子）
：シャドウイングを含む
３．実習方法
１）分娩産褥期事例：分娩期からの受け持ち事例実習２事例
（１）事前準備：
＊産褥・新生児期実習の初日は、褥室担当スタッフのシャドウイングを行い産褥期の支援の実際
を学ぶ。
（２）分娩期：助産学実習Ⅱに準ずる（記録も同様）。
（３）産褥・新生児期：
＊分娩産褥期事例の分娩～退院日までは土・日・祝日も継続して行う。
＊土日祝日は半日を目安に実習し、以降の実習日に関しては教員と相談して調整する。
（４）退院後の継続支援
＊入院中に退院後の母子の来院日・健診予定等を把握しておく。
＊継続支援の同行は、実習期間内に事例が来院される場合に実施する。
（５）産褥・新生児期の保健指導：
＊原則、１事例に１回以上は保健指導案を立案し、入院中に実施・評価を行う。
＊保健指導は実施前に指導者・教員から助言を受け、指導者または教員が同席の上で実施する。
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２）分娩産褥期事例
実習方法
【入院から分娩まで】助産学実習Ⅱに準ずる。
【分娩介助後から退院まで】
①「経過記録」（様式２）を用いて翌日の支援計画を立案する。
●産褥 1 日目以降は、①～⑥を日々実施する
②夜間の母子の状態について情報収集し、「経過記録」（様式２）に情報
を追加する。状況に応じて修正し、指導者に報告・相談する。
③指導者と調整した行動計画に基づいて、一緒に支援を実施する。
④支援終了時は、結果とともにアセスメントを報告する。
⑤実習終了時は、結果・評価・翌日の支援の方向性をふまえて指導者
に報告・相談して助言を受ける。
⑥指導者の助言をもとに当日の評価を「経過記録」（様式２）に行い、翌
日の支援計画を立案する。
●１日目に児頭外計測を行い、その他の情報と合わせて身体発育状態
の評価をする。
●2 日目以降は、②の報告時に前日の「経過記録」（様式２）をその日の
指導者へ提出しサインをもらう（要請があれば見て頂く）
。
●保健指導案を立案し、事前に指導者に助言を受け修正する。
●保健指導でパンフレットを作成し使用する場合は、事前に指導案と
共に提出し、指導者より確認・助言を受けてから使用する。
●適切な時期にバースレビューを検討する。
⑦退院日には当日の「経過記録」（様式２）の評価を記載する。
⑧退院後、入院中の「リフレクションシート」（様式３）を記載し、自己の課
題を明確にする。

使用する実習記録
【入院から分娩まで】
助産学実習Ⅰと同様
【分娩後から退院まで】
「表紙３」
「様式２」

「様式２」
「様式９」

「様式 10」
保健指導パンフレット

「様式３」

【退院後の継続支援】
【退院後の継続支援】（産褥・新生児健診・母乳外来等）
①退院日以降早いうちに、継続支援の方向性を明らかにするために分
娩産褥期事例のカンファレンスを開催する。
②退院までに得られた母子の情報から、次回来院日の「経過記録」（様式 「様式２」
２）の支援計画までを立案し、来院日までに助言を受ける。
③前日までに指導者を通し、関連部署（外来）との調整をする。
④健診日当日は、継続支援の同行を行う。
⑤継続支援同行後、当日の「経過記録」（様式２）の評価を行う。
⑥受け持ちが終了した段階で、退院後に記載した「リフレクションシー 「様式３」
ト」（様式３）に必要な事項を追記する。

●実習日は毎日「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞
①分娩産褥期事例の分娩期の記録は、助産学実習Ⅱに準ずる。
②分娩翌日以降の記録は、分娩産褥期事例の退院後 2 日以内に全ての記録用紙をそろえて指定のファ
イルに綴じ、教員へ提出する。
③継続支援の同行終了後、翌実習日に全ての実習記録を教員へ最終提出する。

26

３）その他の産褥・新生児期の受け持ち事例
実習方法
使用する実習記録
「表紙３」
● 分娩産褥期事例以外の受け持ち事例
「様式２」あるいは状況に応
①指導者・教員と相談し、事例の選定を行い、情報収集を行う。
②受け持つまでの情報をもとに「経過記録」（様式２）を用いて目標、支 じて「様式１」
援計画を立案する。
③指導者に目標や支援計画を報告し、一緒に支援を実施する。
④支援終了時は、結果とともにアセスメントを報告する。
⑤実習終了時は、結果・評価・翌日の支援の方向性をふまえて指導者
に報告・相談して助言をもらう。
⑥指導者の助言をもとに「経過記録」（様式２）を用いて当日の評価を行 「様式２」
い、翌日の支援計画を立案する。
※以降、同じ事例を継続して受け持つ場合は③～⑥を日々実施する。
⑦１か月健診同行の承諾が得られれば、退院後、入院中の「リフレクシ 「様式３」
ョンシート」（様式３）を記載し、分娩産褥期事例の【退院後の継続支
援】①～⑥と同様に実習する。
●実習日は毎日「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞
●分娩産褥期事例以外の受け持ち事例・その他の実習で使用する記録はすべて、翌実習日、教員へ
提出する。
●教員不在日は、提出日の指導者に確認のサイン（または印）をしていただき、後日教員に提出す
る（記録内容の確認は教員が行う。指導者には記載してきたという事実を確認して頂くのみ）。
４）NICU 見学実習
（１）実習期間：7 月 28 日（木）
・7 月 29 日（金）※学生はいずれか 1 日の実習となる。
（２）実習時間：８：３０～1５：３０ ６時間 (施設により異なる場合がある)
（３）実習施設
神奈川県立こども医療センター・聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院・
東海大学医学部付属病院
（４）実習内容：指導者の説明を受けながら見学等で学習する内容
（１）施設（センター）
・病棟などの概要
（２）地域における施設の役割・機能の特徴、周産期医療部と NICU の特徴・役割
（３）看護体制・看護業務の概要
（４）構造上の特性・NICU 病棟の特性を踏まえた業務・対象の把握と援助の実際
（５）ハイリスク新生児の援助の実際
（６）家族を含めた精神的支援の実際
（７）面会場面、交換日記・子育て支援活動、家族・母親とのネットワーク、
子供を亡くした両親や家族の支援活動・ネットワークなど
（８）NICU の医療チームにおける助産師の役割
（９）他職種との連携・継続看護
①産科病棟との連携・情報交換など
②理学療法士、ケースワーカー、保健師など他職種との情報交換
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（５）実習方法
①事前学習を行いファイリングし、病院に持参する。
②起床時・施設到着時に体調チェックを行い、健康管理チェック表に記載する。
③「NICU 見学実習記録」（様式 17）に事前に実習目標を記載して実習に臨む。
④NICU 病棟で実習目標と行動計画を指導者に報告する。
⑤打ち合わせ後、行動計画に基づいて実習を行う。
⑥自己の学びたいことについて主体的に見学する。
⑦カンファレンスを行い、見学した内容についての情報交換・各自の学びを共有する。
（６）実習記録について
・指定のファイルに「表紙３」と「NICU 見学実習記録」（様式 17）を綴じて提出する。
・記録提出日：8/1（月）８：５０に教員室
４．実習評価
１）評価方法：形成的に評価し、実習終了時点で総合評価を行う。
最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
２）評価手順
①中間評価と総合評価を行うために面接を行う。
②それぞれの面接日は教員が調整する。
③それぞれの面接日前に、学生は評価表の自己評価欄に記載して教員に提出する。
④面接では今後の自己の課題を明確にする。
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助産学実習Ⅳ（継続事例実習）要項

