
学外実習における養護技術の課題について

光 武 き よ み

Challenges of nursing internship

Kiyomi MITSUTAKE

要 旨
「乳児保育」「子どもの保健演習」は、乳幼児の発達段階を学びながら、心身ともに健や

かに成長できるように養護技術を習得する科目である。「乳児保育」は1年前後期の通年
で学び、「子どもの保健演習」は2年前期に行い、その後学外実習を実施している。乳幼
児期は身についた日常生活習慣を土台にして自立していくため、発達段階に応じた援助の
基礎をしっかりと習得する必要がある。さらに学外実習や就職後に、個別対応ができるよ
うに指導することが大切である。今回は「子どもの保健演習」における乳幼児の発達段階
や養護技術の理解度について、アンケート調査を実施した結果、①講義や演習の理解度は
高く、9割を超えていた。②デモンストレーションや資料の工夫は、乳児保育や養護技術
の理解に効果的である。③年度で、学内演習項目の難易度に違いがある。④学外演習では、
27年度生・28年度生共に、動きのある乳幼児のおむつ交換や着脱、調乳等に難しさを感じ
ていた。以上のことから、授業に対する理解度は高いが、実習における乳幼児の発達段階
や個別性というものを理解できていない可能性がある。今後の授業においては、発達段階
や個別性を理解し、動きがある乳幼児の養護技術についての教授の工夫が必要であると考
える。
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1．はじめに
平成30年度保育所保育指針が改訂され、私が担

当する科目に関連する「健康及び安全」は、第5
章から第3章となり、食育についての内容も追加
されている。第2章の中には「保育における『養
護』とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を
図るために保育士等が行う援助や関わりであり、
『教育』とは、子どもが健やかに成長し、その活
動がより豊かに展開されるための発達の援助であ
る。」1）と述べられている。
「乳児保育」「子どもの保健演習」では、乳幼児

の心身の発達段階を学び、健やかに成長できるよ

うに養護技術を習得する科目である。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）と述べているよう
に、発達段階を考慮しながら、個々に合ったおむ
つ交換、授乳、着脱、食事の援助等を行い、乳幼
児と密に関わりを持ち信頼関係を築いていくこと
が求められている。「乳児保育」や「子どもの保
健」等では、発達段階や疾患・その対応を並行し
て学びながら、「子どもの保健演習」として全15
回で学びを深めることとなる。「乳児保育」の理
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解についての先行研究は多く、テーマとしては、
発達の理解や実習での養護技術体験のアンケート
調査が実施されている。菊地（2010）は、調査の
結果「健康・安全への配慮やその他保健的な対応
への関心も高いが、困難さ・不安感の側面がある
ことが分かった。」と述べており、「乳児保育」に
対する正しい知識を習得して初めて、適切な保育
が展開されると示している。さらに、小屋（2010）
の調査では、保育学生の学外実習では、食事補助
やおむつ交換が難易度の高い養護技術項目であり、
動きのある乳幼児への対応の難しさを挙げている。
そのため、本学学生の「子どもの保健演習」の理
解度と実習で難易度の高かった養護技術を把握し、
課題を明確にして、今後の教授法の改善に努めた
いと考えた。

2．講義内容
「子どもの保健演習」は2年前期に開講し、全

15回の講義・演習という形で実施される。シラバ
スは前年度と変化はないが、講義や演習内容につ
いては常に変化を持たせて実施している。昨年の
授業内容との変化は、実技試験を終了した学生は、
指定用紙に実技の手順を記入して提出させるよう
にした点である。下記の1）～9）までは、本年
度の講義・デモンストレーションについて述べて
いる。

1）子どもの抱き方・背負い方・寝かせ方
（第1回）

パワーポイントで手順やポイント・注意事項を
説明した。その後、新生児人形を使用して、頚定
前の抱き方・寝せ方、生後3か月人形を使用して、
頚定後の抱き方・寝かせ方およびおんぶ紐での背
負い方・寝かせ方のデモンストレーションを実施
した。さらに、現在では、抱く・背負う事に関す
る子供用品も数多く存在するため、学内にある物
品を紹介しながら、簡単な使用方法を説明した。
次週に、学生が演習を行い、その後技術試験を実
施した。

