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ニュージーランドにおける助産実践の視察報告
Midwifery Practics in New Zealnd : A Report

日隈　ふみ子
Fumiko HINOKUMA

　　　　

　1990 年以降，妊娠初期から産後 6週間まで同一助産師による継続ケアができる

システムを実践しているニュージーランドを訪問した．本稿は，ウェリントンの

施設見学や助産師へのインタビューを通して理解できたニュージーランドのマタ

ニティ政策の変革内容とパートナーシップをベースにおいた助産実践の実際をま

とめ，日本に活かせる点について検討したものである．

キーワード■  ニュージーランド，マタニティ政策，

LMC（Lead Maternity Carer），パートナーシップ，継続ケア

はじめに

妊娠初期から産後 6週間まで同一助産師による継続ケアを実践している国，それがニュー

ジーランド（NZ）である．NZでその先頭に立って活動していた 1人は，現在，NZ助産師会

CEO（Chief Executive Officer）の Karen Guilliland氏である．彼女の 4回に亘る来日時の

講演や資料にて NZ の情報は得られてはいたが，このようなシステムが制度化されて 20 年が

経過した．その実際を見聞し，日本に活かせる点を検討するために，2014 年 8 月 29 日～9 月

1 日にウェリントンとクライストチャーチを訪問した．NZ で助産師資格を得た日本人の助産

師歴 3年の Aさんの同行のもと，ウェリントン病院，独立開業助産師のクリニックを訪問し，

病院助産師の B氏，ウェリントン病院との利用契約をもつ独立開業助産師の C氏，自宅出産

中心の独立開業助産師の D氏にインタビューした．また，クライストチャーチで出産した 4

人の日本人女性と Guilliland氏にもインタビューを行った．これらの内容やこれまでに発行

された講演集，最新の情報を参考にして報告する．なお，訪問者には個人が特定されないこと

を条件に，報告書としてまとめることの了解を得た．

抄　録
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ニュージーランドにおける医療制度

婦人参政権の立法（1893 年）や社会保障法（1938 年）は，世界でも画期的な法律として評

価され，男女平等で，福祉の国と謳われていたのが NZ であった．しかし，1970 年代のオイ

ルショック以降の危機的経済状況に対処するために 1980 年半ばより抜本的な改革がなされた．

それは市場原理に基づく行政改革で，医療，福祉，教育，交通などあらゆる公共分野の民営化

が推し進められ，NZ政府は，いわゆる「小さな政府」を目指した．一時は成功したかに見え

た政策であったが，例えば，医療の分野では，これまでの公的医療は公立の病院であっても独

立採算性が求められたために地方の公立病院は閉鎖を余儀なくされ，医療サービスは悪化して

いった 1）2）．

NZでの医療へのアクセスは，一般開業医 General Practitioner（GP）に行き，必要に応じ

て病院に紹介されるという英国と同じシステムであるが，GPから病院での検査や入院予約も

かなり待たされる状況が続いている．そのような中にあって注目される医療政策がマタニティ

政策である．

ニュージーランドにおけるマタニティ政策

NZ では 1901 年の看護師法の中に助産師業務が規定（1904 年）され，1930 年代まで助産師

は独立した活動をしていた．その後 1940 年から 1950 年にかけてアメリカ医学の影響を受け出

産の病院化，医療化が進んだが，1971 年までの助産師による出産ケアは合法であった．しか

し，それ以降「医師の監督のもとでの出産」の一項が付け加えられ，助産師独自の業務はでき

なくなった．その結果，1980 年には 99%の女性は病院出産となり，医師なしでの出産はでき

なくなってしまっていた 3）．

一方，1970 年代からの女性解放運動や消費者運動とも相まって，NZ では女性たちが医療化

した出産ケアへの疑念から助産師を求めて行動を起こし始めたのである．それに呼応して助産

師たちはこれらの女性たちとともに政治的な活動を展開していった．特に当時，自宅出産に関

わっていた Joan Donley註 1 の功績は大きい．1990 年当時，女性の保健省大臣（1999 年からは

