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1．はじめに
乳幼児が通う保育所においては、年間を通して

様々な感染症の発症がある。特に12月から1月に
かけて、毎年、感染性胃腸炎の流行がある。2012
年第36週から47週での感染性胃腸炎の年齢群別割
合は0～1歳児25．7％、2～3歳児21．2％、4～
5歳児17．1％、6～7歳児9．9％1）と保育所入所対
象の乳幼児が全体の73．9％を占めている。保育所
では、長時間集団生活を行い、その中で食事、遊
びなどを通して、濃厚な接触の機会が多い。その
為、様々な感染症に罹る確率は高く、発症時は保
育士の適切な対応が求められる。保育白書（2014）
では、保育所の衛生管理・感染症対応の安全対策
実施率は90．8％2）と高い数値を示しているが、反
して、毎年流行の報道は多い。感染性胃腸炎が発
症した際は、保育士の適切な判断と対応で、集団
感染の減少が期待できる。2012年に保育所におけ
る感染症対策ガイドラインの改訂版が出されてお
り、それが効果的に活用されることが望まれる。
しかし、菅井（2013）は、保育士は感染症集団発
生の経験はあるものの、感染症対策には不安が高
い3）と明らかにしており、貞岡ら（2004）は、子
供の突然の異常と対応については、学生の知識や
技術が未熟なために小児保健で学ぶ必要性4）を述
べている。その為、保育士・幼稚園教諭養成課程
在学中に、知識を深め、感染症が発生した際の対

応について学ぶことで、現場での不安を払拭し、
早期に適切な対応ができる可能性は高いと思われ
る。今回は、様々な感染症の中から感染性胃腸炎を
取り上げ、感染拡大を防止するために学生の記憶
に残るような効果的な教育方法について考察する。

2．保育園の現状と感染症対策
1）保育園利用児童数2）

2012年10月1日における保育所利用児童数は
2，219，581人で、前年度より42，779人増加してい
る。内訳は0歳52，668人、1歳265，591人、2歳
347，595人、3歳412，884人4歳450，454人、5歳
440，904人、6歳以上215，839人、不詳1，633人と
なっている。また待機児童数は22，741人である。

2）感染症発生時の対応5）

長時間にわたり集団で生活する保育所では、個
人の健康と安全の確保と同時に集団の健康と安全
の確保が求められる。感染症の罹患が確定した際
は、①必要に応じて関係機関（市町村及び保健所
等）への連絡を速やかに行う。②嘱託医や看護師
等の指示を受け、保護者に発症状況やその症状・
予防法について説明する。③予防接種で予防可能
な感染症の場合は、保護者にかかりつけ医に相談
するよう促す。④保育所内での手洗い、排泄物・
嘔吐物の処理方法を徹底する。⑤施設内の消毒を
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実施する。その他、欠席人数やその理由、受診状
況、診断名、治療内容の把握を行う。また、回復
して登園した場合、健康状態の把握と回復までの
期間や終息までの推移等について日時別、クラス
別に記録を取る事が求められている。更に、入所
児童ばかりでなく、職員の健康状態の把握も必要
となる。

3．研究目的
乳幼児が通う保育所では、年間を通して感染症

の発症がある。長時間の集団生活で濃厚な接触を
行う為、毎年感染性胃腸炎などの集団感染が認め
られる。感染症対策は行っているものの、そこで
働く保育士は、その対応に不安を抱えているとい
う現状がある。そこで、保育士・幼稚園教諭養成
課程在学中に、感染性胃腸炎の病態を理解し、感
染時の対応について修得できるよう効果的な教育
方法の考察を目的とした。

4．方 法
1）研究期間：
平成27年12月5日～平成28年1月8日

2）研究方法：
感染症対策及び小児保健の講義や感染症予
防に関する教育についての先行研究を参考
にして、感染性胃腸炎についての講義内容
について講義からグループワーク、演示ま
でを段階別にまとめた。