助産学実習Ⅳ（継続事例実習）

１単位 45 時間

１．到達目標
１）対象とのコミュニケーションを通して、対象のニーズ、個別性を明らかにする。
２）妊娠期、分娩期、産褥・新生児期の助産診断ができる。
３）妊娠期、分娩期、産褥・新生児期の助産計画を科学的根拠に基づいて立案する。
４）対象の個別性や優先順位を考慮した妊娠期、分娩期、産褥・新生児期の助産ケアを実践する。
５）実践した助産過程を振り返り、評価する。
６）周産期に必要な保健医療チームとの連携ついて考えることができる。
７）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
２．実習内容
１）継続事例：妊娠中期から受け持ち、分娩を介助し母子の 1 か月健診まで継続して助産過程を展開
する（１例）。
２）実習期間
助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの全実習期間の中で、継続事例の妊婦健診日・分娩中・産褥入院中・産後
健診日が助産学実習Ⅳの実習日となる。
３）継続事例の選定について
（１）分娩予定日：10 月中旬までの方
（２）妊娠中期から産褥１か月まで受け持ち可能な事例
（３）その他は分娩産褥期事例と同様
３．実習方法
実習方法・使用する記録・記録提出等については
（１）妊娠期：助産学実習Ⅰに準ずる。
（２）分娩期：助産学実習Ⅱに準ずる。
（３）産褥・新生児期：助産学実習Ⅲに準ずる。
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※助産院で継続事例実習をする場合
（１）妊娠期
実習方法
使用する実習記録
「表紙４」
①継続事例が決定次第、情報収集を行う。
②収集した情報を「妊娠期情報用紙」（様式１１）「妊娠経過表」（様式１２）に整理 「様式 11」
「様式 12」
する。
③情報収集の内容から、次回の妊婦健診までに「経過記録」（様式２）を用いて、 「様式 2」
支援計画を立案する。
④妊婦健診日は、指導者に「経過記録」（様式２）を用いて、アセスメントや目
標・支援計画を報告し、助言を受ける。
⑤妊婦健診は指導者同席のもとで行う。
⑥妊婦健診終了後は、健診結果と今後の支援の方向性を指導者に報告し、助
言を受ける。
⑦健診終了後、「経過記録」（様式２）を用いてその日の評価、および次回健診時 「様式２」
のために支援計画立案を行う。
「様式 12」
⑧「妊娠経過表」（様式 12）は随時追記を行う。
⑨保健指導を実施する場合は「母子の保健指導案」（様式 10）を立案し、当日ま 「様式 10」
でに指導者へ提出し確認・助言を受け修正する（パンフレットを作成し使 保健指導パンフレット
用する場合も同様）。
⑨保健指導を実施した後は、その日のうちに指導者と、口頭で保健指導につ
いての振り返りを行い、次回の健診・保健指導についての方向性を相談す
る。
●③～⑦までを妊婦健診毎に繰り返し、継続事例に必要な、継続的な援助を
実施する。
●切迫早産などで病院に入院した場合は、指導者と担当教員と相談する。
●次回の健診日が決定していない場合や予約変更時の確認方法は、施設の指
示に従う。健診日時が決定したら担当教員へ報告する。
●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞
●妊娠期に関する記録は、翌実習日に担当教員へ提出する。
（２）分娩期
実習方法
①継続事例が妊娠 37 週に入った段階で「分娩期アセスメント」（様式４）、「標準
支援計画」（様式２１）に妊娠中の情報をまとめておく。
②入院時は、出来る限り入院の時点から関わる。
（原則、夜間・休日に関係な
く関わる）
③実習開始時点で分娩進行に関する情報を収集し「分娩期アセスメント」（様式
４）、「標準支援計画」（様式２１）に追記・修正しアセスメントする。アセスメ
ントや目標・支援計画を指導者に伝えて、指導者とともに分娩期の支援を
行う。
④指導者とともに分娩介助後２時間までの支援を実施する。支援の実際は「分
娩経過記録」（様式５）に記載する。
⑤「分娩要約」（様式６）「出生要約」（様式９）などの分娩介助後２時間までの情
報から、現状の判断、翌日の支援の方向性について指導者に報告し、助言
を受ける。
⑥分娩介助当日に指導者と「リフレクションシート」（様式３）の視点に沿ってリ
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使用する実習記録
「様式４」
「様式２１」

「様式４」
「様式２１」

「様式５」
「様式６」
「様式９」
「様式３」

フレクションを行う。指導者から助言を受ける。
指導者からの助言は「リフレクションシート」（様式３）の自由記載欄に記載し
ておく。
「技術チェックリスト」
⑦技術チェックリストに沿って、客観的に自己を振り返りチェックする。
⑧リフレクション、技術チェックリストをもとに「リフレクションシート」（様式
３）を記載し、自己の課題を明確にする。
⑨「経過記録」（様式２）で、翌日の母子の支援計画を立案し、翌日の実習に臨む。 「様式２」
●分娩期の支援が長時間におよぶ場合は、適宜指導者と相談し、休息をとり
ながら援助を継続する。
●搬送になった場合は速やかに教員へ連絡をする。提携病院への同行や手術
の立ち会い・分娩の立ち合いについては原則行わない。
●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
＜記録の提出について＞
●全ての分娩期の記録を完成させ、分娩介助後 2 日以内に指導者に確認のサインをもらう。
●指導者から分娩期の記録が返却された後、速やかに担当教員に記録を提出する。
（３）産褥・新生児期
実習方法