首相となった Helen Clark氏註2）の強力な理解もあり，マタニティ政策は大きく変化した．

まず 1989 年に NZ 看護師会から独立して NZ 助産師会が設立された．もっとも大きな法改

正は，1990 年の改正看護師法である．この法律によって，看護師と助産師の役割は明確に分

かれ，助産業務が法的に認められた．つまり，妊娠と分かった時点から産後 6週間までの全ケ

アが医師の監督なしに助産師だけで可能となり，検査・治療のための医師への紹介，薬剤の処

方，入院予約も助産師の判断で可能になった．その後，教育の段階から看護師と助産師とを完

全に分離させるべく，看護師免許取得後の助産師教育（ノンダイレクト・エントリー教育）は
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廃止され，直接助産師になるための教育（ダイレクト・エントリー教育）が始まった．さらに，

画期的なことは助産師と医師のマタニティ・サービスへの報酬が同額となったことである 4）．

1996 年 Health and Disability Services 第 51 条でマタニティ・ケア責任（Lead Maternity 

Carer ：LMC）制度が開始された．1997 年助産提供機構Midwifery and Maternity Providers 

Organisation（MMPO）が結成され，2002 年 New Zealand Public Health and Disability 

Act第 88 条によって，助産師は政府に直接，報酬の支払いを請求できるようになった 3）．

つまり，LMC制度により，妊娠した女性は妊娠中から産後 6週間まで責任を持って関わっ

てくれる専門職を助産師，GP，産科医の中から選択できることとなったのである．当初は

LMCとして GPか産科医を選択する女性が多かった．そこで，助産師会は独立開業助産師の

増加を狙って数回にわたる研修会を開き，助産師の自立と自律を促した．その結果，独立開業

助産師は増加し，今では 80%の女性が LMCとして助産師を選択している．NZでは，助産師

は病院に配置されるのではなく，女性に配置されるので，ローリスク，ハイリスクに関わらず

全ての出産する女性には助産師がつくシステムとなったのである．

2003 年には保健専門職能保障法 Health Practitioners Competence Assurance Act が制定さ

れた．この法律では，医師，看護師，助産師，カイロプラクティック等各種療法士も含めたす

べての医療専門職はそれぞれに評議会を置き，安全性や効果等を監視する義務が定められた．

安全で質の高いサービスを一般市民に提供するのは，助産師に限らずすべての医療専門職者の

使命である．そして，各評議会委員には，専門家以外に消費者も必ず委員となり，ヘルスケア

を提供する側と受ける側がともに同じゴールを目指すことがこの法律には反映された 4）．そこ

で助産師団体では助産師評議会が設置された．これ以降，助産師評議会 6）は助産実践の質を維

持するための助産師の基準や資格を統括する法的枠組を設定管理し，助産師会 7）は助産理念や

倫理など助産専門職としての枠組みを設定管理するという 2つの組織に改編され，互いの独立

した組織が車の両輪として機能している 4）．

マタニティ・ケアの概要

妊娠初期：女性はまず LMCを選択する．助産師を LMCにする場合，どの助産師にするか

は口コミ情報が最も多いようであるが，保健省 5），助産師評議会 6），助産師会 7）のいずれの

HPからも「Find your midwife（あなたの助産師を捜しましょう）8）」にアクセスすると全国

の LMC助産師がアップされており，出産予定月，居住地，出産場所（病院・バースセンター・

自宅からの選択），言語サポート（マオリ語や日本語を含む 10 言語からの選択）を入力して，

自分の助産師を捜すことができる．自分の条件に合った助産師をクリックすると，笑顔の写真

と助産師からのメッセージを読むことができ，2014 年現在，873 人の助産師から選択できる 8）．

妊娠期間：全ての産前ケアは女性の自宅か助産師のクリニックで受ける．1回の健診時間は
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30 分～2時間で，血圧測定，尿検査，胎児心音チェック等妊娠診断に必要な身体チェックだけ

