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（氏名）奥原 香織 

 

著書、学術論文

等の名称 

単著、共著

の別 

発行又は発表

の年月 

発行所、発表雑誌等又

は発表学会等の名称 
概        要 

【著書】 

（1）  

【正常から逸

脱!?妊娠 28 週

目以降の手腕】 

早産 分娩移

行時の対応：妊

産婦と赤ちゃ

んケア 4 巻 1

号 

共 著 2012年 1月 日総研出版 
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正常から逸脱した妊娠後期の対

応として、母体搬送時に分娩に移

行している早産の助産、看護ケア

について、長野県立こども病院産

科病棟で行っている看護ケアを

中心に、事例を用いて解説した。 

産科病棟スタッフとの共同執筆。 

(2) 【産科救急

の判断と対応】 

母体搬送で児

の躯幹まで娩

出していたケ

ース (解説 /特

集)：臨床助産ケ

ア: スキルの強

化 7巻 5号 

 

共 著 2015年 9月 日総研出版 

Page53-57 

在胎 22週の切迫早産で母体搬送

となった事例を振り返り、母親へ

の支援の仕方や、NICUとの連携

や緊急シミュレーションの重要

性などについて解説した。 

産科病棟スタッフとの共同執筆。 

【学術論文】 

（1） 

母性看護学実

習における看

護経験の実態 

 

 

共著 

  

 

2017年 3月 

 

 

松本短期大学 研究紀

要 第 26号 
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本校の平成 24年度から 28年

度の学生を対象に、母性看護学実

習でどのような経験ができているか

その実態を明らかにした。 

 年度ごとの経験項目を比較したと

ころ、経験の有無に明らかな傾向

はみられなかった。男子は女子よ

りも、すべての項目において記載

なしの割合が多く、分娩第 1期の

立会いは、A施設の方がB施設よ

りも経験ができていた。 

母性看護学実習において学生

の経験を増やすには、学生が積極

的に実習に臨めるよう意識づける

とともに、臨床スタッフへの協力を

得ることが大切である。 
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【学会発表等】 

（1）子宝の島・

徳之島におけ

る新生児蘇生

法講習会の実

践報告 

共 著 2012年 4月 日 本 助 産 学 会 誌 

(0917-6357)25 巻 3 号 
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徳之島のような離島では、産科医

療の安全を維持するために、新生

児蘇生法（以下NCPR）の講習が

不可欠である。今回その機会を得

たため、その参加者に調査用紙を

用いて、講習会参加の感想や今後

の活動について調査した。36 名

が参加し、75％が自ら必要性を感

じて参加したと答えていた。知識

や技術の習得には反復学習が不

可欠であるが、離島ではインスト

ラクターの時間や費用も要する

ため、行政をも交えた離島周産期

医療の在り方を考えていく必要

があると考えた。 

（2）「新人助産

師の長期研修

システムに関

する実践報告 

～研修生およ

び受け入れ施

設への聞き取

り調査より～」 

           

 共 著 2013年 12月 県立病院研究発表会 県立病院間で行った、新人助産師

長期研修についての報告を行っ

た。 

長期研修は、研修者にも受け入れ

施設側にもメリットがあること

がわかった。 

（3）「県立病院

間での新人助

産師の長期研

修システムに

関する報告」 

 講演  2014年 5月 第225回 長野県周産

期カンファランス 

（2）発表と同じ内容のものを、

発表後の助産師出向制度の経過

を含めて報告した。 

（4） 

長野県の助産

師キャリア開

発に関する取

り組み 

共 著 2015年 5月 山梨県母子衛生学会誌

15巻 1号Page35 

長野県立こども病院 総合周産

期母子医療センターで取り組ん

だ、長野県内の産科施設で働く助

産師、看護師を対象にした「産科

看護セミナー」や、「助産師出向

支援モデル事業」などについて講

演を行った。 

（5）「長野県に

おける助産師

の就労実態調

査（進捗報告） 

発表 2017年 3月 第 13 回 長野県看護

大学研究 

助産師会に所属している助産師

を対象に就労実態調査を行った。

対象者の年齢層が高めであり、助

産業務にやりがいをもっている

ものが多かった。また、働くこと

ができる理由では、ワークライフ

バランスや勤務形態と答えたも

のが多く、家庭との両立が重要視

されていた。 
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（6） 

母性看護学実

習における看

護経験の実態 

 

共 著 平成 29年 3

月 

松本短期大学  

研究紀要 第 26号 
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所属校の学生を対象に、母性看護

学実習でどのような経験ができ

ているかその実態を明らかにし

た。 

 年度毎の、経験の有無に明らか

な傾向はみられなかった。男子は

女子よりも、すべての項目におい

て記載なしの割合が多く、分娩第

1期の立会いは、A施設の方がB

施設よりも経験ができていた。 

（7）「妊娠期か

らの継続的支

援  

助産師だから

出来る事 

～妊娠中から

の【たいわ】子

育て支援～」 

 

講演 2017年 7月 沖縄県 

助産師会研修会 講演 

助産師会員 50名を対象に、胎話

をつかった妊婦とのコミュニケ

ーションなどについて講演を行

った。 

 

（8） 

A短期大学の

母性看護学実

習における看護

経験の実態 

～実習施設間

での経験項目の

比較～ 

 

共著 2017年 11月 長野県母子衛生学会誌

第 20巻 P.20 

A短大看護学科における、平成26

年から28年度の学生を対象に、母

性看護学実習での経験の実態を

明らかにし、実習施設間での比較

検討を行った。分娩は約 4 割の学

生が見学でき、施設間の差はなか

ったが、ビン哺乳など看護方針に

より差がある項目もみられた。 

（9）「「たいわ」

を使った医療

者のストレス

ケア」 

講演 2017年 12月 長野県看護協会大町支

部研修会 講演 

約 50名を対象に、医療者自身の

ストレスケアについて講演を行

った。 

（10）長野県に

おける周産期

医療改善に向

けた助産師活

用の検討 

発表 2018年 3月 第 14 回 長野県看護

大学研究 

長野県内の助産師を対象に、就労

実態調査を行ったところ以下の

結果を得た。回答があった 99名

のうち、約 75％は転職や退職は

考えておらず、その理由はワーク

ライフバランスがとれている事

であった。 

助産業務で最も行いたいのは「母

乳育児支援」であった。 

行政には「産科医・助産師の人材

確保」「地域で活躍できる場の確

保」「施設間連携」などを望んで

いた。 
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（11）看護学生

の不安・悩み・

ストレスに関

する実態調査 

共著 2018年 松本短期大学  

研究紀要 第 27号 

本学看護学科の 1、2 年生 123 

名を対象として質問紙調査を実

施し、7 月時点における悩みや不

安、ストレ スの状況を調べた。

悩みや不安の状況については、日

本学生支援機構の大学生活調査

における短期大学学生の データ

と比べて「授業の内容についてい

っていない」に多くの学生が悩ん

でいることが分かった 

高下 梓  山下 照美  奥原 香織   

増沢 景子   杉浦 恵子 

（12）看護学生

の食習慣と睡

眠状況に関す

る実態調査 

共著 2018年 松本短期大学  

研究紀要 第 27号 

看護学科 1、2 年生を対象に、食

事と睡眠に関する習慣について

調査を行った。調査協力が得られ

た 123 名の学生の食習慣から、

朝食・夕食は自宅通学者よりも下

宿者の欠食率が高い傾向にある

ことが明ら かになった 

増沢 景子   山下 照美    高下 

梓    奥原 香織   杉浦 惠子 

 