2）衣服の選択・着脱、歯磨き（第3回）
パワーポイントで手順やポイント・注意事項を

説明した。その後、人形を使ってベビー服と幼児
服の着せ方・脱がせ方のデモンストレーションを
実施しながら、再度注意事項の確認を行った。衣
服の選択については、新生児から幼児服までを実
際に見せながら、特徴の説明を行い、着脱のポイ
ントを伝えた。

歯磨きについては、数種類の乳幼児歯ブラシを
実際に触れてもらい、仕上げ磨きのポイントにつ
いて、人形を使いながら説明した。次週には、学
生が演習を行い、着脱の技術試験を実施した。

3）排泄・おむつ交換 （第5回）
パワーポイントで手順やポイント・注意事項を

説明した。その後、人形を使って新生児の布おむ
つ交換と紙おむつ交換のデモンストレーションを
実施しながら、再度注意事項の確認を行った。ま
た、紙パンツの交換についても説明し、実物をサ
イズ別に触ってもらった。3か月以降の布おむつ
交換については、次週の演習時に説明し、その後
布おむつ交換の技術試験を行いながら、紙おむつ
交換の演習を並行して実施した。

4）身体測定・発育評価、体温・呼吸測定
（第7回）

この講義内容は、学生の演習も含めて1回で終
了するため、パワーポイントで手順やポイント・
注意事項を手早く説明して、体重計を使用して乳
児の体重測定のデモンストレーションを行い、2
名1組での身長測定などを代表者が実施した。ま
た、バイタルサイン測定は、2人1組での測定を
実施した。

5）体調不良時の対応・からだの温め方、冷やし
方（第8回）
内科的対応・外科的対応についてポイントを

絞って、パワーポイントで説明した。
さらに湯たんぽや氷嚢の作り方と使用方法等の

デモンストレーションを実施した。第9回は、特
に外科的対応の消毒・包帯法、三角巾の使用法な
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どについて演習を実施した。

6）授乳について（第10回）
母乳・人工乳、授乳や調乳についてパワーポイ

ントで説明した後、調乳のデモンストレーション
を行い、飲用後の消毒や片付けについて、実際の
物品を使用して説明した。調乳については、演習
が15回の中では確保できず、その他の時間を使用
して、全員が調乳を行い試飲をした。技術試験は
なし。

7）からだを清潔に保つために：沐浴（第11回）
沐浴は DVD を視聴した後に、デモンストレー

ションを実施した。その際は、ポイントと注意事
項を説明しながら実施した。沐浴準備から新生児
をベビーバスから上げるまでの流れを実施するた
め、第12回およびその他の時間を使用して全員が
沐浴を経験できるようにした。

8）薬の与え方（第13回）
内服薬の種類、飲ませ方をパワーポイントで説

明後、2人1組になりスポイト・乳首・薬杯・
コップを使用して飲ませ方の演習をした。技術試
験はなし。

9）救急処置及び救急蘇生法（第14・15回）
第14・15回は、2クラスに分けて、地元の消防

署での小児救急救命講習を受講した。

3．調査目的
1年次から「乳児保育」「子どもの保健」で発

達段階や疾患とその対応について学び、2年前期
からは「子どもの保健演習」が開講し、15コマ終
了した後に保育園実習が始まる。そこで、学内で
学んだ発達段階や養護技術をどの程度理解して、
実習に活かしているかを確認し、保育園実習での
実施状況や難易度の高い養護技術などを把握した
上で、教授法の改善に繋げるために調査を行った。

4．調査方法
1）アンケート調査対象

保育所実習終了後の幼児教育学科2年生
105名

2）調査方法
集団実施法による5件法と自由記載によるア

ンケート調査

3）調査期間
2017年10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て質問紙は無記名と
した。

※27年度生99名のアンケート調査は、2016年9月
に実施

5．結 果
図1 28年度生 理解度

「子どもの保健演習」の講義（デモンストレー
ション含む）の理解度については、70名（67％）
が理解でき、35名（33％）がまぁまぁ理解できた
と回答している。理解が不十分と認識している学
生はいなかった。
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図2 28年度生 教授法

「子どもの保健演習」の講義（デモンストレー
ション含む）の教授法については、99名（94％）
が分かりやすい、6名（6％）がまぁまぁ分かり
やすかったと回答している。分かりにくいと回答
した学生は全くいなかった。