でなく，女性（含パートナー）と助産師は，十分なコミュニケーションを通して互いがより理

解し合える機会をもつ．もし女性と LMC助産師とが何となく合わない，気に入らないとなれ

ば，いつでも助産師を変更することは可能である 8）．超音波検査など自宅や助産師のクリニッ

クではできないものを除き，妊娠期に病院に行くことはない．

出産場所：女性が自宅出産を選択した場合，陣痛が始まると女性は LMC助産師を呼び，家

族とともに自宅で出産する．生まれる直前には新生児ケアの助産師も来訪するので，その助産

師とも事前に知り合っておく．病院出産の場合は，助産師が利用契約している病院で待ち合わ

せそこで出産という形になる．LMC助産師用の分娩室は確保されており，生まれる直前の新

生児ケアには病院助産師が付く．緊急の場合を除いて医師の立ち会いはない．もし帝王切開に

なった場合にも，LMC助産師は女性と一緒に手術室に入り，新生児ケアをしながら，女性か

ら離れることはない．出産後 LMC助産師は一旦帰宅するが，その間は，病院助産師が女性の

ケアにあたり，出産 12～24 時間後には退院する．退院後は LMC助産師に産後約 1週間は毎

日，その後は状況に応じて産後 6週間まで家庭訪問を受ける．その後は，子ども支援センター

から派遣される「プランケットナース註3」による家庭訪問を 5歳まで受けることができるシス

テムとなっている．

スタンダードの助産実践と資格更新制度

スタンダードの助産実践の方針が NZ助産師会から提示されている（表 1）．本方針の中で

最重要視されるのがパートナーシップである．これは女性と助産師は良好な関係性の中で常に

対等であること，女性を信頼すること，女性の理解度に合わせた情報提供，女性が意思決定で

きるようなサポート，女性の選択の共有，そのための十分なコミュニケーション力とネゴ―シ

基準１：助産師は，女性とのパートナーシップをもって仕事をする．
基準２：助産師は，それぞれの女性が情報を得た上で自由に選択する権利を支持する．
基準３：助産師は，女性と新生児の健康および安寧の包括的な評価を集めて，記録に残す．
基準４：助産師は，最新の継続的な記録を管理し，女性と関係者によるその利用を可能にする．
基準５：助産ケアは，女性とともに計画される．
基準６：助産活動は，女性を危険にさらさないことを優先し，適切に実行される．
基準７：助産師は，女性，自分自身，助産師職，実践の場である地域の各々に対する責任を負う．
基準８：助産師は，自ら自分自身の実践を評価する．
基準９：助産師は，女性と話し合ってパートナーシップを成就させる．
基準10：助産師は，助産に関する知識を開発，共有するとともに，研究に着手し推進する．

表 1　スタンダードの助産実践 9）
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エション力，そして，互いに責任を分かち合うことなどのことである 3）．独立開業助産師であ

