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～ 長崎県内の保育所における病後児保育アンケート調査からの考察 ～

光 武 き よ み

Present condition of children with child care services and-consideration from the
convalescent children care questionnaire in a nursery in Nagasaki Prefecture-

Kiyomi MITSUTAKE

キーワード：病児保育 長崎県 現状と課題

1．はじめに
年々、核家族化、女性の社会進出は増加してお

り、働き方も多様化している。1980年降、共働き
世帯は増加し、1997年には片働き世帯を上回って
いる。1）共働き世帯の乳幼児は、保育所等の集団
保育の場を利用していることが多いが、免疫力や
抵抗力が弱く、感染症に罹患する可能性が高い。
そのような場合、主に母親が休暇を取り、病児の
世話をすることが多く、子育てと就労の両立がで
きない状況が続いていた。そこで、1994年から保
育所通園中の乳幼児が病気で在宅療養を余儀なく
された場合、回復期の期間を試験的に預かる「病
後児デイサービスモデル事業」が始まった。翌年
には「乳幼児健康デイサービス事業」となり、全
国的に病児保育の普及が図られた。その後「訪問
型」の導入、2008年4月には「病児対応型」「病
後児対応型」「体調不良児対応型」と事業が再編
され、医療機関、保育所、その他の施設で、子ど
もの状態に応じた保育看護が行われるようになっ
た。病児保育事業の先行研究は、病児保育の意義
や必要性、保育士の専門性に関する研究が多い。
今回は全国と長崎県の保育士の現状と課題を把握
するため、2014年の全国病児・病後児保育施設ア
ンケート調査に着目した。全国の課題は、「病児
保育施設における保育士配置、専門職としての人
材育成や補助金の見直し、地域子育て支援ネット

ワークの必要性（利用児童数の差、および当日キャ
ンセル）の問題が挙げられていた。」2）長崎県内の
「病後児対応型」は100％が保育所開設であり、
全国調査と異なる結果となっている。そのため、
全国調査の課題が長崎県内の病児保育事業の課題
と一致するとは限らないと考えた。帆足らは「病
児保育の現場では、保育士は保育の専門性に加え
て、病児の養護はもとより看護的な素質を身につ
けることが理想的」3）と述べている。そこで、長
崎県内の医師が不在である「病後児対応型」に焦
点を当て、そこに従事する保育士等が、疾患や治
療に対しての知識と保育の専門性を活かしながら、
どのような保育看護を行っているのか、また何に
不安を持っているのか等を調査し、その結果から
改善策に若干の示唆を得たので報告する。

2．病児保育事業の概要について
病児保育とは、子どもたちは健康でも病気で

あっても発達のニーズを満たされる権利があり、
病気になった際は、医師・看護師・保育士等の専
門職が協働して保育と看護を行い、病気でも生き
生きと過ごせるようなトータルケアを行うという
広義の意味がある。しかし、一般的には子どもが
病気の時、親の就労などの継続を確保するために、
病児を一時的に預かり世話をする事と狭義の意味
で理解されている。また、病児保育事業は、1992
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表1 病児保育事業の類型
病児保育型 病後児保育型 体調不良児型 非施設型（訪問型）

児童が病気の「回復期に
至らない場合」であり、
かつ、当面の症状の急変
が認められない場合にお
いて、当該児童を病院・
診療所、保育所等に付設
された専用スペース又は
本事業のための専用施設
で一時的に保育する事業。

児童が病気の「回復期」
であり、かつ、集団保育
が困難な期間において、
当該児童を病院・診療所、
保育所等に付設された専
用スペース又は本事業の
ための専用施設で一時的
に保育する事業。

児童が保育中に微熱を出
すなど「体調不良」となっ
た場合において、安心か
つ安全な体制を確保する
ことで、保育所における
緊急的な対応を図る事業
及び保育所に通所する児
童に対して保健的な対応
等を図る事業。

