
■助産師基礎教育テキスト2019年版（2019年2月1日付発行）　更新箇所一覧表

【各巻共通事項】

＊原則として、著者には本文中の数値データ更新、法律やガイドラインの改正等に伴う記述の変更、

　加筆の必要が生じた事項の修正をお願いし、反映しています（表中の「主な変更内容」参照）。

＊執筆者一覧（所属）、奥付、索引、インターネット上の文献情報等も更新しています。

＊本文および図表の変更内容について、更新／追加／修正／差替／削除で分けています。

　欄外記述の追加・変更等については「欄外」と記しています。

＊「産婦人科診療ガイドライン」は2017年版に準拠しています。

巻
2019年版
該当頁

2018年版
該当頁 主な変更内容

第1章 助産師とは

3
4

7
19
20

更新：平均初婚年齢、生涯未婚率、妊産婦/周産期/新生児/乳児死亡率
更新：図1-2「妻の平均初婚年齢と母親の平均出産時年齢の推移」
差替：図1-3「50歳時の未婚割合の推移と将来推計」
修正：ＩＣＭ助産師の定義（2017年改訂）
更新：表1-5「助産師学校数および助産師国家試験合格者数」
修正：学士課程版看護実践能力と到達目標に関する本文
差替：表1-7「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシー」

第2章 助産師が行うケア

56
57
58

59
62
65

修正：干渉的意思決定→父権的意思決定
修正：a.干渉的モデル→父権的モデル
修正：女性・助産師が描く「フレンドシップ」「パートナーシップ」という関係性に関す
る本文
差替：「3｜女性の望む意思決定へのかかわり方」に関する本文
修正：妊婦のリスクに対する認識について サクセルの考察に関する本文
修正：表2-3「インフォームドチョイス イニシアチブ」リーフレットの内容

第3章 助産実践の倫理 96-97 加筆：ＩＣＭ「助産師の倫理綱領」2008年版と2014年版の相違に関する本文

第4章 女性の健康と人権

110
122-123
124

125
127

更新：表4-1「女性指標」および表4-2「ＨＩＶエイズ指標」
加筆：日本生殖医学会におけるヒトの体外受精・胚移植技術の適用認可について
更新：NIPTコンソーシアムにおける出生前遺伝子学的検査の受検者数
修正：「ｃ.人工妊娠中絶」NIPTコンソーシアムの実績
更新：体外受精や顕微授精による出生数、胚移植当たりの生産率
修正：日本生殖医学会倫理委員会「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に
関する指針」に関する記述

第5章 日本の母子保健の動向と課題

135-136

137

140-141

155
161
162

更新：本文中の合計特殊出生率、図5-2「出生数および合計特殊出生率の年次推
移」、図5-3「全出生数に占める母親の年齢別出生数」の割合
更新：妊産婦死亡率に関する本文、表5-2「妊産婦死亡の死因別にみた年次別死
亡数」
更新：乳児死亡に関する本文
更新：「4｜人口構造の変化」内のデータ
更新：図5-10「母子保健行政の体系」
更新：図5-11「少子化対策の経緯」
追加：表5-8「少子化対策の概要」内に子育て安心プランを追加

第6章 世界の母子保健の動向と課題

172
173
177
179-181
181
181-183
184

185
187
197
198

179-180
180

183-184

184
186

更新：世界全体の出生に関する動向および表6-1「各国の出生数および出生率」
更新：図6-1「主要先進国の合計特殊出生率」
更新：表6-2「諸外国の妊産婦死亡率」、周産期死亡率および関連本文
更新：5歳未満児死亡率の動向・原因に関する本文
更新：図6-4「世界の5歳未満児の死亡原因」
更新：乳児死亡・新生児死亡、周産期死亡の動向
更新：本文中のHIVに罹患している妊産婦数
修正：本文中のHIV感染妊婦のうち抗レトロウイルス治療を受けた割合
修正：HIV感染者数の傾向に関する本文
更新：本文中のマラリア感染の危険の動向
修正：世界全体での15歳以上の非識字率に関する本文
修正：SBAの介入状況に関する本文
修正：国・地域別にみた医療者の不足状況に関する本文

