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【原 著】 

助産師の専門職的自律性を高める要因および継続教育 

―専門職的自律性尺度による検討― 

 

浅野 恵美 1)，井關 敦子 2) 
 

 
要旨：本研究は，助産師の専門職的自律性を高める諸要因および継続教育について明らかにすることを目的とした。A地

域の分娩取扱施設に勤務する助産師を対象に，自記式質問調査を行った。361 人を分析したところ，専門職的自律性得点

と正の相関を示したのは臨床実践能力得点，年齢，助産師経験年数であった。継続教育で，経験有が無より専門職的自

律性得点が有意に高かった項目は，バースプランの立案と振り返り，地域母子保健活動へ参加，思春期教育やいのちの

授業実施，院内助産で分娩介助実施または分娩見学，助産所で研修または分娩介助実施であった。臨床実践能力の向上

および女性のライフサイクルに応じたケア，院内助産・助産所での継続ケア研修により教育の質を高めることは，助産

師の専門職的自律性の向上につながる可能性がある。 

 

キーワード：助産師，専門職的自律性，臨床実践能力，継続教育 
 

Ⅰ．緒 言 

厚生労働省が2008年に公表した「安心と希望の医療確

保ビジョン(厚生労働省医政局，2008)は，助産師が医師

と連携・協働しながら専門性を発揮できるよう，助産実

践能力を向上させ自律することが求められている。助産

師の専門職的自律性(以下，「専門職的自律性」)を高め

る要因は，年齢，職位，助産師経験年数，現職場の勤続

年数，分娩介助件数，臨床実践能力(石引･長岡･加藤，

2013；正木・岡山・玉里，2008；山崎，2009)，産科医師

との協働性(山崎，2009)が報告されている。しかし助産

師の 87.5％が，医師主導のもと妊産褥婦の管理が行われ

る病院や診療所に勤務している(日本看護協会出版会，

2015)。そこで従事する助産師は，正常分娩における判断

も医師に依存する傾向にあり，自律性が薄れ役割が発揮

できていないと懸念されている(伊藤・良村・佐川，

2015)。また，自律性は教育と訓練により獲得できるとさ

れるが(島田，1995)，分娩件数の減少などによる経験不

足のため，助産師は年数を重ねても自律性や臨床実践能

力不足に対する不安感や職務への自信喪失感を抱いてい

る(濱松，2000)。さらに，2015 年に助産師の個人認証制

度(日本看護協会，2016)が始まり助産師の継続教育が重

要視され始めたものの，充実した継続教育を行うことに

は限界が生じている(水野・坂梨・勝川・沢田，2017)。

こうした状況をふまえ，助産師が少ないケア経験の中で

も専門職者として自律できるよう，継続教育(内容や方

法)を充実させることが重要である。そこで「専門職的

自律性」を高める要因と継続教育について明らかにする

ことを本研究の目的とした。 

 

Ⅱ．方 法 

1．用語の定義 

1)「専門職的自律性」 

「専門職的自律性」は，石引ら(2013)の定義を基に，

『高度な専門的知識・技術に裏付けられた自主的・主体

的な判断と適切な助産実践をすることであり，助産活動

における専門的な能力を発揮すること』とした。 

2)継続教育 

継続教育は，青柳ら(2012)の定義を基に，『基礎教育を

終了した助産師が，専門職者として個々に能力を開発，

維持，向上し自らのキャリアを形成できるよう，院内・

外で行われる集合教育および個別指導による教育』とし

た。 

2．研究デザイン 

自記式質問紙法による横断調査に基づいた関係探索研

究 

 

受付日：2022年3月1日，受理日：2022年5月17日 
1)元岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻 
2)岐阜大学医学部看護学科 
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3．研究対象 