児童が「回復期に至らな
い場合」又は、「回復期」
であり、かつ、集団保育
が困難な期間において、
当該児童の自宅において
一時的に保育する事業。

※平成23年度から開始。

出所：内閣府「病児保育事業について」から筆者作成

年の病児デイケアパイロット事業に始まり、エン
ゼルプランの下で1994年の「病後児デイサービス
モデル事業」経て、市町村事業としての「乳幼児
健康支援デイサービス事業」1996年に「乳幼児健
康支援一時預かり事業」となり、現在に至ってい
る。2007年に非施設型として病児、病後児の訪問

が始まり、2008年4月に「病児対応型」「病後児
対応型」「体調不良児対応型」に再編され、保育
所に通所している乳幼児のみでなく、在宅の乳幼
児が病気になった時も利用できるようになってい
る。

今回調査を実施した病後児保育の対象は、病気
の回復期で集団保育が困難であり、かつ保護者の
勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難
な児童であって、市町村が必要と認めたおおむね
10歳未満の児童となっている。人員配置基準は、
利用児童おおむね10人につき看護師1名以上の配

置となり、保育士は利用児童おおむね3人につき
1名以上の配置が必要である。また、病院・診療
所、保育所等に付設された専用スペース又は本事
業のための専用施設等を保有している事が要件で
ある。

（1）全国と長崎県の病児保育事業実施施設数
平成25年度 全国の病児・病後児保育事業実施

状況は、病児対応型：557施設（84％医療機関併
設）、病後児対応型：540施設（70％保育所開設）、
体調不良児対応型：507施設 合計1604施設であ
る。3）

（2）2014年全国病児・病後児保育アンケート調
査をふまえた病児・病後児保育事業に関する提
言からの問題点2） 一部抜粋
① 専門職としての人材育成：病児・病後児保
育の保育士・看護師は研修が必要と感じてい
る89％。「病後児対応型」では病児病後児に
対応できる保育士研修希望が37％である。
② 利用児童数の差：1年間の延べ利用児童数
の中央値、病後児対応型施設は90名で、1施
設に当たりの許容定員に対する利用率は16％
である。
③ 当日キャンセル：病児対応型・病後児対応
型ともに1施設当たり平均25％である。

表2 長崎県病児保育事業実施施設数
平成27年 平成28年

病児対応型 18 18
病後児対応型 11 13
体調不良児対応型 3 9
非施設型（訪問型） 1 1
合計 33 41
出所：長崎県 こども未来課資料から筆者作成
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図1‐1 病児病後児保育の研修

図1‐2 病後児保育での必要な知識（自由記載）

3．研究目的
保育所に預ける乳幼児は、集団生活により感染

症に罹りやすく、その度に仕事を休む母親は多い。
子育てと就労の両立支援で始まった病児保育事業
であるが、2014年の全国調査では、専門職として
の人材育成、利用児童数の差、当日キャンセルな
ど様々な問題が挙げられている。現在、長崎県で
も医療機関や保育所等による病児保育事業が行わ
れているが、「病児対応型」は1施設を除き、全
て医療機関での開設である。施設内に医師、看護
師がいるため、異常が発生した場合は即座に対応
できる。しかし、保育所における「病後児対応型」
では、医師の利用連絡票に基づき施設内の看護師、
保育士での対応となるため、保育看護をしていく
上で問題を生じているのではないかと考えた。ま
た、全国調査結果を受けて、長崎県内の保育所で
行われている病後児保育の現状と課題を明らかに
し、今後の改善策の示唆を得ることを目的として
アンケート調査を行った。

4．対象と方法
（1）調査対象
平成27年度 長崎県内の保育所における病後児
保育施設11施設の保育士または看護師を対象に実
施した。
（2）調査期間
平成28年8月23日～9月15日。

（3）調査方法
無記名自記式の自由記載を中心としたアンケー

ト調査。
（4）分析方法
単純集計および自由記載については質的帰納的

分析を行う。
（5）倫理的配慮
調査を依頼する際には、研究者の立場、研究目

的・方法、プライバシーの確保、アンケート調査
への参加は自由意思に基づくものであり、研究協
力の有無による不当な利益は受けないことを文書
で説明して協力を得た。

5．結 果
（1）アンケートは平成27年度長崎県に登録され
ている11施設に郵送、または持参して依頼し、7
件の返送があり回収率64％であった。
（2）属性に関する項目
回答者は40代女性3名（43％）、50代女性2名
（29％）、30代女性1名（14％）、30代男性1名
（14％）であった。
（3）研修について