使用する実習記録

【分娩後～退院日】
●産褥 1 日目以降は以下①～⑤を日々実施する。
①それまでの情報をもとに「経過記録」（様式２）で母子の支援計画を立案する。
②実習開始時に、夜間の母子の状態について情報収集し「経過記録」（様式２）
経過記録に情報を追加する。状況に応じて目標・支援計画を修正し、指導
者に報告・助言をもらい、行動調整を行う。
③指導者と調整した行動計画に基づいて、一緒に支援を実施する。
④実習終了時は、支援の結果とともに現状の判断・翌日の支援の方向性につ
いて指導者に報告し、助言を受ける。
⑤指導者の助言をもとに「経過記録」（様式２）に当日の評価を行い、翌日の支援
計画を立案する。
●2 日目以降は、②の報告時に前日の「経過記録」（様式２）に記載があることを
その日の指導者へ確認してもらいサインをもらう。
●保健指導を行う時は、事前に「母子の保健指導案」（様式 10）を立案し、指導
者に助言を受け修正する（パンフレットも同様）
。指導者の見守りのもと、
保健指導を実施する。
⑥退院日には当日の「経過記録」（様式２）の評価を記載する。退院後、産褥入院
中の「リフレクションシート」（様式３）を記載し、自己の課題を明確にする。
【退院後～1 か月健診まで】
●継続支援（２週間健診・１ヶ月健診・母乳外来など）に同行する。
①退院時に次回来院日の確認を行う。
②それまでの母子の情報から、来院予定日の母子の状態を「経過記録」（様式２）
でアセスメントし、支援計画を立案する。
③指導者にアセスメントや目標・支援計画を報告し、助言を受ける。
④継続支援に同行し、指導者とともに一部支援を実施する。
⑤同行後は、その日の結果とともに現状の判断・今後の支援の方向性につい
て指導者に報告し、助言を受ける。
⑥同行後は、その日の結果をもとに「経過記録」（様式２）で当日の目標を行う。
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「様式２」

「様式２」
「様式 10」
保健指導パンフレット

「様式３」
※退院日の経過記録は
翌実習日に教員へ提出
しサインをもらう。
「様式 2」

⑦継続事例実習終了時、入院中から現在までの支援を通して、「支援の振り返 「様式３」
り」（様式３）に必要なことを追記する。
●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
●継続事例の産褥入院中の実習は、土・日・祝日も半日を目安に実習を継続する。
＜記録の提出について＞
●産褥・新生児期の記録は、継続事例の退院後 2 日以内に全ての記録用紙をそろえて担当教員へ提
出する。すぐに来院が予定されている場合は、教員に報告し相談する。
●退院後の継続支援の記録は、継続支援同行後、翌実習日に担当教員へ提出する。
４．実習評価
１）評価方法：形成的に評価し、実習終了時点で総合評価を行う。
最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
２）評価手順
①中間評価と総合評価を行うために面接を行う。
②それぞれの面接日は教員が調整する。
③それぞれの面接日前に、学生は評価表の自己評価欄に記載して教員に提出する。
④面接では今後の自己の課題を明確にする。
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学内実習

要項

学内実習

20 時間

１）実習目的
既習学習を統合しながら、臨地実習に向けて必要な知識・技術・態度を養う。
２）到達目標
・助産学実習Ⅰ～Ⅳの概要について実習要項を見ながら説明する。
・実習内容と必要な学習を関連付ける。
・自己に必要な学習計画を立案する。
・学習計画に従って主体的に学習を行う。
・実習に活用するための学習媒体を選択する。
・助産ケアに必要な技術を正確に実施する。
・実習を通して取り組むべき自己の課題に対し見解を示す。
３）実習内容
（１）助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳオリエンテーション【５時間】
（２）実習施設別オリエンテーション
（３）助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに必要な物品の配布と点検【
（２）と合わせて１時間】
（４）助産ケアに必要な知識（胎児心拍数陣痛図の判読）：講義【４時間】
（５）助産ケアに必要な知識（分娩に有効な東洋医学の知識）：講義・演習【４時間】
（６）助産ケアに必要な技術自己練習
（７）技術トレーニングとリフレクション

【
（６）と合わせて 6 時間】

４）実習方法
（１）実習要項を熟読し、どのような知識・技術が必要なのか、各自で考えて学習計画を立案する。
（２）主体的学習者として、自らの責任において学習を継続する。
（３）自己学習を基盤に他者の学習も参考にしながら学びを発展させる。
（４）学習を進める中で、不明点や疑問点は自ら解決のための手段を選択する。
（５）学習者同士の連携を図り、効果的な学習方法を選択する。
（６）必要な連絡・報告・相談をタイムリーに行う。
（７）学内実習を通じて、自己の課題を明確にして、臨地実習に臨む。
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助産学実習Ⅴ（助産管理実習）要項