本研究の対象者は，A 地域で分娩を取り扱っている病

院，診療所，助産所に勤務している助産師とした。まず，

研究対象施設を，分娩取扱医療機関一覧(日本産婦人科

学会，2015)から病院 44施設と診療所 61施設，および助

産師(院)一覧(日本助産師会，2015)から助産所 23 施設を

抽出し，これらの合計 128 施設に勤務する助産師を研究

対象とした。 

4．調査期間 

2015年7月から2016年1月 

5．調査方法 

研究対象施設として抽出した病院の看護部長等および

診療所と助産所の院長等に対し，勤務している助産師の

人数分の依頼書と質問紙を郵送した。質問紙は，看護部

長および院長等を通して各助産師に配布され，質問紙へ

の回答後に各助産師から郵送してもらった。 

6．調査内容 

1)研究対象者の背景 

研究対象者の年齢，卒業した看護師養成所・助産師養

成所，助産師経験年数，職位，経験した分娩介助件数，

助産実践能力習熟段階レベルⅢ(以下，レベルⅢ)取得有

無，勤務施設の形態(病院・診療所・助産所の別，産科

単科又は産科混合病棟の別，院内助産・助産師外来従事

の有無)と，勤務施設の特徴について，就業助産師数，

年間分娩件数，年間帝王切開娩出術数，院内助産開設・

助産師外来開設の有無，出向の受け入れおよび派遣の有

無の情報を得た。 

2)臨床実践能力 

臨床実践能力は臨床実践能力評価(27 項目)(坂梨，

1999)を活用した。各項目は，｢できない｣1点，｢援助者と

共にできる｣2点，｢助言を得てできる｣3点，「自らの判断

でできる」4 点の 4 段階リッカ－ト・スケ－ルで評価さ

れる。数値が大きいほど「臨床実践能力」が高くなる。

得点配分は＜全体＞108点，ケアの対象別に4つの下位項

目群に区分され，＜妊婦ケア＞16点，＜産婦ケア＞36点，

＜褥婦ケア＞36点，＜新生児ケア＞20点である(表1)。 

3)継続教育 

継続教育は，先行文献(福島，2009；加藤･玉城･賀数･

井上･西平，2003；木村･松岡･平澤･熊澤･佐々木，2002；

松尾･正岡･吉田，2018)をもとに，勤務施設内で日々の業

務を通して実施されるものと勤務施設外で行われる教育

について独自に22項目設定した(表2)。 

 

4)専門職的自律性の測定用具 

石引ら(2013)の助産師専門職的自律性尺度を活用した。

この尺度は46項目からなり，「全くそう思わない」「そう

思わない」「どちらともいえない」「そう思う」「かなり

そう思う」の 5 段階のリッカート・スケールで回答を求

めるものである。自律性が高いほど高得点となり，総合

点は230点である。 

7．分析方法 

分析にあたり統計ソフト Statistical Packages for the 

Social Science (SPSS Version22 for Windows)を使用し，解

析における有意水準は 5％とした。専門職的自律性尺度

は，その因子構造および信頼性を確認した後，専門職つ

いては，Spearman 順位相関分析を行った。専門職的自律

性得点と年齢，助産師経験年数，職位，勤務施設との関

連を kruskal-Wallis 法にて検定後，多重比較を行った。

専門職的自律性得点とレベルⅢ取得の有無，継続教育実

施の有無について，Mann-WhitneyのU検定を実施した。 

8．倫理的配慮 

本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻修

士論文倫理審査委員会の承認を得て実施した(承認番

号：28 看護修第 2 号)。研究協力者に対して，研究の趣

旨，質問紙への協力は任意であり参加の有無により不利

益が生じないこと，研究への同意は質問紙の返送をもっ

て了解を得たものとすること，データは統計的な処理を

行うため，個人が特定されることはなく個人情報は守秘

されることを書面で説明した。 

 