5．結 果
＜授業案－内容のみ抜粋＞
1）授業目的：
感染性胃腸炎の病態を理解し、集団感染防
止の対応を理解する

2）目標：
感染性胃腸炎の病態を理解する
集団感染防止の内容について理解する
嘔吐物の処理方法の実際と留意点について
理解する

3）行動目標：
乳幼児に多い感染性胃腸炎を発症させるウ
イルスがわかる
乳幼児に多い感染性胃腸炎の流行時期がわ
かる
潜伏期間、感染経路、症状、治療などを理
解できる
保育士として感染拡大を防止する方法がわ
かる
嘔吐下痢による脱水症状の関連性を理解で
きる
嘔吐物の必要物品の準備ができる
嘔吐物の処理の仕方がわかる
保護者に対する情報提供の方法がわかる
乳幼児および職員の健康管理の必要性を理
解できる

所要
時間

具体的な講義内容及びポイント 配布資料等 留意事項

本日の授業の流れを説明
＜導入＞

10分 ① 感染症の定義については、前回講義で実施して
いる為、質問を行い復習する

パワーポイント使用
学生には埋め込み式
の資料配布

ポイントは赤で表示

② ヒントを出しながら下痢嘔吐を引き起こすウイ
ルスについて考えてもらう

② 質問キーワード学校
閉鎖のニュース
冬～春

③ 感染性胃腸炎の発生数年間統計を示し、年間の
うち最も発生数が増加する事を説明する （ウ
イルスと発生時期の特徴など）

③ ノロ、ロタウイル発
症ピークを板書
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授業案①についての工夫
学生用資料については、授業用パワーポイント

の内容で重要部分は、（ ）にして記入が出
来るよう作成した。授業用パワーポイントは、フ
ロートインを使用して、学生からの回答後、赤い
文字で表示が出来るようにした。前回授業で感染
症について学んでいる為、「感染症とはどのよう
な病気ですか？」と質問を行い復習する。

授業案②についての工夫
嘔吐、下痢を引き起こすようなウイルスについ

て質問する。回答が得られない場合、「冬の季節
によくニュースで耳にするウイルス」「集団感染
を引き起こし、園閉鎖、学級閉鎖を引き起こすウ
イルス」などヒントを準備する。ノロウイルス、
ロタウイルスまで引き出せるように「春にも乳幼
児が罹る感染症がある」というヒントまで準備し
て、回答が出ない場合は、こちらから発言する。

授業案③についての工夫
国立感染症研究所の感染性胃腸炎年間統計を使
用して、ノロウイルスとロタウイルスの流行時期
を理解できるようにする。それぞれの流行時期に
ついては、板書を行い資料に記入させる。

授業案④についての工夫
＜授業用パワーポイント＞

30分 ＜展開＞
④ 潜伏期間、感染経路、症状などの説明を行いな

がら、ポイントをプリントに記入してもらう病
態の特徴をおさえる
飛沫感染と経口感染については感染予防に重要
となること、脱水症状に注意することや対応を
理解でき

④ パワーポイントには
絵を入れ解かりやすく
感染経路は復習の意味
も説明する含め説明
下痢や嘔吐で体におこ
る変化を質問する
脱水時の対応を板書

⑤ 治療法の説明時、乳幼児は重症化しやすい事が
理解できる

⑤ 下痢止めを使用しな
い理由についても説明
する

20分 ⑥ 集団感染の予防について考えさせる
（グループワーク）

グループワーク時の
記入用紙配布
嘔吐時の必要物品を
準備しておく
嘔吐物の処理方法プ
リント配布

⑥ 嘔吐時の処理の必要
物品を考えてもらう
その後発表
実際使用する物を見せ
る

＜演示＞
20分 ⑦ 嘔吐時の対処方法は必要物品を使用して実祭に

行う（袋に入れて破棄するまで）
絵の具を混ぜた水を準備して、子供の背丈から
こぼし拡散させ、それをふき取る

⑦ どのような場合に感
染拡大が起こるのか質
問しながら行う
また、消毒する範囲や
場所も質問する

10分 ＜まとめ＞
⑧ 本日の学習のまとめと質疑応答、次回の講義内

容を伝える
⑧ 保護者向けの対処方
法のお知らせ紹介
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＜学生用資料＞