助産学実習Ⅴ（助産管理実習）

１単位 45 時間

１．実習目的
助産所の管理・運営と地域母子保健活動等の実際を学び、助産所での妊娠期、分娩期、産褥・新生児
期の助産実践を通して助産師の責務について発展的に考える能力を修得する。
２．到達目標
１）助産所の管理・運営の特徴を説明する。
２）助産所が行う地域母子保健活動の実際を説明する。
３）助産所における妊産褥婦・新生児への助産ケアの実際を説明する。
４）地域の母子保健活動における多職種連携・協働について考えることができる。
５）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
３．実習内容
１）助産所での人や物の管理、地域や他職種との連携等、運営についての説明を受けその実際を学
ぶ。
２）実習期間
オリエンテーション：2022 年 8 月 4 日（木）もしくは 8 月 5 日（金）の１日間（6 時間）
本実習：2022 年 12 月 5 日（月）～12 月 23 日（金）のうちの 39 時間相当の日数
３）実習時間：原則として平日 8：30～15：30
①出欠席表は助産所の指導者にサインを頂く。
②助産所により、実習開始・終了時刻が異なる場合がある。
③分娩状況により延長実習・夜間実習を行う場合がある。
４．実習方法
１）オリエンテーション実習：助産所の 1 日の流れを見学・体験し、以下の項目について学ぶ。
①助産所の構造・特性、勤務体制、職員人数等
②助産所の１日の流れ、１週間の予定
③記録物、カルテの見方
④妊婦健診の流れ
⑤分娩介助時の使用物品
⑥産褥期の母子の支援の実際
⑦助産所での人や物の管理
⑧地域や他職種との連携方法など
実習方法
使用する記録用紙
①「私のとりくみ」（様式１）を用いて一日の実習内容・目標・行動計画を立案し、 「表紙５」
指導者に報告・相談する。
「様式１」
②指導者と調整した行動計画に基づいて実習を行う。
③実習終了時は、実習内容からの学び・実習目標の評価を指導者に報告して助
言を受ける。
④指導者の助言をもとに今後の管理実習の課題を明確にする。
⑤その日の実習終了後に「私のとりくみ」（様式１）を記載し、完成させる。
●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
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２）管理実習（本実習）
実習方法
使用する実習記録
①「私のとりくみ」（様式１）を用いて一日の実習内容・目標・行動計画を立案し、 「様式１」
指導者に報告・相談する。
②指導者と調整した行動計画に基づいて実習を行う。
③実習終了時は、実習内容からの学び・実習目標の評価を指導者に報告して助
言を受ける。
④指導者の助言をもとに今後の管理実習の課題を明確にする。
⑤その日の実習終了後に「私のとりくみ」（様式１）を記載し、完成させる。
●後述の“管理実習の視点”を参考に、実習中は以下の①～⑫について確認・見学・一部実施する。
①施設の沿革と構造、機能について把握
②施設、設備と物品管理の実際の見学
③職員の構成と業務内容について把握
④年間、月間、週間計画、日課について把握
⑤事故防止及び災害対策について把握
⑥安全管理（妊産褥婦の管理・感染予防・医療廃棄物の処理等含む）の把握
⑦所内の活動の見学・一部実施
＊妊娠期の支援の見学（妊婦健診・乳房の手入れ・家族への支援等）・一部実施
＊出産前教育（母親学級・両親学級など）の見学
＊分娩期の支援の見学（環境調整・足浴・温罨法・つぼ療法・アロママッサージ・乳頭マッサージ・
分娩進行に合わせた体位変換・分娩進行に合わせた食事・家族への支援等）
・一部実施
＊分娩見学、救急搬送時の見学
＊産褥期の支援の見学・一部実施
＊出生直後の児の支援、新生児期の支援（ベビーマッサージ・黄疸増強時の支援等）見学・一部実施
＊産後健診：1～2 週間健診、母子の１か月健診等の見学・一部実施
＊産後ケア（ショートステイ・デイケア）の見学・一部実施
⑧所内の環境整備・食事の準備・夜間の看護体制の見学・一部実施
⑨所外の活動－家庭訪問同行、地域活動の実際の見学
⑩記録（助産録、分娩台帳、助産・福祉関係書類、経理関係書類、報告書等）の種類と管理方法の
確認
⑪関連機関との連携について－嘱託医及び医療機関、保健センター・保健所、福祉事務所
●実習日は毎回「日々の記録」（様式 20）にその日の感想や考えたことを自由に記載する。
⑫関係団体への参加・協力、地域における実際の活動の見学

●管理実習における情報や学びはメンバーで共有する（不足している内容については全員で集まって
説明を受ける機会を設ける）
。
５．まとめの会
１）実習最終日に「まとめの会」を開催しメンバー間で学びを共有する。
２）事前にメンバー・指導者・助産所実習担当教員と日時・場所の調整をする。
３）参加人数分の資料を作成し、参加者へ配布する。
Ａ4 サイズ横書き（個人情報を含むものは PC での作成は不可）のレポートとする。
実習グループで 1 枚、表紙を PC にて作成する。
表紙は学習ガイドを参照して作成し、タイトルを「助産学実習Ⅴ まとめの会資料」とし、
「まとめの会」の日時、学校名、学生氏名を記載する。
レポートは次ページ（１）の内容に自己の経験や学びを振り返り、テーマをつけてまとめる。
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（1）助産所の管理・運営の実際から学んだこと。
※学びにつながった実際の場面が、参加者に伝わるように記載する。
４）資料は原則として会の終了後に回収し、実習記録チェック表でチェックし、文書破棄手続きに則
り破棄する（指導者等が責任を持って処理する場合を除く）。
６．実習評価
１）評価方法：形成的に評価し、実習終了時点で総合評価を行う。
最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
２）記録提出：2023 年１月最初の登校日に担当教員に提出する。
７．諸注意
１）時間外実習などの予定外の実習は、事前に院長に申し出て許可を得て教員に報告する。
２）服装は各助産所のオリエンテーションに従い、学生としてふさわしい服装とする。
３）ユニフォームを着用しない助産所は、学校指定のエプロンを着用する。
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管理実習の視点
Ⅰ．助産所の理念と管理運営の基本的事項

大項目
助
産
所
の
理
念
事
業
計
画
管
理
体
制
職
員
研 の
修 教
育
・

中項目

小項目

助産所における理念を明確に定め、それを基本方針

・助産所の理念がある

や活動目標として、助産実践に反映している

・助産所の活動目標がある

助産所において、その理念を職員に周知し、利用者

・助産所の職員は、助産所の理念を知っている

に公表している

・助産所の理念は、利用者にも伝えている

助産所の理念や基本方針を具体化するための年間予

・助産所の年間予算や事業計画は、年度毎にまとめ

算が立てられ、事業計画が作成され、職員に周知さ

られている

れている

・事業計画に見合った人員が確保されている

助産所の組織が明確になっており、組織図がある

・助産所の組織図がある

助産所全体の連絡調整会議を定期的に開催している
助産所の理念を具現化するために、職員が研修を受
けられる体制が整っている

・開催された連絡調整会議等の日時や内容の記録が
ある
・職員が研修等を受けたことを示す記録等がある

施設内で定期的に、あるいは必要に応じて、助産実

・研修の伝達や内容について、日時、参加者、内容

践技術向上の研修伝達や検討が行われている

等の記録がある

Ⅱ．妊産婦及び新生児の権利と安全の確保
大項目

妊
産
婦
の
権
利
を
尊
重
す
る
方
針

中項目

小項目

助産所で行われている妊産婦への全ての助産行為に

・妊産婦に対して行われた説明内容の記録がある

対して、事前に説明が行われている

・説明に必要なパンフレット等の資料がある

妊産婦に説明された内容は、日付とともに書面に記

・妊産婦に説明された内容と日付、妊産婦が同意し

載され、妊産婦は同意の署名を行っている

て署名した記録がある

職員が、妊産婦や家族への説明と同意の必要性を理

・職員は説明と同意の必要性がわかり、実践してい

解している

る

出産に際しては、妊産婦の意向が確認され、妊産婦

・バースプラン等の内容や妊産婦との話し合いの内

との話し合いがもたれている

容が記録されている
・プライバシーが保護される施設環境等がされてい

妊産婦および新生児の情報について、守秘義務が守
られている

る
・医療記録は、守秘義務が守られる場所に保管して
いる
・守秘義務の遵守を確認している
・提供されるケアの料金が明示されている

提供されるケアの料金が明確である

・提供したケアの料金の明細等が提示されている
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・院内感染対策について基準が作成されている
・院内感染対策のための研修会を受講している
・感染症発生状況報告がされ、対策が図れている
・医療法に基づいた医療廃棄物の取扱い・市区町村
の条例に基づいた胎盤の処理が行われている
・使用している全ての医薬品の手順書が作成されて
いる
医療法に基づく体制が整備されている

