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1．はじめに
2005年、合計特殊出生率は1．26と底をついてい
たが、2015年には前年より0．04ポイント上回って
1．46となり、微増ではあるが回復傾向にある。し
かし、欧米諸国と比較するとまだまだ低い水準で
ある。この出生率に反して、保育所数は増加傾向
にあり2014年には前年を325か所上回り24，107か
所となっている。1）その他に小規模保育所、家庭
保育室と乳幼児を受け入れる施設は増え続け、保
育士の職域も徐々に広がってきている。現在、保
育士養成課程で学ぶ学生は、少子化、子育て不安、
児童虐待などの社会問題が取りあげられた時代に
誕生し、子どもとの接触体験は少ない。そのため、
乳幼児の発育・発達に対するイメージがつきにく
く、演習時に養護技術に対しての不安などが聞か
れる。帆足は「子どもの健康を援助する保育士と
しての必要な内容を、子どもの心身の発達や成長
についての知識や援助・日常生活における生活習
慣への援助・病気や事故防止についての知識」2）

と述べている。本学では1年次通年の「乳児保育」、
1年次後期の「子どもの保健Ⅰ」を通して、子ど
もの成長・発達、疾病と対処方法・予防法、地域
との連携について学び、調乳、おむつ交換、着脱
等の日常生活に必要な養護技術に関しては、2年
次前期に「子どもの保健演習」として、座学およ
び実技演習を実施している。その後、保育実習が

開始となり、実習終了後の「子どもの保健Ⅱ」で、
実習の復習を兼ねた学習内容としている。本研究
では、学内での座学・演習内容の理解度と保育実
習との関連性、実習中の養護技術実施状況や学生
の不安などを把握して、その結果を講義および演
習に反映させたいと考えた。そこで、保育実習終
了後の2年生を対象として、講義・演習と実習で
行った養護技術項目についてのアンケート調査を
行い、その結果を基に教授法について考察したの
で報告する。

2．「子どもの保健演習」の概要
「子どもの保健演習」は全15回であり、基本的
には1コマ講義を行い、次回が演習授業となって
いる。第7回の身体計測・発育評価、体温・呼吸
測定は、1コマで講義・演習までを実施し、第10
回の授乳では、1コマで講義だけを行った。その
後、実習前に保育実習指導Ⅰにて調乳の演習を実
施した。さらに、14・15回の救急蘇生法は、消防
署による普通救命講習Ⅲ（小児）の受講となって
いる。

1）第1回 講義内容（例）
子どもの保健演習の第1回は子供の抱き方・背
負い方・寝かせ方である。内容として、抱っこ及
びおんぶのメリット・デメリット、抱き方（縦抱
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き・横抱き・ソファー抱き）、背負い方、寝せ方
それぞれの手順や注意事項、抱っこ及びおんぶ紐
の種類について、パワーポイントを使用して説明
を行った。学生資料に不足している部分は加筆を
指示し、テキストの重要ページについては、パワー
ポイントに載せて、実習前に事前学習がスムーズ
に行えるようにした。第1回は座学ではあるが、
実際に赤ちゃん人形を使用し、抱き方・背負い

方・寝せ方のデモンストレーションを実施した。
また、抱っこ及びおんぶ紐も持参し、実際に見て
もらい手に取らせながら使用方法の説明を行った。
デモンストレーションを行う際は、根拠となる部
分、注意事項の説明も加えながら、次回に演習と
実技試験を行うことを伝えて集中して見学するよ
う声かけを行った。

表1 シラバス
回数 講義・演習内容
1 子供の抱き方・背負い方・寝せ方
2 演習及び技術チェック
3 衣服の選択・着脱、歯磨きについて
4 演習及び技術チェック
5 排泄・おむつ交換
6 演習及び技術チェック
7 身体測定・発育評価、体温・呼吸測定（講義・演習）
8 体調不良時の対応・からだの温め方・冷やし方（講義）
9 体調不良時の対応・からだの温め方・冷やし方（演習）
10 授乳について（母乳・人工乳）
11 からだを清潔に保つために：沐浴など（講義）
12 演習及び技術チェック
13 薬の与え方（講義・演習）
14 緊急処置及び救急蘇生法の習得（講義・演習）
15 緊急処置及び救急蘇生法の習得（講義・演習）