授業用パワーポイントでは、潜伏 期間、感染
経路などは赤色で表示する。学生資料は授業用パ
ワーポイント赤部分を（ ）としている為、
そこへ記入してもらう。理解しやすいように絵を
入れる。経口感染や飛沫感染については、授業用
パワーポイントで具体的に説明する。症状は、次
のパワーポイントで大切な部分をおさえる。下痢
や嘔吐を伴う場合、乳幼児では脱水症状が起こる
危険性がある為、排尿の観察が必要であり、水分
摂取の重要性を説明する。

授業案⑤についての工夫
受診して診断を受ける事が必要であり、保護者

の方から必ず連絡をしてもらうようにして、保育
所での患者数の把握を行う。乳幼児は訴えなども
少なく、重症化しやすい為点滴等が必要になる場
合がある事も追加して伝える。また、ウイルスや
細菌性の下痢の場合、止瀉薬は基本使用しない理
由についても説明する。

授業案⑥についての工夫
6人1グループにして、司会、書記、発表者を

決めてもらい、1人1回は発言するように伝えて
開始する。嘔吐物の処理をする時の必要物品につ
いて、グループワークでそれぞれに意見を出して
もらい考えさせる。必要物品については、あらか
じめ準備しておく。意見が出ないところには、巡
回してヒントを出し、意見が出そろったところで
発表を行う。発表後、準備しておいた必要物品を
1つ1つ出しながら確認を行う。その際に処理方
法のプリントも配布する。手洗いの仕方について
は、以前の講義内容に含まれており、今回は口頭

説明のみ行う。

授業案⑦についての工夫
嘔吐物処理の必要物品を確認した後に、消毒薬
の作り方を見せる。赤い絵の具が入った水を子供
の背丈からこぼし、嘔吐物の拡散について知って
もらう。床を拭く場合は、広範囲になる事が理解
できるようにする。その他にどのような場所を消
毒したらよいか、質問を行い考えてもらう。意見
が少ない場合は、こちらから発言を行う。感染拡
大を防止する為、消毒する為に使用した雑巾、手
袋等は袋に入れて破棄し、乳幼児の汚れた着衣は
袋に入れ、保護者に持ち帰ってもらうよう伝える。
使い捨て手袋の外し方なども見せる。

授業案⑧についての工夫
本日の授業内容についての質疑応答を行い、復
習する。その際、保護者への連絡の必要性と乳幼
児だけではなく、職員の健康状態の把握も行う事
を伝える。

4．考 察
今回は感染症の講義の中で、乳幼児に多い感染
性胃腸炎の感染拡大防止のため授業を取り上げた。
授業案では講義法、相互学習法、演示を組み合わ
せて計画を立てた為、その3点について考察する。
吉本（1977）は、授業とは「相対的に独立した
学習主体としての学習者の活動と教授主体として
の教授者の活動が相互に知的対決を展開する過
程6）」であり、舟島（2014）は、質の高い授業を
提供する為には、学習目的・目標、学習者の状況、
教材の種類、教授者の力量などを考慮した上で授
業形態を選択し、具体的条件に応じて“その場”に
最適な授業を展開する必要がある7）と述べている。
そこで1点目の講義法では、本日の学習目的と
目標を明確化し、教師側の一方的な講義にならな
いようにした。視覚教材を主とし、必要に応じて
板書も取り入れた。視覚教材は複雑な情報を理解
しやすく伝えるという利点があるが、情報過多に
なると理解しにくくなる為、その点に注意した。
ポイントを赤で表示したことや文字ばかりではな
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く、グラフや絵を用いる事で、印象深く記憶に残
ると思われる。また、学生には書き込み式の資料
を配布するが、他に余白を取り板書内容も記載で
きるよう配慮した。更に、授業用パワーポイント
と学生用資料の内容を多少変える事で、講義やス
クリーンに注目させ、集中する時間を与えるもの
と思われる。今回のように、ポイントの書き込み
や思考活動を促す質問等で、与えられるだけの講
義ではなく、授業成立に向けて教授者と学習者の
相互関係が構築されると考える。
2点目は、病態の学習を終了した時点で相互学