病児病後児保育に関する研修を受けた経験があ
る者は、7施設中4名（57％）であるが、受けた
ことがない者は、7施設中3名（43％）であった。
さらに、「講習や研修が必要である」と回答し
た者は、7施設中7名（100％）となっている。

必要な知識については、6施設が感染症の症状、
潜伏期、隔離期、排せつ物の処理などを挙げてい
る。また3施設は病児の年齢に応じた遊びや壁面
の工夫、および感染拡大予防のための環境づくり
を挙げている。そして、病児に対する保育看護が
3施設、救急処置とカウンセリング技術が各1施
設となっている。カウンセリング技術については、
病児や保護者とのカウンセリング技術ということ

病児保育事業の現状と課題について
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表3 平成27年度 年間利用児数
0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 その他 年間合計（人）

Ａ 施 設 35 25 8 15 7 8 0 98
Ｂ 施 設 9 12 4 3 4 7 2 40
Ｃ 施 設 2 9 8 4 0 4 3 30
Ｄ 施 設 0 6 8 5 7 1 0 27
Ｅ 施 設 1 3 1 1 0 0 0 6
Ｆ 施 設 未記入
Ｇ 施 設 未記入

表4 年間に多い疾患
1位 2位 3位

Ａ 施 設 上気道炎 気管支炎 水痘、流行性耳下腺炎、手足口病
Ｂ 施 設 感冒、感冒症候群 気管支炎 咽頭炎
Ｃ 施 設 流行性耳下腺炎 インフルエンザ 気管支炎
Ｄ 施 設 未記入 未記入 未記入
Ｅ 施 設 ヘルパンギーナ 溶連菌感染症 感冒、発熱
Ｆ 施 設 喘息 感冒症候群（咳、鼻水） 未記入
Ｇ 施 設 未記入 未記入 未記入

である。

5施設においては、感染症、てんかん、熱性け
いれん、アレルギー疾患の特徴、治療、対応まで
を含めた研修を挙げている。さらに園児に多い疾
患と対応が4施設、乳幼児の発達、他園との情報
交換が1施設となっている。

（4）年間利用児数について

年間利用児数はＡ施設98名、Ｂ施設40名、Ｃ施
設30名、Ｄ施設27名、Ｅ施設6名、Ｆ・Ｇ施設は
未記入であった。Ｅ施設は昨年末開設であり、看

護師の確保に時間がかかったため利用人数が少
ない。

（5）疾患について

年間に多い疾病については、呼吸器感染症が多
く、次いで流行性耳下腺炎や水痘、手足口病など
の感染症となる。
（6）1回利用料金について
無料が2施設、100円が1施設、1800円が1施

設、2000円が1施設、1施設においては9時から
17時まで1000円、9時から18時までが1500円と預
ける時間帯によって金額が変わっていた。未記入
は1施設であった。

（7）当日キャンセルについて
1施設は年間5～6件、1施設は年間4～5件
で、その他の施設においては、当日キャンセルは
ない。

図1‐3 必要な研修内容（自由記載）
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図2 室内環境の工夫（自由記載）

43%57%

（8）室内環境について

家庭的で温かい雰囲気を作り、ゆっくり落ち着
いて過ごせる工夫をしている施設が3施設。時間
おきの換気や冬場の湿度調整を行っている施設が
2施設あり、空気清浄機の設置をしている施設が
1施設あった。また、年齢に応じた玩具を準備し
て、一般の保育室の玩具と区別している施設が2
施設あり、感染症の種類別に部屋を分けて感染症
の拡大防止を図っている施設が2施設あった。
（9）専門職としての配慮
おもちゃ点検、嘔吐時の消毒液の作り置きなど、