Ⅲ．結 果 

1．質問紙の配布と回収 

質問紙を郵送した128施設の助産師786人の内，376人

から回答を得た(回収率 47.8％)。その内，現在分娩介助

業務に携わっていない者および無回答項目があった者を

除外し，361人を有効回答とした(有効回答率45.9％)。 

2．研究対象者の背景 

1)研究対象者の概要 

研究対象者361人の年齢は，中央値38(範囲22-70)歳で

あった。看護教育は，229人(63.5％)が看護師養成所，助

産師教育は，263人(72.9％)が専修学校で受けていた。助

産師経験年数は中央値 11(範囲 1-48)年であった。研究対

象者の分娩介助件数は，中央値 200(範囲 0-3,000)件であ

った。レベルⅢ取得者は106人(29.4％)であった。職位は，
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管理職 37人(10.2％)，中間管理職 39人(10.8％)，スタッ

フ 285 人(79.0％)であった。勤務施設は，病院 258 人

(71.5％)，診療所85人(23.5％)，助産所18人(5.0％)であ

った。病院勤務者の内176人(68.2％)は産科単科病棟，82

人(31.8％)産科混合病棟勤務であった。助産所勤務者を

除く 343人(100.0％)中，院内助産従事者は 41人(12.0％)，

助産外来従事者は305人(88.9％)であった。 

2)研究対象者の勤務施設の概要 

出向の受け入れを実施している施設に勤務する者46人

(12.7％)，出向の派遣を実施している施設に勤務する者

118 人(32.7％)であった。就業助産師数の平均は

30.0±22.4人，年間分娩件数の平均は701.0±442.4件で

あった。年間帝王切開娩出術割合は全体で19.7±13.3 ％

であった。 

3)臨床実践能力 

臨床実践能力の中央値は，＜全体＞102(範囲52-108)点

であった。＜全体＞および4つの下位項目群各々の信頼

性は，Cronbach α係数がいずれも.800以上を示し，内的

整合性を確認できた(表1)。 

3．専門職的自律性との関連 

1)専門職的自律性と諸要因との関連 

専門職的自律性得点の中央値は，166(範囲 85-230)点で

あった。専門職的自律性得点と強い正の相関を示したの

全体 102 (52-108) .955

＜妊婦ケア＞   

 ＜産婦ケア＞   

＜褥婦ケア＞   

＜新生児ケア＞   

各項目は ｢できない｣1点， ｢援助者と共にできる｣2点， ｢助言を得てできる｣3点，「自らの判断

でできる」4点の4段階リッカ－ト・スケ－ル法で評価される。

Cronbach
α係数

臨床実践能力評価課項目(坂梨,1999) 得点
中央値（範囲）

.872

.932

.922

.879

4. 産痛緩和への援助ができる

5. 分娩進行に伴う胎児の健康状態を判断することができる

6. 分娩の機序に沿って，母児の損傷を最小限にして助産ができる

18 ( 5-20)
3. 新生児の健康状態を診断し，適切な援助ができる

4. 新生児に対する看護計画の立案，実施，評価ができる

5. ハイリスク新生児の援助ができる

表1　臨床実践能力評価

1. 妊娠経過の診断ができる

2. 妊婦の精神的，社会的適応状態を判断し適切な援助ができる

3. 妊婦家族の成長を助け，妊娠中・分娩後の準備教育ができる

4. ハイリスク妊婦の適切な援助ができる

N=361

1. 出生直後の新生児の状況をアセスメントし適切な援助ができる

2. 新生児仮死の蘇生ができる

( 4- 16)

(18- 36)

4. 母子関係の円滑な形成に向けての援助ができる

5. 産後の家族計画について適切な手段を用いて指導できる

6. ハイリスク （合併症を含む） の褥婦の適切な援助ができる

7. 異常発生時の救急処置を行うことができる

8. 母乳哺育に関する診断と援助ができる

9. 退院後の母親に対して援助ができる

7. 異常を予測し，異常を防止する援助を行うことができる

8. 異常発生時の救急処置を行うことができる

9. 産婦や家族に個別性のある援助ができる

34 (16- 36)

1. 産褥経過の診断ができる

2. 褥婦に対する看護計画の立案，実施，評価ができる

3. 褥婦や家族に個別性のある援助ができる

15

35

1. 産婦診察を実施し，それに基づいて分娩経過の診断ができる

2. 助産計画の立案，実施，評価ができる

3. 産婦の心理状態をアセスメントし，それに応じた援助ができる
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は，臨床実践能力得点(r=.713，p<.001)であった(表 2)。