習法としてのグループワークを活用する。舟島
（2014）は、学生間の討議を中心としたグループ
ワークは、問題解決能力、批判的思考力、自己教
育力、コミュニケーション能力などの習得にも有
効な学習法である7）と述べている。現在までの学
習成果を見る為にも、嘔吐の場面での必要物品の
話し合いを設ける事にした。個人作業になると時
間がかかり意見も出にくいと考え、時間を設定し
て自由に発言できるグループワークとした。これ
は、学生が意見交換を通じて、協調性を身につけ、
問題解決を図っていく上では有意義である。しか
し、グループ間に発言の偏りもあると想定して巡
回を行い、意見が少ないグループについては助言
を行う事で時間短縮が図られるものと考える。終
了後は発表を行い、その後必要物品の確認をさせ
る事で、理解の不十分な点が明確になると思われる。
3点目は、視覚に訴える具体的な物や道具、身

体表現などをもとに嘔吐物の処理についての演示
を行う。まずは、乳幼児が嘔吐した場合、床への
拡散がどの程度あるかという確認を行う事が大切
であると考え、絵の具を混ぜた水を使って実施す
る。その上で、消毒薬の作り方や嘔吐物の処理、
感染に注意するためのポイントを伝えながら一連
動作を行う予定である。講義だけでは理解しにく
い部分であり、実施している場面を見る事で、視
覚的効果は得られると考える。ただ、処理方法の
修得には、演示後の演習が望ましい。杉森、舟島
ら（2012）は、演習は講義では修得困難な教育目
標の達成、特に思考力、技術や実技の修得に有効
である8）と述べている。今回は1コマの授業案の

為、演示のみの実施となり、演習までは不可能で
ある。よって、嘔吐物の処理方法についての修得
までには至らない。更に、シラバスでの感染症の
コマ数も限られており、その他の感染症との時間
配分も必要になってくる。その為、嘔吐物の処理
方法のプリントを配布して、学生に復習をしても
らう必要がある。

5．おわりに（結論）
保育所で毎年流行する感染症に対して、保育士
はその対応に不安を抱いている現状があり、養成
課程の学生も知識や技術が未熟であるとの先行研
究がある。本研究では、養成課程の「小児保健」
の感染症の1コマを使い、感染性胃腸炎の病態か
ら集団感染防止対策の教育方法を取り上げ、授業
案から講義法、相互学習法、演示の工夫について
考察した。視覚教材を使用した講義については、
授業用と学生用の2つの資料を準備し、板書など
も合わせて記入させた事は、聞くだけの講義では
なく、病態のポイントを理解する上では有用であ
ると考える。しかし、パワーポイントや嘔吐物の
処理方法の資料準備、必要物品準備、演示の準備
等、非常に内容が盛りだくさんになってしまい、
多くの時間を要するのではないかと考える。また
相互学習法のグループワークは、多人数で意見を
出し合い、協調性や問題解決能力を養う上では良
いが、苦手意識をもった学生もいる為、その対応
を考慮する必要がある。そして、グループワーク
で発表後に演示を行う予定だが、講義のみの場合
より視覚的効果が得られると思う。しかし、学生
の演習までは実施できない為、感染症対策の修得
は不十分だと考える。追加で、嘔吐物の処理方法
についてのプリントを配布する予定ではあるが、
時間の関係上、残りは自己学習になる恐れもある。
その為、現場の保育士が抱える感染症対策の不安
を軽減させるまでには至っていない。ただ、講義
法、相互学習法、演示の工夫は一つひとつを取れ
ば、有用性のある効果的な教育方法である。実際
のところ、未だ講義を実施しておらず、3つの講
義内容や分量、時間配分が適切かどうかははっき
りしない。また学習者にとって有意義な授業展開
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であるかも、アンケートを行っていない為不詳で
ある。
今後は、授業の前後または小児保健の開始と終

了時にアンケート調査を実施し、この教育方法の
工夫が効果的であったかを明確にし、今後の講義
に活かしていきたい。
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