れ病院助産師であれ全ての助産師は，これに則って各自の責務を果たさなければならない．

LMC助産師は，産前，出産，産後 6週間のケア内容をマタニティー・ノートに毎回記録す

る（写真 1）．これは二重複写になっており女性と助産師は同じ記録ノートを持つ．現在は助

産提供機構（MMPO）9）によるデータベースに電子的に情報入力ができ，助産実践の結果は

統計的に集計，評価，改善に繋げることが

できるようになっている．助産師は継続ケ

アの終了時点で，妊娠，出産のサマリー，

新生児の状況，母乳かどうかの栄養状況，

必要時のコンタクト方法を記載した所定の

シートを GPと子ども支援センターへ提出

する．それは女性にも渡される．と同時に，

助産師は所定のフィードバックシートを用

いて助産実践の評価を女性から受けること

になっている．

資格更新について，開業助産師は毎年，

病院助産師は 3年毎に行われなければならない．この時に必要なプログラム受講が定められて

おり，その内容とは毎年の義務講習（母体蘇生法と新生児蘇生法），3年毎の技術的な必修演

習（母乳育児と骨盤位娩出法等），様々な選択講習から所定の単位数の修得であり，これらは

義務化されている 10）．更新時には，助産実践記録や，ケアを受けた女性によるフィードバック

シートも参考にされ，助産師会助産師とトレーニングを受けた女性代表との 2人から面接を受

ける．面接後，助産師はその面接に満足したかどうかを所定のフィードバックシートに書いて

提出する．このように資格更新とは，不十分な点のチェックをするための管理制度というより

も，助産師会助産師と女性代表による実践の振り返りの機会であり，助言がもらえる機会で，

助産実践の改善に向けたサポートをすることが更新の狙いとなっている．なお，講習代および

資格更新代はすべて実費である．なお，ここに記載した各所定のシートは助産会 HPからダウ

ンロードできる 7）．

ウェリントン病院とインタビュー内容

NZには 2次医療と 3次医療の病院が 24施設あり，ウェリントン病院（写真 2）は国内 5番目

に出産数の多い 3次医療基幹で約 3600 件 /年の出産を扱う 11）．産科医師数 10名，助産師数 50

名で，「Find your midwife」では約 40名の独立開業助産師が本病院との利用契約を結んでいた．

分娩室は広く，ベッドの反対側には水中出産用の大浴槽，シャワー，トイレット，洗面台が設

写真 1　マタニティー・ノート
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置されている．児の蘇生器材や産後出血用

カートは分娩室外の所定の場所にあり，必

要時，分娩室内に入れる．「Pohutukawa」

（NZの花の名前）という個室は，死産と

なった家族用の部屋とのことであった．

ウェリントン病院助産師の勤務は 7時―

19 時，19 時―7 時の 2 交代制と 7 時―15

時，15 時―21 時，21 時―7 時の 3 交代制

とで組まれる．フルタイムでもパートタイ

ム勤務でも助産師は自分の生活を優先しな

がら勤務形態を選択し，助産師マネージャーが勤務計画表を作成する．

B氏は，英国で看護師教育後に助産師資格を取得した 50 代のベテラン助産師である．彼女

は 4～5名の助産師で「ドミノ助産師会社」を作って助産活動をしていた．「ドミノ助産師」と

は政府資金のもと LMC制度ができる前のパイロット的な活動として実施された同一の助産師

による継続的な助産活動をさす．つまり，B氏は LMC助産師の草分け的な存在の 1人といえ

る．「その後，ウェリントン病院で管理的な助産業務についたが，現在までのこの 4年間は助

産師職をパート勤務に変え，自らの希望でマネージメントの大学院に通った．マネージメント

を学ぶには看護師と助産師の両業務の理解がとても役立ち，学び多い時間であった」と語っ

た．

ウェリントン病院と利用契約をしている C氏は，南アフリカ（南ア）で助産師として勤務

後，13 年前に NZに移住し助産師として働く．他国の取得免許で NZで働くには，所定の講習

と実習が必要であるが，英語圏内では言葉の壁がないため助産師資格取得の理由にどこの国で

も働ける職業だからと語る助産師はＢ氏や C氏以外にもいた．C氏はウェリントン病院から

車で 20 分の距離にクリニックを開き産前ケアを実施している．クリニック自体は簡素であっ

た（写真 3）．「出産はウェリントン病院で

行う．本病院での勤務体験後に独立開業し

たので，産科医や助産師からの信頼もあり

互いの力量も分かっているからか，産科医

を呼ぶことなく助産実践ができる例が多

い．現在は 5名の助産師とグループを組ん

で活動しており，3週間に 1回は話し合い

を持つ．南アでは国立病院勤務だったが医

師が少ないので妊娠・出産時ケアは助産師

がしていたにもかかわらず，南アでの助産

写真 2　ウェリントン病院

写真 3　助産師のクリニック
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師は受身的な働き方だった．NZの方が助産師として医師と対等な話し合いができる．以前は