第7章 お産の歴史と文化 修正なし

関連資料 254 更新：保健師助産師看護師法（抄）

章
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第1章 女性の身体のしくみ

22
23

27 28

修正：月経血量
削除：表1-1「月経に関する日本産科婦人科学会の定義」（3章3「月経障害で悩む
女性への支援」表3-13に同内容あり）
差替：図1-21「更年期の性ホルモンの変動」

第2章 生涯における女性のケア

46
48
49
52
54

57
58
66
68
71
77
78
79
83
94
95

更新：合計特殊出生率と平均寿命
更新：女性労働者に占める正規職員・従業員等の割合
更新：表2-1「男女、雇用形態別雇用者（役員を除く）の割合（2012年，2017年）
更新：図2-8「共働き世帯数の推移」
修正：思春期の定義
更新：高校生男子の喫煙経験、学校敷地内の全面禁煙措置
更新：図2-11「思春期の体格」
修正：表2-3「第2次性徴の時期の異常」
欄外修正：性成熟期の定義
更新：男女の身長・体重の平均値
更新：平均初婚年齢
修正：a.子宮内膜症の定義・症状
修正：b.子宮筋腫の定義・症状
修正：c.子宮頸癌の定義・症状
修正：f.乳腺症の定義・症状
更新：WHO「2018年版世界保健統計」男女の平均寿命
更新：平均寿命と健康寿命の差
差替：図2-33「健康寿命と平均寿命の推移」
差替：図2-34「65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要になった主な要
因」

第3章
現代女性に特別に支援を要する
健康問題

117
126
144
156

160
168

更新：表3-6「主な治療法と妊娠率の目安」体外受精-胚移植と顕微授精の妊娠率
更新：不妊専門相談センターの整備状況
差替：表3-13「月経の正常範囲と月経異常」（最新の定義に差替）
修正：b.月経前症候群（PMS）の定義
削除：PMDDの発生頻度に関する記述
更新：現代女性の「低体重（やせ）」の割合
修正：日本における災害の発生状況に関する本文

第4章 性科学 修正なし

第5章 性の多様性
209

229 228

欄外修正：性同一性障害の疾患名（DSM-5／ICD-11）
差替：表5-1「性同一性障害の鑑別」
追加：ロキタンスキー症候群　妊娠に関する臨床研究について

第6章
性感染症とヘルスプロモーショ
ン

259 更新：表6-15「HPVワクチン接種率」

第7章 セクシュアルヘルス

266
267
281
310

更新：表7-3「最近のわが国の避妊法」
修正：表7-5「避妊法の区分」永久的避妊法→避妊手術
修正：LNGの服用（ノルレボ法）の方法
追加：UNESCO「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に関する本文

第1章
周産期医療における質と安全の
保証

3巻全体
4

原則として「助産外来」→「助産師外来」
更新：表1-1出産の安全性・快適性に向けた周産期医療の改善・改革

第2章 日本の周産期医療システム

21
27-28
28-29
29
37-48

38
39
40
41
44
49

51
52
60
64

更新：助産所・有床診療所での分娩の割合、診療所勤務の助産師の割合
更新：図2-2産科・産婦人科医師数および関連本文
更新：図2-3年次別・就業場所別助産師数および関連本文
更新：助産師国家試験合格者数
修正：「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」改訂に関連する本文
　※「院内助産システム」→「院内助産」と「助産師外来」など
差替：表2-5助産師活動に関する用語の定義
欄外削除：看護方式
削除：図2-9医師との連携パターン
削除：図2-10産科医療チームによるリスクに応じたケア提供体制
削除：表2-7助産外来対象者基準
更新：遠野市の人口、出生数
更新：新図2-9遠野市在住妊婦の医療機関受診の動向
修正：ITを活用した妊婦健診システム
削除：写真2-4Web版周産期カルテから呼び出した超音波画像および関連本文
修正：ハイリスク妊婦への助産師の外来でのかかわり
削除：参考文献