図3 経年比較（27年度生、28年度生）

どのような部分が分かりやすかったか質問した
ところ、82名がデモンストレーションをあげてい
た。次に、28名がポイントの書き込みをする講義
資料、23名が質問に対しての個別対応、9名が沐
浴 DVD 視聴、9名がグループ演習、最後に9名
が各項目での実技テストを挙げていた。27年度よ
りも、デモンストレーションや講義資料、丁寧な
対応については人数の増加が見られた。

図4 経年比較（27年度生、28年度生）

28年度生の学内演習では、66名が沐浴を一番難
しく感じていた。次に、29名がおんぶひもを使っ
た背負い方、16名が救急蘇生法、13名が調乳、10
名がおむつ交換、9名が着脱、4名が内服薬の飲
ませ方、2名が体温測定をあげていた。
27年度生においては、調乳・着脱・おむつ交換

において難易度が高かった。

図5 28年度生 沐浴 学内演習

28年度生は学内演習で一番難しかった「沐浴」
では、すべての工程の実技テストを実施したため、
28名は手順が多いことをあげていた。次に、27名
が顔に水がかからず、乳児を落とさないように安
全の配慮が必要である。23名は乳児が重く、片手
で支えることが大変であったと記入していた。そ
の他、16名は耳の抑え方、10名は背面を洗う時の
体位変換、6名が湯温の調整をあげていた。

その他の項目については、27名はおんぶひもで
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背負う事が難しかったとし、2名は背負って寝た
際の寝かせ方をあげていた。救急蘇生法では、8
名が人形での実施のみのため、実際に起こった時
の不安をあげており、5名が心マッサージ法、3
名が無記入であった。調乳については、10名が温
度調整、5名が調乳手順をあげていた。おむつ交
換では、6名がスピードのある正確な交換、4名
が布おむつでの男女の違いをあげていた。着脱で
は、7名が関節の抜き方、2名が着脱のスピード
と回答していた。内服方法では、4名が不安をあ
げ、体温測定では、3名が嫌がる乳幼児への対応
ができるかという不安をあげていた。

図6 経年比較（27年度生、28年度生）

学外実習（保育園）で難しかった項目は、51名
がおむつ交換をあげ、31名が着脱、13名が調乳、
9名が背負い方、9名が体温測定、8名が沐浴、
3名が救急処置（怪我の処置）をあげていた。
27年度は、調乳の温度調整に難しさを感じてい

る学生が多く見られ、次に着脱、おむつ交換となっ
ている。

図7 28年度生 おむつ交換 学外実習

学外実習（保育園）で一番難しかった「おむつ
交換」では、44名が動きのある乳幼児に対して、
正確でスピード感のあるおむつ交換をあげており、
6名が紙パンツ交換をあげていた。

図8 28年度生 着脱 学外実習

学外実習（保育園）で二番目に難しかった「着
脱」、では26名が動きのある乳幼児に対してのス
ピード感ある着脱をあげており、4名が乳幼児の
自立度の見極め（保育者の援助量）、3名が乳児
の関節の抜き方をあげていた。
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図9 28年度生 調乳・授乳 学外実習

学外実習（保育園）で三番目に難しかった「調
乳・授乳」では、5名が乳児への飲ませ方をあげ、
次に2名が一肌程度の温度調整、2名は乳児が途
中で寝てしまうため全量摂取させる方法、1名が
ゲップのさせ方をあげていた。

次にあがっていた「背負い方」については、9
名全員がおんぶひもを使用しての背負い方法につ
いて、9名が「体温測定」について難しいと記入
していたが、アンケートの分析の際、新たに3名
が動きや機嫌が悪い乳幼児の測定に困難さを感じ
ていた。

図10 28年度生 沐浴 学外実習

学外実習（保育園）で難しかった「沐浴」につ
いては、3名が耳の抑え方、2名が温度調整、2
名が乳幼児を落とさないか、手順はあっているの
かという不安を感じており、1名が背面を洗う際
の体位変換が難しいとあげていた。