6～8件 /月の出産介助をしていたが，現在，生後 5か月の我が子を連れての仕事のため，4～5

件 /月に働き方をセーブし，学生の実習指導も今は引き受けていない」と語る．子育てしなが

らの継続ケアと 4～5 件／月の出産介助でもかなりハードであろう．夫が病気気味のようでや

むを得ない働き方のようであるが，仕事のやり甲斐を語る表情は明るかった．

D氏は，今回同行してくれた A氏の同期生でもあり，2人の学生時代の語りも交じった．D

氏は「アメリカで 3人の子どもの出産後，NZ で助産師になり，この 3年間は自宅出産を中心

に活動している．現在の NZの女性にとって，LMC制度下の妊産婦サービスは当たり前となっ

たのはよいが，貧困からくるアルコール中毒など助産師だけで解決できる問題ではない状況も

あり，LMCとしての責務を果たすには大きな責任が伴う．末子が生後 6か月の時に助産師学

生になったが，入学者 47 名の内，卒業できたのは 15 名だった」と語った．ちなみに，NZ で

は，3年間で講義 1500 時間，実習 1500 時間が定められ，最低 40 件の出産介助は必須である 8）．

A氏は「3年間に専任助産師指導者（メントー）のもとで 60 件の出産に関わった．自分の助

産観はメントーの影響を強く受けているし，良いメントーたちに恵まれた．最後の 1年間はほ

ぼ実習だったので，ほとんど自分の判断で助産実践ができた」と語った．具体的な場面での関

わり方も語られたが，A氏や D氏の語りから，助産師は女性のために何をするかではなくて，

女性は何を望んでいるのかと常に女性の視点からの関わり方であり，女性を信頼して見守る姿

勢を感じた．女性とのパートナーシップを重視するという表 1に掲げるスタンダードの助産実

践の実際を 2人から感じるし，職業人としての強い責任感は助産師歴 3年とは思えぬベテラン

助産師のようである．D氏は「この 3年間しっかり働いたので，1年間は休養する予定である．

やり甲斐はあるがそれだけ厳しく責任の重い職業であるために，燃え尽きる助産師もいる」と

も語る．D氏の休養は職業人としても家庭人としても自己を調整する期間となるのであろう．

4名の子育て中の日本人女性たちとの語らいでは，LMC助産師とともに自宅のお風呂で出

産した方，自分の LMC助産師を他の人にも勧めている方とどの方からも LMC制度への満足

の言葉が得られた．しかし，1人だけは LMC助産師との思い出はよくなかったようである．

彼女は「妊娠初期の超音波検査でダウン症の疑いを受けた．当時 29 歳であったのでその年

齢層のダウン症確率を提示され，羊水検査を受けるか否か，ダウン症と分かったら中絶するか

否かのパンフレットもその時にまとめて渡され驚いた．自分の意思で羊水検査は受けず，その

後の健診には定期的に産科医と小児科医と助産師がついた．出産は予定日より 10 日遅れとな

り，陣痛が 2～3 分間隔になってから，助産師にプランはどうするのと聞かれ当惑した．3時

間ほど浴槽に浸れたのは良かったし，結果的に子どもも何ともなく元気だったが，産後は母乳

の出も悪く，助産師の継続ケア後に来てくれた『プランケットナース』が調乳法を教えてくれ

た．LMC助産師とはずっと気が合わなかった」と語った．助産師の A氏はすかさず「断って

も何も問題はなかったのに」と言っていた．自分の意見を持ち，はきはきとした明るく行動的
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な女性だったので，一旦断って助産師を変更しなかったのが不思議なくらいの方だったが，

