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要 旨
平成28年度は保育所における病後児保育のアンケート調査を実施し、病児保育事業の現

状と課題について研究を行った。今年度は病児対応型施設に焦点を当て、アンケート調査
や施設見学でのインタビューを基に、そこに勤務する保育士の専門性について研究を行う
事とした。
現在、共働き世帯が増加して、保育所等の集団保育を利用している家庭が多い。そのよ

うな中で、子どもたちが感染症に罹患した場合、病児保育施設を利用する保護者も増えて
いる。そこで、医療機関併設の病児対応型施設に勤務する保育士にアンケート調査を行い、
さらに施設見学でのインタビューを通して保育士の専門性について考察した。結果として、
①疾患の知識を持ち、利用児に対しての瞬時なアセスメント能力が必要であること。②看
護師同様、利用児の観察や記録、必要に応じて急変時の報告が出来ること。③感染症マ
ニュアルに沿って、適切な対応ができること。④利用児の安心・安全のための対応や遊び・
環境の提供が出来ること。⑤保護者への気配りと説明能力が必要であるということが導か
れた。
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1．はじめに
核家族化や共働きが増加している現在、子ども

は保育所等の保育施設に預けられ集団生活を送っ
ていることが多い。一般的に乳幼児は、免疫機能
が十分に発達しておらず、床に落ちているものを
口にするなど、感染症などに罹患するリスクは高
い。さらに集団保育のため、園児1人が感染症に
罹患すると、対応次第では感染が拡大する可能性
がある。病児保育事業がスタートする以前は、自
身の子どもが感染症に罹患した場合、保護者は休
暇を取るか、近親者に依頼をして病児の看護を
行っていた。しかし、1994年から回復期の期間を
試験的に預かる「病後児デイサービスモデル事業」、

翌年には「乳幼児健康デイサービス事業」が始ま
り、2008年からは本格的に「病児対応型」「病後
児対応型」「体調不良児対応型」「訪問型」と4種
類の病児保育事業が展開された。感染症等に罹患
した場合、通園している保育施設を休園させ、病
児対応型施設に預けることが可能になった。病児
対応型施設とは「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施設」1）であり、医療
機関併設型が多い。病児保育で勤務する専門職は、
医師・看護師・保育士等であり、互いに連携して
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病気の子どもたちの「保育看護」を行っている。
一般的な保育施設としての幼稚園や保育園等での
専門性にプラスして、医療や看護の知識も持ち合
わせなければならない。宮崎（2012）は、「病児・
病後児保育における保育士の専門性に関する研究
において、生命保持、安全への配慮、感染予防、
遊びの支援など、保育士の専門性として4つの項
目を挙げている。」2）また、福士（2013）らは、「病
児保育室に関わるスタッフとして、その専門性に
ついて感染予防の大切さと遊びの重要性」3）につ
いて述べている。病児対応型施設は、疾患に罹患
した乳幼児が利用する施設であり、そこで勤務す
る保育士は、疾患の知識はもちろん、保育に対し
ての専門性も活かしながら勤務しているわけであ
る。その具体的な専門性について、施設見学やイ
ンタビューを行い、病児対応型施設へのアンケー
ト調査も実施したので、その結果に基づいて保育
士の専門性について考えていきたい。

2．病児保育事業の実施について
（1）病児対応型 実施要件

①実施場所
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あっ
て、次のア～ウの基準を満たし、市町村が適
当と認めたものとする。
ア 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を
持つ観察室又は安静室を有すること。

イ 調理室を有すること。なお、病児保育専
用の調理室を設けることが望ましいが、本
体施設等の調理室と兼用しても差し支えな
いこと。

ウ 事故防止及び衛生面に配慮されているな
ど、児童の養育に適した場所とすること。

②職員の配置
病児の看護を担当する看護師、准看護師、

保健師又は助産師（以下「看護師等」という。）
を利用児童おおむね10人につき1名以上配置
するとともに、病児が安心して過ごせる環境
を整えるために、保育士を利用児童おおむね

3人につき1名以上配置すること。
③その他
ア 集団保育が困難であり、かつ、保護者が
家庭で保育を行うことができない期間内で
対象児童の受け入れを行うこと。
イ 本事業を担当する職員は、利用の少ない
日等において、感染症流行状況、予防策等
の情報提供や巡回支援等を適宜実施する
こと。

平成27年 病児保育事業実施要綱より抜粋

3．研究目的
一般的に乳幼児は、免疫機能が十分に発達して
おらず、感染症などに罹患するリスクは高い。子
どもが感染症に罹患した場合、通園している保育
施設を休園させ、病児対応型施設に預けることが
可能になった。病児対応型施設は医療機関併設型
が多く、保育士も専門職として業務に従事してい
る。その中で、保育の専門性を活かした「保育看
護」がどのように実施されているのかを明らかに
する目的で、今回アンケート調査や施設見学での
インタビューを行った。