＜教員用パワーポイント＞

＜学生用資料＞
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図1 講義・演習の理解度

（2）演習内容
子どもの保健演習室で1ベッド6～7名、赤

ちゃん人形3～4体で実施した。前回講義の復習
として、教員によるデモンストレーションを一回
実施し、その後、学生がグループで演習を行った。
演習中は、教員が1ベッドずつ巡回しながらアド
バイスを行い、質問があれば、その部分を実施し
て再確認してもらうようにした。1コマで演習と
試験をする為、演習項目の難易度を考えて時間配
分を行った。評価は、10項目の○×式で1項目1
点。6点以上が合格。不合格者は後日個別指導を
行い、再度試験を行った。

3．調査目的
「子どもの保健演習」の全15コマを終了した後
に保育所実習が開始となる。そこで、学内で学ん
だ養護技術をどの程度実習で実施できたか、さら
に養護技術に対しての不安を確認し、その結果か
ら実習での課題を把握して、教授法の検討を行う
ために調査を行った。

4．調査方法
1）調査対象
保育所実習の終了後幼児教育学科2年生103名
中、99名に実施した。（回収率96％）

2）調査方法
集団実施法による4件法と自由記載によるアン
ケート調査。
3）調査期間
2016年9月。
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
成績には一切影響しない事を伝え、同意の得ら
れた学生にのみ協力を得た。質問紙は無記名と
した。

1）講義・演習について

子どもの保健演習の講義・演習について理解で
きた者68名（69％）、まあまあ理解できた者31名
（31％）、あまり理解できなかった、理解できな
かったと回答した者は0名であった。

表2 定頸前の抱っこについての評価表
評価内容 評価

1 試験を受ける態度はどうか？
2 一連の流れの中で乳幼児に対して言葉かけをしているか？
3 頭を支えて腕を乳児の首の下に入れたか？
4 片方の手を乳幼児の股間から入れ、臀部を支えたか？
5 乳幼児の頭部を保育者の肘の内側に安定させたか？
6 臀部を支えていた手を外側に回し、支え直したか？
7 抱っこした時の安定感はあるか？
8 ベッドへ寝せる時、臀部から静かにおろしたか？
9 臀部の後、頭部を支えてベッドにおろしたか？
10 衣服を整えたか？
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図2 教授法
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図3 教授法の回答理由（複数回答）
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図4 難しい演習項目（複数回答）
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図5 実習で難しかった項目（複数回答）

2）理解度について

講義や演習の教え方はわかりやすかった88名
（89％）、まあまあわかりやすかった8名（8％）
無記入3名（3％）であった。

3）教授法の内容について
わかりやすかった理由として、講義の中でデモ

ンストレーションを実施したので演習のイメージ
がついた68名、資料がわかりやすかった21名、沐
浴は、実技テスト前の空き時間にDVDを見るこ
とができたので手順の確認ができた20名、講義時、
演習の使用物品に触れる機会が多く、演習前に使
用方法がわかった12名、質問しやすかった11名、
演習時グループで学べたので練習しやすかった8
名、授業以外に個別対応をした6名、必ずテスト
を行ったので集中して演習できた4名となってい
る。

4）演習で難しかった養護技術について
学内演習で難しいと感じた項目は、調乳・授乳

でミルクの出来上がりの温度調整が91名、着脱は
衣服を脱がせる時の関節の曲げ方84名、おむつ交
換では便をした時の拭き方75名、背負って寝た後
の寝かせ方69名、定頸前の乳児の抱き方63名、発

達段階に応じた体温測定49名、仕上げ歯磨き24名、
身長測定15名、沐浴での保育者の手の使い方10名、
背負い方6名、様々な薬の飲ませ方1名となって
いる。

5）実習で難しかった養護技術について
実習で難しいと感じた項目は、調乳・授乳はミ
ルクの出来上がりの温度調整47名、着脱は衣服を
脱がせる時の関節の曲げ方33名、排泄は実際に動
きのある乳児で便をした時の拭き方18名、動きが
ある乳幼児の体温測定7名、定頸前の乳児の抱き
方6名、仕上げ磨き3名、背負い方2名、沐浴の
手順1名となっている。