・医薬品の安全使用のための情報収集を行い、勉強
会や研修会を受講している
・医療機器の安全使用のための手順書が作成されて
いる
・感染管理・医薬品・医療機器に関する管理者を設
け、所内で安全な管理について検討されている
・医療機器の保守点検に関する計画が策定されてい
る
・医療法に基づき、施設の開設基準が維持されてい
る

安
全
確
保
の
た
め
の
体
制
・
手
順

・包括指示によって用いる薬剤の種類と用途につい
て書面にまとめられ、職員がいつでも見ることがで
緊急時に用いる薬剤の使用に関して、関与する医療
者間（嘱託医師等を含む）で検討される機会がある

きるようになっている
・緊急時に用いた薬剤について、薬剤使用の必要性
とのその内容が記録されるシステムがある
・関与する医療者（嘱託医師等を含む）に報告し、
薬剤使用の適切性が必要に応じ検討されている

施設の管理者名を施設利用者にわかるように、院内

・施設管理者名を施設利用者にわかるように、院内

の適当な場所に明示している

に明示している

分娩時には、複数の助産師が関わる体制が整ってい
る

・分娩時に複数の助産師が関わるシステムがある
・ケア提供者の氏名・職種が明示されている
・診察・ケアの受け持ち等が妊産婦に周知されてい

診察・ケア体制の責任が明確になっている

る
・診察・ケアの役割分担が明記されている

医療法第１９条に基づく委託医師及び医療機関との
連携が整っている

・嘱託医師および嘱託医療機関が明示されている
・嘱託医師および嘱託医療機関との契約・合意の文
書がある

医療法第 19 条に基づく嘱託医師及び嘱託医療機関
以外の医療機関や保健所等、必要な関連施設との連
携が整っている

・関連施設の連絡先や必要とされる連携状況等がわ
かる資料がある

他施設へ紹介する妊産婦・新生児の転院や搬送の手

・他施設へ紹介する妊産婦・新生児の転院や搬送の

順が整っている

手順書がある
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助産所ガイドライン及び遵守すべきものに沿った助

・嘱託医師及び嘱託医療機関の医師との約束規定が

産業務を行っている

明文化されている
・分娩件数、転院件数等の分娩統計を、定期的に日

分娩件数の報告や転院／異常報告を適切に行ってい

本助産師会安全対策委員会に報告している

る

・母体及び新生児の転院／異常の事例について、日
本助産師会安全対策委員会への報告をしている

安全管理指針に基づく医療事故発生時の対応が整っ
ている

・医療事故発生時の対応手順が明文化されている
・防災・防犯・安全対策に関して、連絡責任体制が

事
故
へ
の
責
任
と
対
応

明確になっている
災害等に備えて、防災・防犯・安全対策に関する妊

・防災・防犯・安全対策に関する妊産婦や新生児の

産婦・新生児への対応が検討されている

対応マニュアルが作成されている
・職員は災害等緊急事態発生時の安全対策を理解し
ている
・管理者は、助産所賠償責任保険に加入している

医療事故への対応に必要な対策をたてている

・産科医療補償制度に加入している

Ⅲ．地域における役割

大項目
助
産
所
の
地
域
に
お
け
る
役
割
機
能

地教
域育
へ・
の研
公修
開の

中項目

小項目

地域における母子保健の動向を把握し施設の活動
に関連づけている

・対象施設の所在地域（都道府県・市区町村）にお
ける出生数及び、その変動、出生の場所等を把握し、
助産所の活動に活用している

助産所の地域における役割や機能を施設内で検討
している

・地域で参加している活動内容（保健センターや学
校での健康教育等）や活動計画が記録されており、
情報交換が行われている

地域住民に対する健康支援活動（教育・相談等を含む）を施設内外で行っている
地域における災害時の緊急活動に参加する体制が

・緊急時対応の必要性について、職員が理解してい

整えられている

る

助産所での研修会や研究会を地域に公開している

学生の実習や研修、卒後研修を受け入れている

・助産所での研修会や研究会を地域に公開してい
る
・助産所で受け入れた実習や研修などの、期間・人
数・研修内容などの記録がある

Ⅳ．妊産婦及び新生児へのサービス

大項目

中項目

の利
配便
慮性

妊産婦や新生児が受診する際の利便性が図られて

実継サ
施続ー
ケビ
アス
の・

小項目

いる

・再来の予約体制が整っている
・通院中の妊産婦および新生児への休日や夜間の
受診体制が整っている

施設利用者に対するサービス内容がわかりやすく
なっている

・外来時間はわかりやすくなっている
・家族控室や面会室など、施設利用者に対する施設
の配慮がなされている

39

・院内は禁煙区域である
・施設内外の環境が整備されている（清掃・騒音・
振動・リネン交換等）
・食事は入院中の妊産婦の状況に応じた配慮がさ

サービス改善に取り組んでいる

れている
・利用者の意見や要望を聞くためのシステムがあ
る
・妊産婦の開示請求に応じて情報開示できる
・個々の妊産婦に対するケア提供のための責任体
制が明確になっている