さらに，専門職的自律性得点と中等度の正の相関を示し

たのは，臨床実践能力の 4 つの下位項目群の＜妊婦ケア

＞(r=.644)，＜産婦ケア＞(r=.673)，＜褥婦ケア＞

(r=.678)，＜新生児ケア＞(r=.629)(全て p<.001)であった。

また，年齢(r=.443，p<.001)，助産師経験年数(r=.518， 

p<.001)も専門職的自律性得点と相関があった。レベルⅢ

取得有は，取得無より専門職的自律性得点が有意に高か

った(p<.001)。専門職的自律性得点と職位とは有意な関

連があり(p<.001)，多重比較では，スタッフは，管理職

よりも専門職的自律性得点が有意に低かった(p<.001)。

専門職的自律性得点は勤務施設と有意な関連があり

(p<.001) ，多重比較では，病院は助産所より専門職的自

律性得点が有意に低かった(p<.01) 。 

2)専門職的自律性と継続教育との関連 

専門職的自律性得点と継続教育との関連では，以下の

項目が有意であった。ケアの振り返りでは，1.バースプ 

ランの立案と振り返り(p<.01)の 1 項目，女性のライフサ

イクルに応じたケア活動では，8.地域母子保健活動へ参

加(p<.01) ，9.思春期教育やいのちの授業実施(p<.01) の

2項目，研修参加では，21.院内助産での研修参加の 2)分

娩介助の実施(p<.05)，3)分娩見学(p<.05)，22.助産所で

の研修参加の 4)助産所での研修 (p<.001)，5)分娩介助の

実施(p<.001)が，実施有が実施無より専門職的自律性が

有意に高かった。後輩育成および研究活動等については，

専門職的自律性得点と継続教育との関連に有意な差はみ

られなかった(表3)。 

361 (100) 166 (  85-230) 164.4 ± 23.5 　

　 †

85 (23.5) 　 152 (  85-209) 149.3 ± 21.5

111 (30.7) 　 162 (  97-229) 163.4 ± 21.1

108 (29.9) 　 176 (100-230) 172.5 ± 22.8

54 (15.1) 　 175 (  93-223) 174.0 ± 21.3

3  (0.8) 　 172 (143-175) 163.3 ± 17.7

　 　 †

39 (10.8) 140 (  85-176) 135.3 ± 21.9

56 (15.5) 154 (115-209) 153.3 ± 18.5

58 (16.1) 164 (128-199) 163.5 ± 16.9

74 (20.5) 171 (136-229) 169.7 ± 18.1

134 (37.1) 176 (  93-230) 175.0 ± 22.0

37 (10.2) 176 (146-223) 177.8 ± 16.5

39 (10.8) 172 (  93-229) 169.6 ± 23.5

285 (79.0) 162 (  85-230) 162.0 ± 23.7

258 (71.5) 165 (  85-230) 162.6 ± 24.5

85 (23.5) 168 (121-223) 166.5 ± 20.1

18   (5.0) 178 (148-223) 179.5 ± 18.1

有 106 (29.4) 175 (100-230) 173.4 ± 20.2

無 255 (70.6) 162 (  85-230) 160.7 ± 23.8

166 ( 85-230) 164.4 ± 23.5 　 †

 

③40歳代

.443***

①＜②**

①＜③,④***

②＜③**

②＜④*

.000***

④50歳代

⑤60歳以上

②診療所

　＜産婦ケア＞

助
産
師
と
し
て
の
能
力
的
背
景

助産師
経験年数

.518***

†††

①病院

　＜褥婦ケア＞

　＜新生児ケア＞

①＜③,④,⑤***

②＜④,⑤***

③＜⑤**

職位

③＜①***

勤務施設

①1-2年

②3-5年

③6-9年

④10-14年

⑤15年以上

①管理職

②中間管理職

③スタッフ

③助産所

全体

社
会
的
背
景

年齢

　