6）必要な知識について
実習を終えて日常生活の養護技術の他に保育者
に必要な知識は、けがの手当て73名、病気の症状・
対応43名、感染症の症状・予防法24名、発熱時の
対応8名、熱中症5名、嘔吐物の処理4名、保護
者対応4名、アレルギー、けいれん発作時の対応、
鼻出血の処置各2名ずつ、発達障害、脱水症状、
薬の飲ませ方各1名ずつとなっている。
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図6 保育者に必要な知識（複数回答）

7）学生からの要望
① 練習時間にゆとりが欲しい。（12名）
② 病気やケガの処置について、詳しく演習を
したかった。（4名）
③ 実習前に再度実技試験をしてほしかった。
（1名）

④ 実技試験を終えた学生の待ち方を考えてほ
しい。（1名）

5．考 察
⑴ 授業の進め方
宮島は「授業とは、教師と教材と生徒の三者を

軸として、多様な要因が有機的に連関しつつ、時
間軸に沿って動く1つの全体である。」3）さらに舟
島は「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、教授者自身の
力量などを考慮したうえ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」4）と述べている。乳幼児に接す
る機会が少ない学生は養護技術のイメージがつき
にくい現状から、座学では視聴覚教材としてパ
ワーポイントおよびDVDを教材として使用した。
パワーポイントの重要事項は赤字で示し、写真や
イラストなども使用した。また、学生が授業中に
受動的態度にならない為に、発問を取り入れ、必
要があれば板書も行った。学生用資料は、教員用
のパワーポイントを加工して、書き込み式のもの
を準備した。さらに学習の要点、養護技術の手順、
注意事項などもポイントをまとめていたため、1
コマの講義でデモンストレーションを行う時間を
確保できた。

今回のアンケートでは「子どもの保健演習」講
義・演習内容ついて、「理解できた」「まあまあ理
解できた」がほぼ全員という結果だったことから、
学生は授業に集中でき、座学とデモンストレー
ションにより、演習手順や重要ポイントを理解す
ることができたと考える。さらに視聴覚教材から
の情報が、より強く、より鮮明に印象が残ったも
のと思われる。
舟島は、「演習の長所は、講義では修得不可能
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。」4）と述べている。演習前の座学
では、講義と教員のデモンストレーション（演習）
を実施し、加えて演習時の使用物品に触れてもら
うよう配慮した。その結果、図2から教授法につ
いては、「わかりやすかった」89％「まあまあわ
かりやすかった」8％になったものと思われる。
講義により各演習の知識とポイントを理解し、デ
モンストレーションから養護技術および注意点を
確認して、次回の演習と実技テストに繋げる意味
では効果的であったと考える。演習は人数とベッ
ド数を考えグループワークとした。学生にとって
のグループワークは、課題や問題解決方法を修得
でき、実技テストに向けて積極的に授業に参加で
きるという利点がある。学生間、教員や学生との
意見交換が活発になり、質問もあり、理解ができ
ていない学生のグループには巡回の際、再度教員
が演習を行い、手順の再確認の機会が設けた。実
際に、グループワークを行うことで練習がしやす
かったという学生もいた。しかし、学生の要望に
もあるように、練習時間が少ないという時間的制
約と、実技テストを終了した一部学生の時間の浪
費というグループワークの欠点が浮き彫りになっ
た。教室の広さとベッド数を考えれば、演習はグ
ループでの実施しか選択肢はない。教員自身、学
生同様に練習時間が少ないと感じていた為、学生
の空きコマの時間帯に小児保健演習室を開放し、
いつでも練習できるよう配慮した。さらに、技術
が未熟な学生には、放課後などで個別指導を行っ
た。15回の「子どもの保健演習」の授業のみでは、
十分な練習時間の確保は難しいと思われる。その
ため今後も、空き時間等を有効に活用して練習時
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間を確保し、安全安楽な養護技術の提供ができる
ように時間的な配慮が必要となってくる。また実
技テスト終了後、一部学生が時間を持て余してい
た点は、養護技術を形だけ模倣し修得できたつも
りになっている場合もあるため、演習の復習が行
えるような改善策を用いて、有効に時間を使える
よう配慮したい。
⑵ 養護技術に対しての不安
演習項目と実習での養護技術項目については、