情報開示ができる体制が整備されている

・個々の妊産婦・新生児に一貫したケアを提供して

継続ケアの実施体制が整っている

いる
・妊産婦はいつでも職員に直接連絡が取れる体制
になっている

家
支族
援へ
の

妊産婦及び新生児の家族への支援体制が整備され
ている

・家族に妊婦健康診査や出産準備教育等に参加す
る機会を提供している
・家族に対する母子の生活・育児支援を行っている

Ⅴ．ケアの適切な提供
大項目
整 組
備 織
の
チ
の ー
確 ム
立 体
制

中項目

小項目

助産所の方針を達成するために、必要な人的資源（栄養士・鍼灸師等）を活用している
ケアの充実のためのマニュアルを作成し、それに基

・ケア・マニュアルや指針を定期的に見直し、速や

づいたケアを提供している

かにその内容を職員に周知している

妊産婦の経過等について、適宜、嘱託医師等との検討を行い、ケアの内容を見直している
・職員間で実施したケアを評価する機会が定期的
ケ
ア
の
評
価

助産所全体としてのケアの評価を行っている

に設けられている
・利用者からのケアに関する評価を聞く取り組み
をしている

評価を活用したケアを提供している施設において定期的に事例検討会を行っている
能助
力産
開師
発の

ケ
ア
の提
環供
境の
た
め

職員が学会や研修会に参加している
職員の研究や研修の成果について公表に努めてい

・職員の研究や研修の成果がまとめられ、その保管

る

と公表に努めている

ケア提供のための図書・雑誌が整備され、職員に利

・専門図書・雑誌は適宜更新され、職員がいつでも

用されやすくなっている

利用できるようになっている

ケアの提供に必要な器材や備品を適切に管理して

・ケアの提供に必要な器材や備品を定期的に管理・

いる

点検している
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Ⅵ．助産所運営管理の合理性
大項目

中項目

小項目
・利用者や職員の個人情報の記述・取扱いが適切に

情
報
管
適 理
切 の
性 合
理
性
と
人
適合事
理
切性管
性と理
の
財
務
管
理
の
合
理
性
と
適
切
性

個人情報保護法に準じて、個人情報の管理体制が整

実施されている

っている

・医療記録等は守秘義務が守られる場所に保管さ
れている

保健師助産師看護師法第 42 条に基づいた

・医療記録、助産録等必要な書類が 5 年間保存さ

助産録の内容と保存が守られている

れている

職員の必要人数が確保されている
労働基準法に準じた労務管理が行われている

よう努めている

収益や費用に関する分析を必要に応じて

・収益や費用に関する収支が年毎にまとめられ、保

行っている

管されている

内部監査等によって財務や会計に複数の人が目を
通している

・会計士や税理士の会計報告等が、周知されている
・損益計算書、賃借対照表等が年毎にまとめられて

財務状況を示す資料等が整備されている

業
務
管
理
の
合
理
性
と
適
切
性

・労働基準法に準じた労務管理が適切に行われる

いる

入院室管理を円滑に調整する体制が整って

・入院者が重複した場合の入院室の調整が適切に

いる

行われている
・広報活動の内容は、助産業務ガイドラインに準じ
ている

助産所の広報活動を適切に行っている

・助産所の広報のための看板、パンフレット、イン
ターネット等が整備されている

情報公開のための体制が整備されている
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助産学実習Ⅵ（地域母子保健実習）要項

助産学実習Ⅵ（地域母子保健実習）

１単位４5 時間

１．実習目的
地域における母子保健活動や継続支援の実際を知り、母子保健をめぐる法律、制度、施策について
理解し、助産師として多職種と連携・協働し、子育てを支援する能力を修得する。
２．到達目標
１）保健センター等の機能・役割について説明する。
２）当該実習地域の特性や母子保健の現状からニーズを把握する。
３）地域の特性に合わせた母子保健活動の実際を見学し、地域で生活する親子を支援するための方法
を説明する。
４）母子保健活動における助産師の役割について説明する。
５）行政が行う母子保健活動における多職種連携・協働について考えることができる。
６）助産師の責務を踏まえて医療チームの一員である助産師学生として行動する。
３．実習内容
保健センター等における母子保健事業を見学する。
４．実習期間・時間
１）合同オリエンテーション：4 月 15 日（金）各保健センター等で実施される。
２）本実習
（１）実習期間 2023 年１月 16 日（月）～１月 20 日（金）
（２）実習時間 ８：30～17：15 （施設により異なる場合がある）
５．実習方法
１）次の実習内容を参考に事前学習を行い、日々の目標を明確にして実習する。
（１）合同オリエンテーション…地域の把握 ・事業の把握
＊合同オリエンテーションで渡された資料は、
本実習で使用するので各自きちんと保管しておく。
（２）オリエンテーション…所内見学 ・職員紹介
（３）健康診査・保健指導の見学
①歯科検診
②乳幼児健康診査…４ヶ月児・１歳６ヶ月児・３歳児
③予防接種
④健康相談…妊産婦健康相談・育児相談・母乳相談・家族計画相談など
⑤健康教育…思春期教育・更年期教育・母親（両親）学級など
⑥家庭訪問
（４）地域活動の見学…子育て支援など
（５）医療機関との連携について知る…母子健康手帳・出生連絡票・医療給付など
（６）その他、担当者から話を聞く…食育・入院助産・ＤＶ・虐待など
２）日々の学びを共有する。
（１）実習での疑問は当日のうちに質問し解決する。
（２）日々のカンファレンスを指導者とともに（可能な限り）行い、学びを共有する。
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３）まとめの会（反省会）
（１）実習最終日をめどにまとめの会を開催する。
●日々の学びを振り返り、自己の考えを明らかにする。
（２）事前に指導者と教員が日時の調整をする。
（３）指導者と相談の上、場所が決定したら学生が教員に連絡する。
（４）参加人数分の資料を作成し、当日朝までに参加者へコピーを配布する。
（５）資料は原則として会の終了後に回収し、文書破棄手続きに則り臨地で破棄を依頼する。
（指導者等が責任を持って処理する場合を除く）
４）実習上の諸注意
（１）指導者や教員への連絡・報告は適宜行う。
（２）活動事業内容に応じた、助産師学生として望ましい服装とし、エプロン・名札をつける。
（３）出席簿に毎日印鑑（シャチハタ不可）を押す。出席簿の確認・扱いは施設毎のオリエンテーシ
ョン時に教員に確認する。
（4）合同オリエンテーション時、誓約書がある施設は忘れずに持参し、担当者に提出する。
６．実習記録に関して
１）合同オリエンテーション：
「助産学実習Ⅵ 実習記録－１」に記載して指定のファイルに綴じる。
記録提出日：2022 年４月 18 日（月）8：50 教員室
実習で使用したメモ・合同オリエンテーションでもらった資料も一緒に提出する。
２）本実習：
（１）毎日「助産学実習Ⅵ 実習記録－１」を記載する。
（２）家庭訪問に同行した日は「助産学実習Ⅵ 実習記録－２」を記載する。
（３）まとめの会は事前に「助産学実習Ⅵ（地域実習）まとめ」を記載し、コピーを配布資料とする。
（４）記録類は指定のファイルに順番に綴じ、原則ファイルから用紙を外さない。
（記録の紛失予防のため）
（５）記録類は可能であれば、その日の実習時間内に記録し、指導者に確認してもらう。
（実習時間内の記録ができない場合は、翌朝に指導者に確認してもらう）
（６）指導者に記録を確認してもらうときは、必ずサインをいただく。
（７）施設に記録を置いたままにせず、毎日持ち帰る。
（８）実習最終日の記録が、その日に確認していただけなかった場合：
学生が翌登校日に担当教員に報告する。
教員が実習最終日のコピーを、レターパックで施設に郵送する。
（施設からのコピーの返却は不要とする）
（９）本実習終了後の記録提出日：2023 年 1 月 23 日（月）8：50 教員室
記録類は指定のファイルに順番に綴じ、使用したメモ帳と一緒に提出する。
７．実習評価
１）評価ガイドの視点、指導者への確認等で教員が評価表にて行う。
２）最終的な評価は提出された記録を参考にし、教員会議にて決定する。
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実習記録のファイリング方法