最後に、「救急処置」については、2名が救急
処置法をあげており、1名が泣く乳幼児への救急
処置対応をあげていた。

6．考 察
経年でのアンケート調査結果から、講義につい

ての学生の理解度は高いことが伺える。その理由
として、講義の時間に、次の演習を考えてデモン
ストレーションを実施することが大きな理由であ
ることが明確になった。デモンストレーション（演
示）は、視覚に訴える具体的な物や道具、身体表
現などをもとに説明する活動であるため、演習の
具体的なイメージがつきやすく効果的であると考
える。また、授業の資料はパワーポイントを使用
おり、パソコン画面ではポイントを赤で表示して、
学生用は説明を聞いた後、そのポイント部分を資
料に記入できるようにしている。そのため、集中
して説明を聞いた上で、記入ができていると思わ
れる。さらに適宜発問を行いながら、思考学習も
取り入れている。舟島（2014）は、「質の高い授
業を提供するためには、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」3）

と述べている。28年度生に対しては、学習者の能
力を把握し、演習項目として挙げている授業内容
に沿って、次回の演習に備えた授業展開が、ほぼ
実施できているのではないかと考える。

しかし、学内での演習項目は多く、学生自身苦
手な演習項目がある。個別対応は実施しているも
のの、27年度生では調乳の温度調整の難易度が高
く、28年度生では沐浴をあげる学生が多かった。
調乳については、乳首の種類によってはミルクの
温度を前腕内側で確認できないため、哺乳瓶に触
れた感覚で判断することとなる。学外実習でも温
度調整を難しいと思っている学生もおり、出来上
がりが人肌になるような温度調整は、経験が少な
い学生にとっては難しい演習項目になっていると
考える。沐浴については、学生の人数に対して演
習環境が整っておらず、手順が多いため DVD を
繰り返し流すようにしている。授業の中での練習
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の時間は少なく、イメージトレーニングが多くな
り、実際に湯温調整から全体の洗い方等は、試験
時のみの実施となる。そのため、手早く実施する
ことや体を支えることなどは、実技試験時に初め
て経験することとなる。さらに手順ならびに注意
事項も多く、難しい演習項目になったと考える。
しかし、沐浴を学外実習で実施したのは、乳児院
等での実習学生のみであり、実際の学外実習では
小人数のみの経験となっている。加えて27年度生
は、着脱やおむつ交換、背負い方に難しさを感じ
ている学生は多かったが、28年度生は、その人数
が減少していた。授業内容で振り返り表を導入し、
演習の空き時間を使って手順を書かせるようにし
ていたのも、良い結果に繋がったものと思われる。
28年度生の学内実習および27年度生の学外実習
（保育園）では、おむつ交換を難しいと感じてい
る学生が多かった。実際の乳幼児は、寝返り・ハ
イハイなどの動きがあり、新生児のようにゆっく
りとおむつ交換ができなかったという点が挙げら
れる。おむつ交換ならびに着脱に関しては、人形
を使用し、幼児の着脱は学生をモデルとして実施
している。保育者として、対象の自立度を考えた
援助が必要となるため、その判断も難しさを感じ
る一因になっているのではないかと感じた。菊池
のアンケート調査結果と同様に、実習中の養護技
術では、困難さ・不安感を感じていることが明ら
かになった。この点については、演習を行う上で
今後の課題になると考える。

7．おわりに
今回のアンケート調査結果では、①講義や演習

の理解度は高く、9割を超えていた。②デモンス
トレーションや資料の工夫は、乳児保育や養護技
術の理解に効果的である。③各年度で、学内演習
項目の難易度に違いがある。④学外演習では、27
年度生・28年度生共に、動きのある乳幼児のおむ
つ交換や着脱、調乳等に難しさを感じていた。と
いうことが明確になった。乳児保育（子どもの保
健演習）は、基本的生活習慣を身につけていくた
めの基礎になる科目である。また乳幼児期から援
助を開始し、自立へと繋げる支援をしていくため、

基本を習得する必要がある。さらに学外実習や就
職後に、しっかりとした個別対応ができるように
指導することが大切であると考える。

以上のことから、授業に対する理解度は高いが、
実習における乳幼児の発達段階や個別性というも
のを理解できていない可能性がある。学内での練
習も不十分であり、不安を持ちながらの学外実習
になっているのではないだろうか。今後の授業に
おいては、発達段階や個別性を理解し、動きがあ
る乳幼児の養護技術についての教授の工夫が必要
であると考える。

また、アンケート調査は今年度で2回目という
事もあり、経年比較をするには資料が不足してい
る。今後もアンケート調査を実施して課題を明確
にし、より良い教授法を考えていきたい。
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