N=361

††

表2　専門職的自律性と社会的背景及び助産師としての能力的背景との関連

項目      ｎ  (%) 相関係数
専門職的自律性得点

有意確率
中央値(範囲) 平均値±SD

①20歳代

②30歳代

††

††

††

　　*p<.05         **p<.01         ***p<.001

　†：Spearman順位相関，††：Kruskal-wallis検定，全てのペアごとの多重比較，†††：Mann-WhitneyのU検定

①＜③**

レベルⅢ
取得

　

臨床実践
能力

＜全体＞ .713***

.644***

.673***

.678***

.629***

　＜妊婦ケア＞
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有意確率

有 216 (59.8) 170 (116-230)

無 145 (40.2) 163 (  85-222)

有 256 (70.9) 166 (  92-230)

無 105 (29.1) 168 ( 107-205)

有 200 (55.4) 167 (  85-230)

無 161 (44.6) 166 (  92-223)

有 307 (85.0) 167 (  85-230)

無 54 (15.0) 164 (100-193)

有 301 (83.4) 168 (  85-225)

無 60 (16.6) 166 (  93-230)

有 198 (54.8) 167 (  93-230)

無 163 (45.2) 165 (  85-225)

有 145 (40.2) 167 (  93-230）

無 216 (59.8) 166 (  85-223)

有 53 (14.7) 175 (121-223)

無 308 (85.3) 165 (  85-230)

有 59 (16.3) 175 (125-223)

無 302 (83.7) 164 (  85-230)

有 26 (7.2) 159 (  85-230)

無 335 (92.8) 166 ( 124-223)

有 244 (67.6) 166 (  85-230)

無 117 (32.4) 167 (  93-223)

有 57 (15.8) 166 (119-223)

無 304 (84.2) 166 (  92-230)

有 150 (41.6) 165 (  92-225)

無 211 (58.4) 167 (  85-230)

有 109 (30.2) 167 (100-230)

無 252 (69.8) 166 (  85-225)

有 182 (50.4) 164 (  93-230)

無 179 (49.6) 168 (  85-223)

有 227 (62.9) 165 (  93-230)

無 134 (37.1) 168 (  85-223)

有 109 (30.2) 164 (  85-223)

無 252 (69.8) 168 (  92-230)

有 199 (55.1) 166 (  85-230)

無 162 (44.9) 166 (  92-223)

有 31 (8.6) 171 (116-230)

無 330 (91.4) 166 (  85-229)

有 37 (10.2) 170 (119-230)

無 324 (89.8) 166 (  85-229)

有 139 (38.5) 166 (100-230)

無 222 (61.5) 166 (  85-225)

有 63 (17.5) 172 (126-229)

無 298 (82.5) 166 (  85-230)

有 76 (21.1) 168 (  85-230)

無 285 (78.9) 158 (100-214)

有 93 (25.8) 174 (  93-230)

無 268 (74.2) 162 (  85-229)

有 27 (7.5) 171 (148-214)

無 334 (92.5) 158 (  92-230)

有 47 (13.0) 179 (148-230)

無 314 (87.0) 165 (  85-229)