清潔に注意して感染拡大防止を図っている。また、
家庭的な雰囲気の中で遊びの連続性を考えている。
さらに絵本の読み聞かせなどで無理をさせず、子
どものペースに合わせている。加えて、保護者対
応として、感染症情報の文書配布、自宅での観察
方法やケアの仕方をアドバイスするなどの工夫を
行っていた。
（10）保育計画について

保育計画の立案をする施設は3施設で43％、立
案しない施設は4施設で57％となっている。乳幼
児は突発的に病気に罹患するため、自園以外の乳
幼児も受け入れる時、健康な状態がわからない。

当日の乳幼児の状態を観察しながら、1日の保育
を考えるといった意見があった。
（11）現場が抱える課題（自由記載）
①スキルアップするために研修会に参加したい。
②感染症が発生した時の取り組みを徹底したい。
③保育士、看護師不足がある。
④突発的な利用のため、職員の休みや代替を入れ
るのが大変である。

6．考 察
（1）専門職としての人材育成について
2014年の全国調査では、病児・病後児保育従事
に際して、保育士・看護師への研修が必要である
という回答が89％であり、病後児対応型では「病
児・病後児に対応できる保育士研修」が37％を占
めている。今回の長崎県内の調査においては、
100％が講習や研修が必要であると回答している
が、実際に研修に参加できているのは57％となっ
ている。病児保育に従事する者の必要な知識とし
て、感染症や保育看護、遊びや環境、救急処置な
どの項目が挙がっていた。必要な研修項目として
は、感染症やてんかんおよび熱性けいれん、アレ
ルギーなどの疾患や対応を挙げており、乳幼児の
様々な疾患の保育看護の難しさを感じていると同
時に、スキルアップを望み、質の高い保育看護の
提供を目指しているものと考える。年間に多い利
用児の疾患は、上気道炎や気管支炎、流行性耳下
腺炎や手足口病などの感染症であり、その数は多
く、症状、潜伏期間、治療、対応等はそれぞれに
違ってくる。病児保育を利用する乳幼児が複数と
もなれば、対応する感染症の種類が増加し、施設
内での感染の危険性も考えられる。久住は、「病
児保育においては、施設における集団感染や保育
者自身の感染を防がなくてはいけない。また、保
育者が感染の媒体となることを避けるためにも感
染予防についておくことが必要だ。」4）と述べてい
る。保育看護に従事する専門職として、病児およ
び保育者の感染予防のリスクマネジメント能力が
求められ、様々な感染症の知識や適切な対応が重
要となってくる。次に、てんかんや熱性けいれん
を挙げていたが、双方とも意識障害を伴う場合も

図3 保育計画の立案

病児保育事業の現状と課題について
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あり、独特な対応と観察が必要になる。冷静かつ
的確に対応し、観察したことを保護者や医師に伝
える役割も担っている。同時に、意識が戻らない
時の緊急時の対応や二次性外傷などを予防する能
力も必要となってくる。さらに食物アレルギーな
どは、アナフィラキシーショックを起こす場合が
ある。直接子どもと関わる保育士が観察力を持っ
ていなかった場合、子どもの症状を重症化させ、
場合によっては死に至らしめる可能性がある。長
谷川は「保育看護の最も重要な役割の一つとして、
『症状観察』がある。この役割は、急変の早期発
見へとつながるので、とても大切だ。」5）と述べて
いる。本人の訴え、表情などの主観的情報とバイ
タルサインなどの客観的情報から、変化に気づき
ケアへと発展させていく力が必要となる。そのた
めには、研修会等に参加して日々進歩する医療の
現状を知り、疾患や治療、対応等の知識を得て自
己研鑽に励むことが重要となると考える。
（2）利用児童数とキャンセル問題について
全国調査では、1年間の延べ利用児童数の中央