「助産師は夫の知り合いの紹介だった」ことが断れない理由だったのか，日本人的感覚，文化

の違いからくる判断だったのか確かめる機会はなかった．

最後に，NZ 助産師会を訪ね Guilliland氏に面会した（写真 4）．助産師会の職員が丸く輪

になって待っていて，Guilliland氏が 1人

ひとりを紹介してくれた．5名の助産師以

外に，受付担当，フィードバックシートの

回収担当，障害を持った消費者代表の方，

経理担当であり母親代表の方，Web管理

者，法律アシスタント，統計分析結果を政

策担当者に報告する方と多様な背景の方々

が助産師とともに和気あいあいに仕事をし

ている雰囲気が感じられた．

LMC制度が定着した中での NZの課題

について質問すると，「地域でのベッド数

が足りず入院の必要な人が病院利用できていない，移住してきた医師が普通に経過する出産を

普通でない出産にしている，貧困者（特にマオリ族）の増加は社会経済的な問題で，妊娠女性

のアルコール，喫煙，糖尿病等の問題がある．最近，ウェリントン病院の産科医による性的虐

待事件が起きた．助産師が問題を起こすと大問題となるのに，医師の場合だと小さな記事とい

うのも問題である．しかし，これらの全ての問題は女性であるということから始まっている．

子どもではなく，まずは女性を大切にする視点が非常に重要である．そのためには助産師は

様々な活動をしている女性団体と連携して政治的な運動をしなければならない．また，現在，

NZ Maternity Clinical Indicator11）（20～34 歳，単胎で頭位，初産婦，妊娠 37～41 週の正期

産，合併症なしの条件を満たす場合を基準とした集計データ）を地域ごとに集計，分析してい

る．その結果，病院では医師の場合と助産師の場合による医療介入数の違い，病院出産と自宅

出産（自宅出産率：6～10%）のケア結果の違いが証明されつつあり，これらの結果について

政府への提言を検討中である」と熱く語った．

日本の児童虐待数の増加したグラフと虐待死加害者は圧倒的に母親であるというデータを示

すと，「NZの場合，加害者は父親が多い．虐待に対して NZ では児童を発見し通報するという

ことを止めた．なぜなら通報すると加害者は心を閉じてしまうし，助産師が妊娠中から家族と

もパートナーシップを築くことで，親になることへの関わりが早期からできるからである．日

本の場合，加害者が母親であるならば，日本でも助産師による妊娠中からの継続ケアが有効と

なるであろう」と語った．つまり，NZでは虐待児童への対応から児童虐待を未然に防ぐ対応

へと変更されたのである．さらに，日本への助言として「継続ケアを実現させるには，まずは

写真 4　  左から Karen Guilliland氏，筆者，Norma 

Campbell氏
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助産師団体が一枚岩になること．その上で，NZが成功したように助産師だけでなく様々な女