実習記録のファイリング方法
実習科目

ファイリングの順番

ファイル

実習Ⅰ

妊娠期事例：２例

緑：4 冊

緑

（予備１）

①表紙１ ②様式 11 ③様式 12 ④様式 2
その他の妊娠期事例

実習Ⅱ

赤

赤：10 冊

青

（予備 2）

①表紙１ ②様式 13

分娩介助事例：７例
①表紙２ ②様式４ ③様式 21 ④様式５ ⑤様式 6 ⑥様式３
新生児出生直後ケア：３例以上
①表紙２ ②様式８ ③様式 22 ④様式９ ⑤様式３
分娩介助に至らなかった事例

青：６冊

赤

①表紙２ ②様式４ ③様式 21 ④様式５ ⑤様式３

（予備 2）

青

新生児出生直後ケアに至らなかった事例
①表紙 2 ②様式８ ③様式 22 ④様式３

実習Ⅲ

分娩産褥期事例：２例

乳白：８冊

①表紙３ ②様式４ ③様式 21 ④様式５ ⑤様式 6 ⑥様式９

（予備 3）

⑦様式３（分娩期） ⑧表紙３ ⑨様式２ ⑩様式 10＋保健指導パンフレット
乳白

⑫様式３（退院時） ⑬様式２（継続支援）
その他の産褥期事例
NICU 見学実習

実習Ⅳ

①表紙 3 ②様式２（ケースにより ③様式 3）

①表紙３ ②様式 17

継続事例：１例

黄：１冊

黄

①表紙４ ②様式 11 ③様式 12 ④様式２ ⑤様式４ ⑥様式 21
⑦様式５ ⑧様式６ ⑨様式９ ⑩様式３（分娩期）⑪表紙４ ⑫様式 2
⑬様式 10＋保健指導パンフレット ⑭様式３（退院時）⑮様式２（継続支援）

その他

①助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ出欠席表 ②様式 20 ③様式１ ④様式 18

オレンジ：
１冊

⑤実習記録管理表 ⑥直介・間介・新生児出生直後ケアチェックリスト

オレンジ

⑦実習記録チェック表 ⑧助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ評価表・評価ガイド
⑨個人情報保護チェック表

⑩助産師に求められる実践能力

⑪その他（カンファレンス資料等）
実習Ⅴ

青

青：１冊
実習Ⅵ
ピンク：

①助産学実習Ⅴ出欠席表 ②様式 20 ③様式１ ④実習記録チェック表
④助産学実習Ⅴ評価表・評価ガイド ⑤個人情報保護チェック表 ⑥その他
①表紙６ ②助産学実習Ⅵ実習記録-１・-２ ③助産学実習Ⅵまとめ

ピンク

１冊

④実習記録チェック表 ⑤助産学実習Ⅵ評価表・評価ガイド
⑥個人情報保護チェック表

⑦オリ資料等（⑦は合同オリ後のみ）

●実習記録にはインデックスを付けて整理する。
●様式３（リフレクションシート）は返却されたら規定のポップリングファイルに綴じ、各自で保管する。
●指導者・教員の要請があれば、記録をすぐに提示できるようにしておく。
●実習記録はそれぞれ指示された期日に提出する。病院実習記録の返却確認は「実習記録管理表」にて確認
する。
●期日に実習記録が提出されていない場合や、学習内容が不十分な場合は、次の分娩介助など実習ができな
いこともある。
●その他、グループで一部「分娩介助・新生児出生直後ケア一覧」を管理し、指示された期日に提出する。
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【実習記録

表紙】

１）表紙１：助産学実習Ⅰ実習記録（妊娠期事例・その他の妊娠期事例）
２）表紙２：助産学実習Ⅱ実習記録（分娩介助事例・新生児出生直後ケア事例・分娩に至らなかった・
出生に至らなかった事例も含む）
３）表紙３：助産学実習Ⅲ実習記録（分娩産褥事例・その他の産褥新生児期事例・NICU 見学実習記録）
４）表紙４：助産学実習Ⅳ実習記録（継続事例）
５）表紙５：助産学実習Ⅴ実習記録（助産管理実習）
６）表紙６：助産学実習Ⅵ実習記録（地域母子保健実習）

【実習記録 様式集】
１）様式 1：私のとりくみ
２）様式 2：経過記録（No.１・２）
３）様式３：リフレクションシート
４）様式４：分娩期アセスメント
５）様式５：分娩経過記録

A3

A3

６）様式６：分娩要約
7）様式８：新生児アセスメント（No.１・２ A3）
8）様式９：出生要約
9）様式 10：母子の保健指導案（No.１・２・３）
10）様式 11：妊娠期情報用紙
11）様式 12：妊娠経過表
12）様式 13：妊娠経過記録
13）様式 17：NICU 見学実習記録
14）様式 18：安全対策ノート
15）様式 20：日々の記録
16）様式 21：標準支援計画（分娩期）
17）様式 22：標準支援計画（新生児出生直後ケア）
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実