4．対象と方法
（1）調査対象
平成28年度 長崎県内の病児対応型施設18施設

中、長崎市周辺の7施設にアンケートを郵送し、
保育士に回答を求めた。

（2）調査期間
平成28年8月10日～平成28年10月。

（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。
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年間に多い感染症 図1
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保育計画を立案しない理由 図3

Ａ
診察から入室まで時間が短く、書類として残す時

間が取れない。職員は口頭で確認しあっている。

Ｂ
受け入れて初めて預かる子どもの状況・症状の程

度が把握するので難しい。

Ｃ
毎日利用児が変わり、疾患も異なる。さらに短期

間の利用のため、計画立案は困難である。

Ｄ
受け入れて初めて預かる子どもの状況・症状の程

度が把握するので難しい。

Ｅ
子どもの年齢・発達・体調に合わせての保育のた

め、計画は立てない。

（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。

（6）病児対応型施設見学
平成28年5月20日

5．結 果
アンケート回収率は71％であった。

（1）年間に多い感染症について
季節によって利用児の感染症は異なるが、昨年

度の施設内の統計を基に、回答を依頼した。
5施設共に、呼吸器系疾患が上位を占めている。

また、結核、麻疹、流行性角結膜炎、しらみ等は
預かりができない疾患として挙がっていた。

（2）年間利用児数 図2

受け入れの定員数が違うが、昨年度の年間利用
児数の統計を記している。尚、Ｃ巣施設について
は、未記入のため詳細は不明である。また、各施
設の1日平均利用者数は、2～4名となっている。
また、一番多く利用する年齢は、1歳児であり、
次に2歳児となっている。

（3）保育計画について
5施設全てが、保育計画は立てないと回答した。

（4）環境面での配慮（感染症対策）について（自
由記載）

・空気感染をする疾病の場合、隔離室での保
育を行う（1施設）
・隔離室では、保育者の手指の消毒を念入り
に行い、ガウンやマスク着用する（3施設）
・保育室においては、職員の手指消毒を小ま
めに行う（5施設）
・空気清浄機や換気ファンの設置（2施設）
・換気を行う（3施設）
・寝具の消毒や使用物品の洗濯（2施設）
・排泄物の正しい処理（2施設）
・食器やおもちゃの消毒（4施設）
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（5）保育の工夫、配慮について（自由記載）

・不安や寂しさから泣く子どもたちが多いの
で、できるだけ個別対応している。（4
施設）

・病状をしっかりと把握し、個々に適した遊
びの提供を行っている。（2施設）

・子どもたちへの声かけを大切にして安心し
て過ごせるようにしている。（2施設）
・安全を第1に考え、子どもを1人にしない
ようにしている（1施設）

・受け入れ時の様子、保護者からの情報を確
認し、細かな変化を見逃さない。（1施設）

・テレビやDVDに頼らない玩具選びをして
いる。（1施設）

・子どもの状態に応じて、できるだけ要求に
沿うようにしている。（1施設）

（6）病状観察について（自由記載）

・検温（病状によって30分～2時間おき、回
復期であれば1日2回）

・睡眠チェック（呼吸数や睡眠状態の観察）
・病状の観察（受け入れ時、検温時、昼食時、
午睡時、急変時など）

・排泄確認
・医師の指示に従い、投薬や吸入、水分補給
（脱水症状予防のため）

・保育日誌に症状等を記載

（7）病児にかかわる保育士としての知識につ
いて

感染症の病態と経過（感染経路・潜伏期間・病
状等）、薬に関すること、処置の仕方、消毒の方
法、食事（食物アレルギー含む）に関することに
ついての知識が必要であると、全施設が回答して
いる。また、その他に予防接種が1施設、流行性
嘔吐下痢症の場合の正しい処理の仕方を1施設が
必要だと回答している。

（8）その他
壁面づくりや部屋の掃除・消毒、書類整理など
は全ての施設の保育士が行っている。

（9）病児対応型保育施設見学・インタビュー
から

クリニック併設の病児対応型施設であったが、
そこに勤務する主任保育士にインタビューを実施
した。まずは診察に訪れた乳幼児の診察後に病児
保育室の利用が決定する。その後、指示書により
病名ならびに現在の症状・処置・内服薬・注意事
項などが書面として病児保育室に渡される。医師
からの書類は、全員の関係職種が見える場所に掲
示され、病児保育室の看護師ならびに保育士の「保
育看護」が行われる。指示に従い、完全隔離室か
部分隔離室に子どもたちを移動させる。その際、
保護者からの情報提供も同時に行われ、詳しく記
録を行い、関係職種が情報共有できるように配慮
されていた。