第3章 世界の周産期医療システム

69
70

71
72

78
79
88
89
89-90
90

更新：アメリカでのメディケイド供給者数
更新：アメリカでの医療保険加入率
更新：マグネット認証プログラムの認定機関数
更新：アメリカ国家経営品質賞の受賞機関数
更新：アメリカの周産期の状況に関する記述
更新：表3-3母子保健統計の日米比較
更新：表3-4アメリカの周産期統計
更新：表3-6認定看護助産師・認定助産師・認定専門助産師の比較
更新：認定専門助産師を合法とする州数
更新：イギリスの周産期の状況に関する記述
更新：表3-7イギリス・日本における周産期の指標の比較
更新：イングランド行政区における分娩件数、分娩場所、助産師・産婦人科医数
更新：表3-8イギリス・日本の分娩状況

2

3



第4章 助産サービスの質管理
107 修正：（製品→）顧客の価値に関する記述

第5章 助産サービス管理の実際
136
146

更新：分娩介助を行っている助産所数
追加：日本助産師会の継続教育ポイント制度について

第6章 地域における助産サービス

160
161
163

164
168

修正：妊娠期の保健指導・相談に関する記述
更新：虐待による子どもの死亡年齢
修正：育児期の助産サービスに関する記述
追加：産後ケア事業
修正：育児期の健康診査に関する記述
修正：育児期の保健指導・相談に関する記述
修正：育児期における虐待予防と対応に関する記述

第7章
周産期におけるリスクマネジメ
ント

193 更新：産科医療補償制度再発防止委員会報告書に関する記述

第1章 助産師が行う妊娠期のケア 修正なし

第2章 妊娠の生理と確定診断
20
29

欄外：ハイリスク妊娠の定義
修正：用語の変更（妊娠後期→妊娠末期）

第3章 妊娠経過と産科学的診断

66
69
71
76

修正：羊水検査の実施時期10～13週→10～14週
欄外更新：NIPTの実績
修正：Rh(D)陰性妊婦管理の実際
更新：梅毒の感染者数

第4章
妊婦の心理社会的側面のアセス
メント

98 更新：「やせ群」「肥満群」の割合

第5章 妊娠経過に対応したケア
141
143

修正：ハイリスク妊娠の定義
削除：図5-18（リスクに応じた医療・ケア提供体制）

第6章 妊婦の日常生活におけるケア 183 差替：表6-12（妊婦スポーツの禁忌）

第7章
妊婦や家族の親準備・出産準備
へのケア

修正なし

第1章 助産師が行う分娩期のケア 修正なし

第2章 分娩経過の診断に必要な知識 37
35 削除：表ビショップスコア（p.50の表3-1に統合）

追加：図2-7正軸進入と不正軸進入

第3章
分娩経過の診断・アセスメント
の視点

50
50
51
61
87
89

欄外修正：前陣痛
修正：表3-1ビショップスコア
修正：用語の変更（陣痛発来→分娩開始）
欄外修正：微弱陣痛の定義
修正：表3-16 早発一過性徐脈のグラフ
欄外追加：血液ガス分析

第4章
分娩経過に伴う診断・アセスメ
ントとケア

110-111
122
129
135
136
137

修正：「NANDA-Ⅰ看護診断:定義と分類2015-2017」→「2018-2020」
欄外更新：コクランライブラリーのデータ
修正：図4-5分娩時のマッサージ法
欄外追加：巨大児のリスク因子
欄外修正：人工破膜
修正：表4-8仰臥位のデメリット

第5章 分娩介助技術

155
160
176
177
194-195
199

修正：ｆ.必要時の人工破膜
追加：躯幹娩出
修正：用語の変更（プロスタグランジンE→プロスタグランジンE２（PGE2））
修正：アプガースコアの判定
差替：図5-23人工換気に必要な物品一式、図5-24蘇生用バッグの種類
差替：表5-19新生児蘇生のための薬剤