ケ
ア
の
振
り
返
り

1. バースプランの立案と振り返り .002**

2. バースレビュー .817

3. 助産計画の立案と振り返り .802

4. パルトグラムの記入と振り返り .440

5. 分娩介助後に自分のケアについて振り返り .673

6. 分娩介助後に上司・同僚等からの指導や評価 .334

7. 役割モデルとなる先輩のケアに同行 .924

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
に
応
じ
た
ケ
ア

活
動 8. 地域母子保健活動へ参加

 (新生児など訪問指導) .004**

9. 思春期教育やいのちの授業実施 .002**

10. 更年期・老年期の健康管理 .904

後
輩
育
成

11. 後輩の指導担当 .634

12. 助産師や看護師養成所での講義または演習担当 .855

13. 助産師や看護師養成所の実習指導を担当する .858

研
究
活
動
等

14. 研究活動の実施 .351

15. 看護系の学術集会 (学会) に参加 .448

17. 院外研修プログラムに施設から出張として参加 .125

18. 院外研修プログラムに個人的に参加 .970

19. 出向 （他施設に派遣され研修や業務を行う） .717

20. 個人的に他施設にて研修参加 .310

　Mann-WhitneyのU検定 *p<.05         **p<.01         ***p<.001

1)院内助産での研修

2)分娩介助の実施

.026*

22. 助産所での研修参加

.000***

.000***

21. 院内助産での研修参加

.974

.014*

研
修
参
加

16. 院内研修プログラムに参加

3)分娩見学

4)助産所での研修

5)分娩介助の実施

6)分娩見学

N=361

.095

.973

表3　専門職的自律性と継続教育 との関連

項目
実
施

n  (%)
専門職的自律性得点

中央値(範囲)
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Ⅳ．考 察 

1．専門職的自律性と諸要因との関連 

今回検討した要因のうち，年齢，職位，助産師経験年

数，臨床実践能力，勤務施設が「専門職的自律性」と関

連しており，先行研究(石引ら，2013；正木ら，2008；山

崎，2009)と同様である。ただし今回，臨床実践能力は，

「専門職的自律性」と強い正の相関がみられたが，年齢，

助産師経験年数は中等度の相関であった。本来ならば，

年齢や助産師経験年数の経過とともに臨床実践能力も増

加すると考えられるが，必ずしも伴わない現状が推察で

きる。この理由として，出産数の減少やハイリスクケー

ス(妊娠期間中あるいは分娩後間もない母児のいずれか，

または両者に重大な予後が予測される妊産褥婦または，

新生児)および帝王切開娩出術割合の増加により，助産

師が主体的に関わることができるローリスクケース(正

常経過にある妊産褥婦）のケア件数が減少しているため，

助産師経験年数と臨床実践能力の習得状況に乖離が生じ

ることによると推察する。助産師が主体的にケアできる

ケース数が減少している現状では，経験年数に見合った

臨床実践能力を取得することは十分にできない可能性も

ある。そのため，正岡ら(2011)も述べているよう，ケア

の経験数を増やすだけでなく，助産師個々の状況に応じ

1 事例毎の経験を通して臨床実践能力を高め，知識や技

術の定着ができるよう職場で教育方法を工夫することが

必要である。 

先行研究では，「専門職的自律性」と分娩期ケア能力

の関連が報告されている(伊藤他，2015；正木他，2008；

山崎，2009)。しかしこの研究では，分娩期の臨床実践能

力のみならず，妊婦・産婦・褥婦・新生児全てのケアが

「専門職的自律性」と関連があり，その強さは 4 つとも

同等であった。また先行研究(Gepshtein，Horiuchi, & Eto，

2007；Kataoka，2013)と同様に，本研究では病院や診療所

勤務者に比べ助産所勤務者の専門職的自律性が高かった。

これらの結果から，分娩期のケア能力のみならず妊娠期

から産後までの継続したケア能力の向上に取り組むこと

は「専門職的自律性」を高める可能性がある。助産所勤

務者は，妊娠期から産後まで主体的かつ継続的ケアの実

践を通して，臨床実践能力と「専門職的自律性」を高め

ている(Gepshtein，et al.，2007；Kataoka，2013)。しかし，

今回の研究対象者の 7 割が病院勤務者であり，院内助産

従事者は 1 割程度と少なかったことから研究対象者の多

くが，担当ケアを分娩・褥婦・新生児と機能的に役割分

担を行っており，妊娠から育児期ケアの実践が分断傾向

にあることが推測できる。また，出向の派遣は 3 割強と

少ないことから，助産師が，継続ケアに取り組むことが

できる助産所や院内助産(病院や診療所に設置)などでの

研修を他施設と連携して行うことや，あるいは研究対象

者の 8 割の病院や診療所で実施されている助産師外来を

活用して，妊娠中から退院後まで連続したケアを行う機

会や研修を組み入れることは「専門職的自律性」を高め

る可能性がある。 

2．専門職的自律性と継続教育との関連 

「専門職的自律性」と有意な関連があったのは，1.バ

ースプランの立案と振り返り，8.地域母子保健活動へ参

加，9.思春期教育やいのちの授業実施といった継続ケア

であった。先行研究でも，助産師が地域で性教育や母

子・家族の保健指導等を行うことは助産師のやりがいと

自律性を高めると報告されている(福島，2009；高谷･植

野･八重樫，2009)。以上のことから，思春期教育や妊娠