貞岡ら5）の調査とほぼ同じような結果となった。
学内演習、実習ともに、難しい養護技術は、調乳
の出来上がり温度の調整と乳児の着脱を上げてい
た。調乳については、人工乳の温度を保育者の皮
膚で確認するようになっているが、乳首の種類に
よっては確認ができないものがある。確認できる
乳首を使用している場合は良いが、確認できない
ものの場合、哺乳瓶を流水で冷やしながら、保育
者の皮膚感覚で適温を感じ取る。しかし、養護技
術が未熟で経験もほとんどない学生にとって、そ
の感覚を感じることは難しい技術の一つとなって
いた。調乳の学内演習は1回であり、経験不足が
難易度を挙げたものと考える。また、着脱につい
ては、乳児の衣服を脱がせる時の関節の曲げ方が
難しかったという結果が出ている。学内演習で着
脱を行う際、関節の動きを説明しながらデモンス
トレーションを実施した結果、座学・演習共にほ
ぼ理解できていた。しかし、実習中は、人形と実
際の乳児の違いからか、難易度が高い項目になっ
ていた。一般的に乳児は、着脱時に手足をバタバ
タさせたり、寝返りをしたりと動きがある。その
中での介助となるため、力加減がわからない学生
は、介助時間が長くなった恐れがある。また、座
学では理解していると思われた解剖生理の理解が
不十分で、関節の抜き方に不安があったものと思
われる。そのような現状も踏まえ、今後は関節の
動きなどの説明を充分に行い、実習の現状を伝え
ながら、練習回数を増やしていく必要があると感
じた。回数増加が学生の不安軽減につながり、安
全で安楽な養護技術を考えるよい機会になるので
はないかと考える。

⑶ 実習中に感じた保育士の専門性
学生は20日間の保育実習の中で、けがの手当て
の知識や病気、感染症に対する知識を、特に必要
だと感じていた。これは、実習中にそのような場
面を数多く体験し、必要性を感じているものと思
われる。貞岡らも「保育現場の中で、子どもの健
康を促すための援助は実践頻度が高いことから学
生の必要性も自ずと高く、さらに子供の突然の異
常症状と応急処置では、学生の知識や技術が未熟
なために必要性が高い。」5）と述べている。保育園
の利用児は、集団保育の中で転倒して外傷を負っ
たり、感染症に罹患するなど、様々な状況に直面
する。保育士は子どもの命を預かっている以上、
怪我や病気の知識を持つことは重要であり、適切
な対応を求められる。そのため、これまでの実習
状況を伝えながら講義および演習を進め、保育士
の知識や対応についてのエビデンスを理解して、
保育実習に繋げていけるような教授法の工夫が必
要であると考える。

7．終わりに
今回の調査で、学生の養護技術項目の現状と課
題、教授法についての課題を明らかにした。「子
どもの保健演習」での使用教材に関しては、学生
の満足感は得られており、ほとんどの学生が講
義・演習共に理解できていた。しかし、演習での
練習時間不足やテスト終了後の時間の使い方に問
題があった。練習不足に関しては、空きコマを利
用する事や個別対応を継続し、学生自らが練習に
対して意欲が持てるような言葉かけが重要だと感
じた。また実技テスト終了後は、練習を重ねる学
生は多いが、時間を持て余す学生もいた。後者に
は、手順と注意点を記入させる用紙を作成して、
時間を有効に使えるよう配慮したい。さらに学内
演習や実習では、調乳や着脱に自信が持てない現
状が明らかになった。子供への接触経験が少ない
学生にとっては、実際に動きがある乳幼児に対し
ての養護技術の難易度が高い。そのため、職場で
起こり得る様々な事例を伝えながら、安全安楽を
考え、スムーズに技術提供できるよう演習を数多
く行う必要がある。加えて保育者として、怪我な
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どの応急処置や感染症を含む乳幼児に多い疾患や
対応について知識を得たいという希望が多い。こ
のことから「乳児保育」「子どもの保健Ⅰ・Ⅱ」
を通して、子どもの成長・発達、疾患等を学び、
「子どもの保健演習」に繋げることが重要である
と考える。学生の課題克服のために、次年度から
新たな取り組みを実施し、講義・演習が保育実習
に結びつくような教授法を、今後も模索していき
たい。
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