9－1環境面での配慮（感染症対策）について

・隔離室3部屋、集団保育の部屋1部屋で対
応（医師の指示で保育室が決定）
・隔離室は保育士か看護師が1対1で対応す
る（ガウン着用）
・空気清浄機完備
・ドアの開閉は空気の通り道を考え、1か所
ずつ開閉して次のドアに向かう
・子どもが勝手にドアを開けないよう、鍵を
必ずかける（子どもには届かない場所に鍵
がついている）
・手指の消毒は小まめに行う（子ども1人の
鼻水をふき取っただけでも手を消毒する）
・消毒にはハイターとミルトンを使い分けて
いる
・隔離室も含め、全面ガラス張りになって
いる
・保育者の感染を考え、ワクチン接種で自身
の健康管理の徹底を図る
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9－2保育の工夫、配慮について

・不安や寂しさを軽減できるように、声かけ
を行い、かかわりを持つようにしている

・慣れない場所で不安が大きいため、怒らず
できるだけ希望を受け入れるようにして
いる

・基本的には自由で子どもの症状に合わせた
遊びや保育を行っている

・体調が優れない子どもには、1対1での保
育看護であるので抱っこなどで対応して
いる

・絵本やおもちゃなどがたくさん置いてある
・保育園のような楽しい壁面が工夫されて
いる

・預かり時に保護者から、状態含め自宅での
普段の様子などの情報を得て、保育看護に
生かしている（好き嫌い等）

・おやつや昼食は、食物アレルギーなども考
慮して保育士が手作りする

・利用児がいないときは、壁面づくり、誕生
日カードづくり、掃除などを行っている

・利用児の写真を撮り、お迎えの際保護者に
渡して説明を行う

9－3病状観察について

・看護師が常駐しているため、急変時は報告
を行う

・利用児に応じて、症状観察や検温等を行う
（解熱剤使用時は1時間後検温）

・排便、排尿、内服時間、吸引などの処置、
水分摂取時間、体温などを詳しく記録する。

・熱性けいれん時は、発生時間と継続時間の
観察を行いながら、看護師へ報告する

・場合によっては、クリニック医師の診察を
受けさせる

・クリニック独自の感染症対策マニュアルに
沿って、「保育看護」が行われる

・各利用児の熱計表並びに記録物は、関係職

種が見える場所に掲示し、必ず確認する
・内服薬等は、名前、本人確認を怠らない
・利用時は予防接種の確認を行う
・嘔吐時の排せつ物処理等は、感染症マニュ
アルに沿って対応する

6．考 察
病児対応型施設における年間に多い感染症とし
て、インフルエンザや感染性胃腸炎などが上位を
占めるのではないかと予想していたが、上気道炎
や咽頭炎などの「呼吸器疾患」であった。さらに
利用児は1・2歳が上位を占めしており、低年齢
児の免疫機能、抵抗力の弱さを再確認できた。そ
のため、成長著しい乳幼児の発達段階を考慮した
かかわりが保育士や看護師に求められることとな
る。しかし、突発的な発病が多いことから、初め
て利用する乳幼児が多く、保育計画の立案がない
まま、「保育看護」が行われていく事となる。そ
のような中で、医師からの疾患名や病状、医療的
ケアの内容と保護者から児の特性、生活状況等の
情報を得て、瞬時にアセスメントを行い、当日の
保育看護の内容が決定されていた。帆足ら（2014）
は、「保育士は、元来持っている保育の専門性に
くわえて、小児の生理・発達・病気・養護といっ
た看護的な専門性を新たに身につけていくこと。
また看護師は、看護師としての特性に加えて、保
育面での専門性を身につけていくことがまず必要
とされる。」4）と述べている。保育士は、発達段階
に加えて、医療・看護の知識が必要となり、アセ
スメント能力も求められる。また、保育士・看護
師の連携が発揮され、個々に応じた「保育看護」
展開していくことが明らかになった。
感染症対策としての環境面への配慮については、
長谷川（2015）は、標準予防策とは「感染が疑わ
れているか、確定しているか否かにかかわらず、
医療的ケアが提供されている現場においても、す
べての患者に適用される一群の感染予防策を含ん
でいる。」5）と述べている。今回の施設見学・イン
タビューやアンケート結果から、病児対応型施設
においては、潜伏期や空気感染のことを考え、換