性団体とともに政策に働きかけるのが重要である」と語る．

最后に，「助産師の実践力を高めるには教育が重要である．NZで助産学の教師になるには

助産師としての実践経験と 12 週間の研修が必須条件であり，全ての教師には毎年，自身の継

続ケースについての説明が求められる．教師が自身の継続ケースを学生に示すと学生の学び方

は違ってくるし，教師は継続ケースのレビューを通して自分のケアを見なおすことの重要性を

学生に伝えることができる」と教師は助産実践家でもあることを強調した．

ニュージーランドにおける助産実践の実際に触れて

日本と NZ とを比較すると，1864 年に産婆規則制定と日本の方が規則制定は早かったが，

それ以降，戦後しばらくまでは日本も NZも助産師の持つ実践力は社会から高い評価を受けて

いた．その後，アメリカ医学の影響を受け，出産が病院化，医療化していく過程の中で，1970

年代から 1980 年代に女性解放運動，消費者運度が起きたのも同じと言える．しかし，NZに

おいては 1990 年に看護師法から助産師が独立する法律改正以来，次々と制度が変更されていっ

た．この違いは何だろうか．

1．多様な文化や価値観を受け入れる土壌：NZ の公用語は英語とマオリ語のため全ての政府

刊行物には英語表記の下に必ずマオリ語の表示がある．また，移民を多く受け入れる政策から

他民族国家でもある．このように多様な文化・価値観・考え方，自分とは違う意見があるのは

当然という土壌がある上に，話し合う，話し合いながら物事の解決を図るといったコミュニ

ケーション力やネゴーシエーション力を育むことを助産専門職間でも非常に重要視している．

2．男女平等の歴史と女性自身の社会意識の高さ：1980 年頃から女性大臣，女性首相，女性首

席裁判官など主要な要職に女性が輩出されている．滞在中は首相選挙の約 1か月前で，B&B

での朝食時，宿泊していた女性たち 4人（30 代～50 代半ばの年齢層）は前日の各首相候補の

政策内容を盛んに論議していた．政治は誰かがやってくれるものではなく，政治や政策は自分

たちの日常生活に結びつくものと捉える市民意識を感じる一コマであったし，Guilliland氏が

「助産師は女性のために政治的であれ」と強調する土壌を感じた． 

3．国としての規模の違いと女性大臣の存在：NZは日本の 4分の 3程度の国土に約 350 万人

と横浜市程度の人口規模であること，マタニティ変革当初の保健省大臣が女性（その後に首相）

であり，女性団体と助産師団体の活動に対する為政者による理解がマタニティ政策の様々な改

革に繋がったことが考えられる．

4．パートナーシップを根幹に据えた助産実践：専門家主導で，女性に知識を与えて指導する

という関わりではなく，女性に情報を与え自己決定できるようにサポートし，女性の選択を待

つというパートナーシップに基づく関わり方が助産実践の中に徹底されており，女性からの評
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価も高い．女性と助産師，助産師同士，助産師と GPや産科医，助産師団体と政策グループ等，

あらゆる関係性の中でパートナーシップが発揮されている．NZの資格更新制度は助産師の管

理統括だけでなく質の高い助産実践力の維持のために会員をサポートする役割も果たす．それ

は LMC制度の元での助産実践に対する現状の満足だけではなく，次世代の女性もまた同じ恩

恵が受けられることを会員も CEOも意識しているからではないかという印象を受けた．

このような違いの結果，NZの現在がある．助産師は自分のライススタイルに合わせて教育

を受けたり，仕事に就いたり，仕事をセーブしたり，また，責任あるハードな仕事であるから

こそ，しっかり働く時と休む時とのバランスを取るといった働き方を自分で決めることが可能

であり，個人としても組織としても，結果的に助産師職を継続させることに繋がっていると考

える．

日本の場合も，パートナーシップという理念は活かせるのではないだろうか．どの立場で

あっても，女性のためにという共通目標を掲げ，その目標に向かって支え合いながらそれぞれ

が力を発揮できるような対等性のある人間関係構築の術を身につける必要性について深く考え

させられた．

最後に，日本の開業助産師の働きぶりを良く知る Guilliland氏は，日本の開業助産師の知

恵と技を高く評価している．助産師としての確かな判断力と細やかな技術力，女性への寄り添

い方や家族を見守る佇まい方に世界の助産師は一目置いている．にもかかわらずそのような開

業助産師が消えてしまうかもしれない日本の厳しい現状がある．日本の良さを継承しつつも，

システマティックで，かつ，サポーティブな NZのよい面から日本で活かせる方略を考える貴

重な機会となった．

注

註 1　Joan Donley氏 13）：1916 年カナダ生まれ，NZに移住後，54 歳の 1970 年初期より自宅出産助産

師として活動．30 年以上の助産活動で約 800 名の出産に関与する．病院化，医療化する出産環境に対

して，女性や赤ちゃんにとって出産は自宅か小さな出産施設がよいことを訴え，1985 年に『Save the 

Midwife（助産師を救え）』を出版する．女性とともに政治的な活動の結果，Helen Clark氏に影響を

与える．76 歳，中国で鍼灸やホメホパシーを学び，鎮痛剤なしの助産実践に役立てた．享年 89 歳．

Obituary : Joan Donley，The New Zealand Herald，2005.12.4

註 2　Helen Clark氏 14）：1950 年生まれ．オークランド大学講師から政治家（労働党）へ．1981 年初

当選し，副首相兼保健大臣に就任時の 1990 年に改正看護師法を実施する．その後，労働大臣，労働党

党首を務め，1999～2008 年まで 2人目の女性首相に就く．現在は，国際連合開発計画（UNDP）初の

女性総裁であり，NZ助産師会名誉会員でもある．

註 3　プランケットナース 12）：プランケット協会は 1907 年に母親と病気の子どものために創設された

施設で，そこから派遣されるナースのことをさす．現在は産後 6週間から 5歳までのすべての子ども
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と家族のための支援を行っている．
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