隔月刊誌
定期刊行物
会員制

臨床助産ケア
スキルの強化

特典教材 ダウンロード 5月配信

現場で育まれた 知恵 と 技 で実践力を！
A4変型判 120頁 年6回（奇数月の25日）発行
入会金 3,000円 年間購読料 17,280円（共に税込）
※開始号数により価格は少しお安くなります。

2019年5月〜2020年４月末まで

両親学級でそのまま使えるスライドデータ

〜災害時の備えと対応編

30分講義用
PowerPoint スライド16枚

地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪母子医療センター 看護副部長
大阪府看護協会 助産師職能委員長

マタニティクラスや母親学級、両親学級などで使える！妊婦や家族の防災意識を向上させる30分講義！

- 月号
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6

異常分娩の助産ケア
助産・母性看護実習における効果的な教育
特別企画

- 月号

7
8

●

産科救急コール・死戦期帝王切開シミュレーションによる救急体制構築の取り組み

お母さんの心身に寄り添った母乳育児支援
〜医療・社会的ハイリスク母児を中心とした対応事例
特別企画

周産期母子支援コーディネーターを中心とした母子への一貫した支援システム
● 自殺予防に役立つ面接方法
周産期 メンタルヘルスファーストエイド
● 中学生向け性教育プログラム＆参加型教材
（すごろく）の開発
●

胎児心拍数
モニタリングの判読

20

年

1
2

- 月号

- 月号

9
10

宮川祐三子

- 月号

11
12

産科医療安全と
助産師の役割

3
4

- 月号

産後2週間健診の進め方

ハイリスク妊産婦の
ケアと管理
産科混合病棟の助産師育成と体制
助産師だからこそできる

虐待・ＤＶ予防と対策

マイナートラブルの
予防・改善

- 月号

5
6

周産期における
地域・他職種との連携

連載

出生前検査にまつわる諸事情と助産師に知っておいてほしい遺伝の話

宮城県立こども病院 成育支援局／認定遺伝カウンセラー

助産師のためのウイメンズヘルス入門

小川真紀

東北大学 大学院医学系研究科 ウイメンズヘルス看護学分野 副研究科長
教授・博士
（看護学） 吉沢

臨床エピソードで理解を深めるペリネイタルロスとグリーフケア

豊予子 ほか

聖路加国際大学研究センター 客員研究員 生殖心理カウンセラー／がん・生殖医療専門心理士／社会福祉士／精神保健福祉士

石井慶子

※内容は都合により変更する場合がございます。

お問合せ
ご注文

TEL：

URL：www.nissoken.com

日総研

〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-15 日総研ビル

臨床助産ケア
会員制・隔月刊誌

現場で育まれた
知恵 と 技 で実践力を！

スキルの強化

５・６月号 Co ntent s
特 集 １
2

異常分娩の助産ケア

73

17

院内助産において正常分娩から異常分娩に移行した事例
名古屋第一赤十字病院 バースセンター
係長 大島和美

23 異常分娩を見極める！吸引／鉗子／緊急帝王切開の事例
JA秋田厚生連 能代厚生医療センター 看護師長
アドバンス助産師 出雲隆子 ほか
34

82

当院における超緊急帝王切開術の取り組み

89

特 集 ２

今どきの学生の理解と効果的な指導方法

畿央大学 教育学部 現代教育学科 教授 粕井みづほ

53

当院における助産・母性看護実習の現状

一般財団法人倉敷成人病センター 周産期センター 副主任
助産師 遠藤千穂

59

母性看護学・助産学実習の実際と臨地実習指導者の役割
飯田市立病院 周産期センター 西病棟 主任補佐
臨地実習指導者／助産師 荒井美介恵

65

助産実習受け入れの実際

産前・産後うつ

根拠に基づく判断・対応・ケア［第５回］

社会福祉法人恩賜
財団済生会横浜市東部病院
NICU／GCU 看護師 河原志保
こどもセンター 看護師 喜多村久絵
療養福祉相談室 社会福祉士
精神保健福祉士 中川あすか ほか

一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 周産母子室 主任
アドバンス助産師 猪俣奈緒子 ほか

47

母性看護学の
授業設計と演習・実習の進め方

［第３回］ 奈良学園大学 保健医療学部 看護学科
教授 服部律子
93

助産・母性看護実習に
おける効果的な教育

助産師のための
ウィメンズヘルス入門［第２回］

東北大学大学院 医学系研究科
家族支援看護学講座
ウィメンズヘルス・周産期看護学分野 准教授 中村康香

伊藤利佐

〜 カイザーハート と今後の課題

出産前検査にまつわる諸事情と
助産師に知っておいてほしい N
ew
遺伝の話
宮城県立こども病院 成育支援局
認定遺伝カウンセラー 小川真紀

院内助産を予定していた妊婦の分娩リスクを察知した事例
岩手県立釜石病院 ３病棟 助産師

41

80

分娩進行を判断するアセスメントツールを用いた
異常分娩の予測 兵庫県立大学 看護学部 看護学科 教授 渡邉竹美
〜産後過多出血

臨床エピソードで理解を深める

ペリネイタルロスとグリーフケア［第２回］
聖路加国際大学研究センター 客員研究員
生殖心理カウンセラー
がん・生殖医療専門心理士／社会福祉士
精神保健福祉士 石井慶子 ほか

分娩進行時の母体・胎児のモニタリングと分娩進行のポイント

10

最新号 目次

連載

〈総論〉異常の見極め方

武庫川女子大学 看護学分野 助教／母性看護専門看護師／アドバンス助産師
プラクティカルCTG判読スぺシャリスト２nd認定 大西舞子

参考資料

101

助産師が知っておくべき

麻酔の知識と急変時対応

］
産科麻酔医から愛をこめて［第13回（最終回）

昭和大学 医学部 麻酔科学講座 教授 加藤里絵

114

助産師・看護師に知っておいてほしい

LGBTの基礎知識［第７回］

岡山大学大学院 保健学研究科 教授 中塚幹也

特別企画
106 「産科緊急コール」
による

母体救命救急体制の構築と
多職種シミュレーションの実施

〜分娩室での死戦期帝王切開実現に向けた取り組み

盛岡赤十字病院 産科病棟 看護師長／アドバンス助産師

髙村ゆりえ

［ 特典教材 ］ダウンロード ５月配信

札幌医科大学附属病院 産科周産期科病棟
副看護師長／助産師 長橋由香里 ほか

ダウンロード方法の詳細はP.120をご覧ください。

両親学級でそのまま使えるスライドデータ 〜災害時の備えと対応編〜
30分講義用 PowerPoint スライド16枚

宮川祐三子

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 看護副部長
大阪府看護協会 助産師職能委員長