光 武 きよみ

－121－



気や空気清浄機の設置・手指消毒・おもちゃや部
屋の消毒・ガウンテクニックなどが行われていた。
さらに利用児とかかわる関係職種の予防接種など
も行われており、保育士自らが感染源にならない
ための措置も取られていた。その行為が、室内感
染を防ぎ、感染源を室外に持ち出さないことに繋
がるものと考える。様々な感染症に罹患した利用
児がいるため、症状によっては部分隔離、完全隔
離等も行われており、体調不良時には1対1で対
応するなど家庭的なかかわりも実践されていた。
そして、医療機関併設型ならではの独自の感染症
マニュアル作成も行われていて、感染症対策への
取り組みの努力が伺えた。さらに、病状の観察に
ついても、看護師同様に感染症の種類、経過、症
状等の知識が必要となる。その上で、医師からど
のような内服薬や外用薬が処方されているのかを
理解した上で、内服前に事前確認が行われており、
投薬ミスが起こらないように注意していた。また
バイタルサインのチェックでは、疾患の特徴から
測定する項目や時間間隔も異なり、症状について
も経過を見ていかなければならない。その結果に
ついては、看護師や他の保育士が情報共有できる
ように、わかりやすい記録も求められる。さらに
急変時の迅速な報告など、これらすべてにおいて、
子どもの生命を守るために、医療や看護の知識が
十分でないと適切な対応ができないと考える。保
育士は保育の専門職ではあるが、常に保育と看護
についての自己研鑽を行う必要があると思われる。
次に、保育の工夫や配慮については、体調が悪

い上に保護者と離れなければならない乳幼児は、
不安が大きく寂しさを感じている。さらに、今ま
で過ごしたことのない場所で1日を過ごさないと
いけない状況を理解して、病児の気持ちをくみ取
り、かかわりを工夫する必要がある。機嫌が悪い
乳幼児であれば、1対1での「保育看護」が実施
され、抱っこをしたり、やさしい言葉かけが重要
になる。また症状が軽減している乳幼児に対して
は、遊びの提供で1日を楽しく過ごしてもらえる
よう努めなければならない。今回の病児対応型施
設では、本人の意向を大切にしているという施設
もあり、症状に応じて落ち着いて過ごせる、また

は遊べる空間の提供が必要なのではないかと感
じた。
長谷川（2015）は、「病児保育の環境として大

切なことは、まず、安心、安全の生活と遊びの空
間があること。つぎに、安心できるスタッフが寄
り添っていること。また健康回復に向けて、ゆっ
たりと心身を休められる場所があること。そして、
発達に見合った遊びができること。最後に、十分
なケアが受けられること。」と述べている。看護
師と連携を図りながら、体調が優れないながらも、
出来る限り楽しく過ごせるように努めなければな
らない。さらに保育士は、利用児の昼食やおやつ
の準備も行っていた。最近では、食物アレルギー
の乳幼児も多いため、個々のアレルギーを引き起
こす食物の把握と発達段階に応じた調理法などの
知識も必要となる。さらに、その日の乳幼児の症
状や年齢を重視して、栄養バランスの良い、食欲
をそそるような盛り付けなどの配慮も大切となっ
てくる。
最後に、保育所保育指針「第5章 健康および
安全」の中の保護者との連携にあるように、疾病
時の看護の方法や感染予防の対応などを伝えたり、
保護者会などの機会を通して健康への理解を深め
る働きかけをするなど、計画的に連携を図ること
が大切であると述べている。見学した病児対応型
施設では、保護者支援として病児の写真を撮り、
その写真を基に1日の様子を伝えていた。保護者
に対して1日の状況を分かりやすく伝え、家庭で
の適切なケアにつなげていくことが大切であると
考える。

7．おわりに
今回の病児対応型施設の見学・インタビューと
アンケート調査により、年間に多い感染症の種類
や低年齢の利用児が多いことが明らかになった。
また施設では、感染症の拡大防止対策や利用児の
医療的ケアが行われており、そこで、保育士と医
師や看護師が連携して質の高い「保育看護」が行
われていた。保育士として発達段階を考えたかか
わりを大切にしながら、医療や看護の知識を併せ
持ち、業務を行っていることも理解できた。そこ
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で、病児対応型施設に勤務する保育士の専門性と
して見えてきたものは以下のとおりである。①疾
患の知識を持ち、医師の指示のもと看護師と連携
して、利用児の瞬時なアセスメント能力が必要で
あること。②看護師同様、利用児の観察や記録、
必要に応じて急変時の報告が出来ること。③感染
症マニュアルに沿って、適切な対応ができること。
④利用児のための安心・安全のための対応や遊
び・環境の提供が出来ること。⑤保護者への気配
りと説明能力が必要であるということである。し
かし、アンケートの実施対象が長崎県の一部の病
児対応型施設に限られていたことや見学も一施設
だったという事もあり、今後さらに調査対象を増
やして、検証していく必要があると考える。
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