習 施

設

一

覧

実習施設一覧
施設

科目

郵便番号

住所

電話番号

病

院

小田原市立病院

２５０－
小田原市久野46
８５５８

川崎市立川崎病院

２１０－
川崎市川崎区新川通12-１
００１３

けいゆう病院

（広域）避難場所

0465-34-3175

小田原市立足柄小学校
（小田原市扇町21-7）

川崎競輪場、川崎球場、
044-233-5521 富士見公園、富士見中学校
（川崎区富士見２丁目）

２２０－
横浜市西区みなとみらい3-7-3
８５２１

045-221-8181

臨港パーク
（西区みなとみらい1番地）
南吉田小学校

公立大学法人横浜市立大学附属 ２３２－
横浜市南区浦舟町4-57
市民総合医療センター
００２４

045-261-5656

独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

２４５－
横浜市戸塚区原宿３-60-２
８５７５

045-851-2621

平塚市民病院

２５４－
平塚市南原1-19-1
００６５

0463-32-0015

２５１－
藤沢市藤沢2-6-1
８５５０

0466-25-3111

２４２－
大和市深見西８-３-６
８６０２

046-260-0111

横浜市立市民病院

２２１－
横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1
０８５５

045-316-4580

横浜市立みなと赤十字病院

２３１－
横浜市中区新山下3-12-1
８６８２

045-628-6100 病院内

横浜南共済病院

２３６－
横浜市金沢区六浦東１-21-１
００３７

045-782-2101

助
産
学 藤沢市民病院
実
習 大和市立病院
Ⅰ

N

I

C

U

実

習

病

（南区高根町2-14）
横浜市消防訓練センター
（戸塚区深谷町）
平塚農商高等学校
（平塚市達上ヶ丘10-10）
藤沢翔陵高等学校
（藤沢市善行7-1-3）
大和東高校・大和東小学校
（大和市深見1760）
三ッ沢公園
（神奈川区三ツ沢西町３-１）

野島公園
（金沢区野島町24）

院

神奈川県立
こども医療センター

２３２－
横浜市南区六ッ川2-138-4
８５５５

045-711-2351

病院内

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

２４１－
横浜市旭区矢指町1197-1
０８１１

045-366-1111

程ヶ谷カントリークラブ
（旭区上川井町1324）

東海大学医学部付属病院

２５９－
伊勢原市下糟屋143
１１９３

0463-93-1121

病院裏駐車場

助

産

所

いなだ助産院

２１４－
川崎市多摩区菅稲田堤 3-4-1
０００３

044-945-5560

ウパウパハウス岡本助産院

２１１－
川崎市中原区下小田中１-5-31
００４１

044-740-0621

齋藤助産院

２５３－
茅ヶ崎市芹沢1004-10
０００８

0467-54-8841

さくらバース

２１１－
川崎市中原区今井南町３０-９
００６４

044-739-3158

２４５－
横浜市泉区緑園2-19-24
０００２

045-813-7382

助
産
学 豊倉助産院
実
習
とわ助産院
Ⅱ

菅小学校
（川崎市多摩区菅２-６−１）
川崎市立大戸小学校
（川崎市中原区下小田中1-4-1）

小出小学校
（茅ヶ崎市芹沢944）
今井中学校
（川崎市中原区今井中町321）
戸塚カントリークラブ一帯
（横浜市戸塚区川上町、名瀬町）

２３０－
横浜市鶴見区鶴見中央1-10-20 045-834-7556
００５１

総持寺

バースあおば

２２７－
横浜市青葉区鴨志田町509-１
００３３

045-962-7967

グルーンヒル鴨志田西団地一帯

marimo助産院

２５２－
相模原市南区文京2-7-2
０３０７

042-766-4381

みどり助産院

２２６－
横浜市緑区三保町2242
００１５

045-933-8007

みやした助産院

２３２－
横浜市南区三春台126
０００２

045-231-1788

２３６－
横浜市金沢区六浦2-14-12
００３１

045-788-6601

山本助産院
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（横浜市鶴見区二丁目）
（横浜市青葉区鴨志田町）
矢口台小学校
（相模原市南区文京2-12-1）
神奈川大学グランド及び四季の森公園

（横浜市緑区台村町）
清水が丘公園一帯
（横浜市南区清水が丘、南太田二丁目）

横浜市立大学一帯
（横浜市金沢区瀬戸）

科目

施設

住所

郵便番号

保

健

所・保

電話番号

健

セ

ン

タ

（広域）避難場所

ー

相模原市
２ ５ ２ － 相模原市中央区富士見6-1-1
５２７７ ウェルネスさがみはら４階

042-769-8345
（健康企画課）

２ ３ ８ － 横須賀市小川町11番地
８５５０ はぐくみかん5階

046-824-7141

２１３－
川崎市高津区下作延2-8-1
８５７０

044-861-3250

２３０－
横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
００５１

045-510-1818

２４０－
横浜市保土ケ谷区川辺町2－9
０００１

045-334-6262

２４１－
横浜市旭区鶴ヶ峰1-4-15
００２２

045-954-6143

磯子福祉保健センター

２３５－
横浜市磯子区磯子３－５－１
００１６

045-750-2442

金沢福祉保健センター

２３６－
横浜市金沢区泥亀２－9－1
００２１

045-788-7824

都筑福祉保健センター

２２４－
横浜市都筑区茅ケ崎中央32－1
００３２

045-948-2345

戸塚福祉保健センター

２４４－
横浜市戸塚区戸塚町16-17
０００３

045-866-8418

栄福祉保健センター

２４７－
横浜市栄区桂町303-19
０００５

045-894-6917

泉福祉保健センター

２４5－
横浜市泉区和泉町4636-2
００16

045-800-2445

瀬谷福祉保健センター

２４６－
横浜市瀬谷区二ツ橋町190
００２１

045-367-5702

相模原市保健所

中央小学校
相模原市中央区富士見1-3-17

横須賀市
横須賀市保健所

施設別オリ参照

川崎市
高津区地域みまもり
支援センター

高津中学校
（川崎市高津区久末3-11-2）

横浜市
鶴見福祉保健センター

助
産 保土ヶ谷福祉保健センター
学
実 旭福祉保健センター
習
Ⅲ
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総持寺
（横浜市鶴見区鶴見二丁目）
川辺公園及び
横浜ビジネスパーク一帯
左近山団地
（横浜市旭区左近山）
久良岐公園
（港南区上大岡東3-12-1）
横浜市立大学（金沢区瀬戸22-2）
八景島小学校（金沢区泥亀1-21-2）

葛が谷公園一帯
（横浜市都筑区長坂）
八幡山一帯
（横浜市戸塚区吉田町）

本郷台駅前一帯
（横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目・桂町）

中和田小学校
（横浜市泉区和泉町3721）
米軍上瀬谷通信隊一帯
（瀬谷区瀬谷町）