から育児期までの連続した継続ケアの機会を持ち能力を

養うことは，「専門職的自律性」を高める一つの方法と

なりうる。 

研修参加については，助産所での研修および分娩介助

実施が有る者は専門職的自律性得点が有意に高かった。

助産所勤務者は助産所経営・運営や助産師主導で継続ケ

アを行い，対象やその家族との密な関係を保ち「専門職

的自律性」を高めている(Gepshtein，et al.，2007；

Kataoka，2013)。従って，助産所での助産師主導で行われ

るケアや考え方の見聞を通して，助産師の自律した活動

がイメージでき「専門職的自律性」が高まったと推察す

る。また院内助産での研修は，分娩介助の実施および分

娩見学の経験をすることで専門職的自律性得点が有意に

高かった。院内助産は病院か診療所かなどの設置場所や

医師との関係によって助産師の自律の状態に差が生じる

(青柳･永田，2012；田島･鈴木･奥･松原･吉住，2011)。そ

のため，院内助産の研修では，職員のケア業務に同行し

て設置の背景，課題などを十分把握した上で，助産師の

役割理解を深めることが必要である。 

 

Ⅴ．結 論 

 専門職的自律性得点と正の相関を示した要因は，臨床

実践能力得点(＜全体＞＜妊婦ケア＞＜産婦ケア＞＜褥

婦ケア＞＜新生児ケア＞)，年齢，助産師経験年数であ

った。特に臨床実践能力得点は強い正の相関を示した。 
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継続教育では，経験有が無より専門職的自律性得点が 

有意に高かった項目は，バースプランの立案と振り返り，

地域母子保健活動へ参加，思春期教育やいのちの授業実

施，院内助産での分娩介助の実施と分娩見学，助産所で

の研修と分娩介助の実施であった。妊娠から産後までの

継続ケア能力を高めることや，助産師が主体的に取り組

める女性のライフサイクルに応じたケアおよび，院内助

産・助産所などの研修の機会は，助産師の専門職的自律

性の向上に役立つ可能性がある。 

 

(謝辞：本研究にご協力いただきました病院，診療所，

助産所の管理者ならびに助産師の皆様に深く感謝申し上

げます。)  

 

(本研究は，岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻に

提出した修士論文の一部を修正したものである。) 
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Factors that enhance the professional autonomy of midwives and continuing 

education：Examination by professional autonomy scale 

 

Emi  Asano1)，Atsuko  Iseki2)  

 

Abstract：This study aimed to clarify the factors that increase the professional autonomy and continuing education of 

midwives. We conducted a self-administered questionnaire survey of midwives working for birthing facilities in area A. 

The analysis of the responses from 361 midwives revealed that the clinical competence score， age， and the number of 

years of experience as a midwife had a positive correlation with the professional autonomy score. Professional autonomy 

scores of the midwives who had received continuing education in the following areas were significantly higher than those 

of the midwives who had not been educated: birth plan development and reflection， participation in community-based 

maternal and child health activities， delivering lectures as part of puberty or life education programs， birth assistance 

or delivery observation in in-hospital birth centers， and training or birth assistance in midwifery homes. The results 

suggest that the improved clinical competence， care provided according to the life cycle of women， and the improved 

educational quality of continuing care training in in-hospital birth centers and midwifery homes may help increase the 

professional autonomy of midwives. 
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