値は、病後児対応型施設は90名で、1施設に当た
りの許容定員に対する利用率は16％である。今回
の調査結果では、1年間の利用者数は、6名から
98名とばらつきがある。開設間もない施設におい
ては、保育士・看護師の確保が難しく、利用人数
が伸びていない現状があった。吉中らは、「病児
保育施の設利用者が少ない理由として、病児保育
施設という社会サービスをほとんど、あるいは全
く知らなかった人が全体の20％を占めている。利
用することに不安や心配がある。さらに、利用し
たい施設数や時間帯・費用などが保護者の実情に
あっていない。」6）と述べている。今回は、保護者
への調査はしていないため、病児保育の認識につ
いては明らかになっていないが、長崎県内の利用
料金は、無料から2000円と幅があるため、料金が
高額になれば保護者の負担が大きくなり、利用の
増加には繋がらないと思われる。また、キャンセ
ルについては、全国調査では、1施設当たりのキャ
ンセル率は、病児対応型・病後児対応型ともに平
均25％であり、事業実施における課題の1つとし
て挙げられていた。しかし、今回の調査では、2

施設のみ4～6件程度であり、その他の施設は
キャンセルなしという結果だった。この点につい
ては、施設数や年間利用数が少ないこと、また開
設間もない施設があったため、全国調査結果との
差があったものと思われる。
（3）専門職としての工夫
全国調査結果にはなかったが、今回の調査では、
自園通園児以外の突発的な利用があるため、保育
計画を立てないとの回答が半数を超えていた。医
師の利用連絡票や保護者からの情報およびその時
の病児の状態を観察しながら、1日の保育を考え
ていくといった意見だった。しかし、病児保育の
知識と経験が十分でないと適切な対応は難しいと
考える。健康な時の乳幼児の状態と病気に罹患し
た状態の把握ということで、専門職としてのアセ
スメント能力が問われることになる。そのような
中で、病児が満足した1日を過ごせるような保育
の配慮が必要となってくる。高野らは、体調の良
くない子どもの遊びと環境づくりについて「保育
者は、子どもの体調をよく把握したうえで、体調
や子どもの発達や好みに合ったおもちゃを提供し、
できればマンツーマンに近いかたちで遊びの相手
をすることが望まれる。」7）と述べている。病後児
保育を利用する子どもたちは、病気や母親と引き
離される大きな不安感を抱えているため、緊張感
をやわらげ、安心して過ごせるような環境づくり
が求められる。隔離室での保育であるため、活動
も制限され室内遊びを余儀なくされる。今回の調
査では、各施設の専門職としての工夫は明確に
なった。家庭的な雰囲気を大切にし、派手すぎず、
落ち着いて1日を過ごせるような壁面や部屋づく
りの工夫があった。さらに、年齢に応じた玩具・
絵本の準備が行われ、遊びの連続性も考えて保育
看護が行われていた。ベッドや室内で比較的静か
に楽しく遊べれば、病児の自己表現や不安軽減に
も繋がるものと考える。また、感染症の種類によ
り部屋を分け、換気、湿度調整、空気清浄機を使
用するなどして、感染症予防策も取られていた。
その他にも、保護者向けの文書・掲示、ケアの方
法などのアドバイス等、病後児保育を利用する子
どものみではなく、保護者自身の不安軽減も図ら
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れており、それも保育看護に従事する専門職の重
要な役割の1つであると考える。

7．おわりに
全国調査では、37％が「病児・病後児保育に対
応する保育士研修」を希望していたが、長崎県内
の病後児保育に従事する保育士等は、感染症や乳
幼児が罹患する様々な疾患等ついての研修を
100％希望していた。このことから、移り変わる
医療知識の吸収と質の高い保育看護を目指してい
ることが明らかになった。しかし、約半数が研修
会に参加できていない現状があり、その理由は今
回明確にはできなかった。今後はその理由を調査
して、定期的にスキルアップできる機会を設ける
必要があると考える。また、長崎県内の「病後児
対応型」は、開設間もない施設もあり、全国と比
較すると利用児数は明らかに少ない。そのため、
利用が少ない原因も明確にして、周知方法や負担
金の問題についての検討も行うべきであろう。今
回は、長崎県内の病後児保育に焦点を当てたため、
病児保育事業全体の課題を明確化にはつながらな
かった。今後も継続調査を行い、病児保育の現状
や課題を把握して改善策を考えていきたい。
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