第6章
分娩進行に伴う正常経過逸脱の
予測と予防 217

216-217
218

削除：表;分娩中の異常、産褥期の異常、新生児期の異常および関連本文
修正・欄外修正：2次性無呼吸に関する記述

産1章 助産師が行う産褥期のケア 修正なし
産2章 産褥期の適応とアセスメント 修正なし

産3章 褥婦のニーズとセルフケア
37，42
48

修正：用語の変更（骨盤底筋体操，骨盤底筋群運動→骨盤底筋訓練）
修正：図3-11育児休業の期間

産4章 母乳育児支援

52-67
62
66-67
70
70
86

91
94
95
97
98

88

95
96

修正：用語の変更（腺房細胞→乳腺上皮細胞）
修正：図4-12乳房緊満の進行過程
修正：後乳に関する記述
修正：3.a〈c〉乳頭乳輪体に関する記述
修正：表4-4口角の角度（160°→110°～150°）
修正：表4-17母親の環境調整と教育的かかわり①
削除：リラクセーション方法に関する記述
修正：表4-20母乳育児に必要なカウンセリングスキル
修正：菜食主義者で動物性蛋白質を取らない母親の母乳に関する記述
差替：表4-24授乳中の母親への与薬
修正：※注釈「母乳育児がうまくいくための10のステップ」
追加：参考文献

産5章
親子の絆とアタッチメントの形
成

112
116
116-117

追加・欄外追加：産後クライシスに関する記述
欄外更新：児童虐待のデータ
追加・欄外追加：二項目質問法に関する記述

産6章 家族計画 132 修正：女性用コンドームに関する記述

新1章
助産師が行う新生児期・乳幼児
期のケア

137 差替：表1-1基本的助産実践に必須なコンピテンシーおよび関連本文

新2章 新生児の適応生理 148 欄外追加：動脈管に関する記述（イブプロフェンを追加）

新3章
新生児のフィジカルイグザミ
ネーション

修正なし
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新4章 新生児のニーズとケア

201
205
206
208
208

205

修正：用語の変更（ガスリー検査→マス・スクリーニング検査）
欄外追加：タンデムマス法に関する記述
追加：表4-7にCPT-2欠損症を追加
修正：実施時期（生後2～4日→3日以内）
修正：要検査となった場合に関する記述（複数回の→1週間以内に）

新5章 乳幼児の発達と健診 修正なし

第1章 ハイリスク妊娠と助産ケア

2
2
3
4

更新：ハイリスク妊娠の定義
更新：出産時年齢、就業助産師数
更新：図1-1各種出生数割合
更新：図1-2妊産褥婦のリスク別ケア必要度

第2章 妊娠期の異常とそのケア

71
76
78
95
102
113
118
120
121

更新：35歳以上の母体からの出生数割合
修正：帝王切開の分娩期・分娩後の助産ケア
更新：子宮頸癌の定義・分類
削除：妊娠性貧血の女性の「分娩後の助産ケア」
修正：糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病の女性の「運動療法中のケア」
修正：てんかんの女性の「妊娠前の葉酸補充」
欄外追加：妊娠期の感染症（ジカウイルス感染症）
修正：その他の病原体（other agents）→（other）
欄外追加：抗体価の減少が危惧される場合

第3章 分娩期の異常とそのケア

130
137
138
142
142
146
146
147
148
160
168-9
202-3
204-5
204 206

修正：微弱陣痛の概念
修正：過強陣痛の原因
修正：過強陣痛の治療
追加：胎児機能不全の概念
修正：胎児機能不全の定義→胎児機能不全の定義およびその変遷
修正：低置胎盤の定義
修正：低置胎盤の診断
修正：臍帯下垂・臍帯脱出の定義
修正：癒着胎盤の分類
修正：腟壁血腫・会陰血腫の治療
修正：表3-5早産の具体的ケアと観察・ケアのポイント
修正：表3-22帝王切開クリニカルパス（予定入院）
削除：表3-23帝王切開術クリティカルパス
修正：帝王切開術前のケア

第4章 産褥期の異常とそのケア
修正なし

第5章
ハイリスク新生児の病態とその
ケア

251
283
290
292
301-2

差替：写真5-1経皮的ビリルビン濃度測定器
更新：低出生体重児の出生動向
修正：表5-27冷凍による母乳成分の変化と注意事項
追加：びん哺乳について
修正：地域連携→地域包括ケア

第6章
心理社会的ハイリスク妊産婦と
家族へのケア

304
304

更新：10代の出産
更新：図6-1全出生数に占める母親の年齢別出生数の割合

第7章
出生前診断を考える妊婦の意思
決定へのケア

修正なし

第8章 不妊症治療後妊娠におけるケア
修正なし
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