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要 旨
今回見学した病児保育室では、看護師は医療面を担当し、保育士は検温（バイタルサイ

ン）や症状観察、1日保育を担当しており、業務の仕分けが行われていた。保育内容は、
保育士による症状別保育が行われており、病児の状態や心に寄り添う形で進められていた。
保護者支援についても、書面での報告に工夫があり、保育士が記載して、看護師が確認し
た後、保護者へ手渡していた。お互いの専門性を理解しており、保育士の連絡報告により、
看護師がその後の確認や処置を行っていたことから、連携はほぼ図られていると思われる。
しかし、マニュアル等が作成されていない事により、二次感染や重大事故がおこる危険性
が大きいのではないかと考える。そのため、インシデント・アクシデントレポートや感染
症や事故防止マニュアル等を早急に作成して、施設内職員が共通認識を持つことが課題で
あると実感した。またそれが、危機管理意識の向上や多職種の更なる連携に繋がるものと
思われる。
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1．はじめに
現在、男性の正規職員・従業員は2339万人と29

万人の増加、非正規職員・従業員は669万人と22
万人の増加となっている。女性の正規職員・従業
員は1137万人と23万人の増加、非正規職員・従業
員は1451万人と62万人の増加となっていて、女性
の社会進出も年々増加している。さらに共働き世
帯も増加し、核家族化も進んでいる状況である。
出生数は減少傾向を示しており、平成30年は約94
万6000人となり、特殊合計出生率は1．43と2年連
続低下している。また、出産後も働く女性が増え
ており、女性の育児休業取得率は、平成29年度で
83．2％であり、ここ8年程は80％台となっている。
夫の育児休暇取得もできるようになり、平成19年

から平成24年までの取得率は1％台であったが、
平成25年から平成27年までは2％台、平成28年は
3．16％、平成29年が5．14％と少しずつ増加してい
る。このように、育児休暇を取得しながら働く保
護者も増え続けていることから、平成26年には認
定こども園の制度が制定された。保育に欠ける、
欠けないということは関係なく入所ができるよう
になり、乳幼児の集団保育の場は増加している。
しかし、出生率が低下しているにもかかわらず、
待機児童の問題は解消できていないという矛盾し
た現状もある。
さらに入園時期になると、子どもがスムーズに
園に慣れていけるか、先生や友達との関係はどう
か、園ではどのような1日を過ごしているか、休
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園を余儀なくされる病気に感染するのではないか
など、保護者にはたくさんの不安が生じる。その
中の1つである子どもの感染症については、免疫
力や抵抗力が低い乳幼児は、罹患する可能性が非
常に高いと言われている。育児休暇明けに入園さ
せ、その後感染症に罹患した場合、早退や休暇を
取得するのは、職場に対して気が引けるという保
護者（母親）もいる。そこで、平成20年から病児
保育事業が再編され、「病児対応型」「病後児対応
型」「体調不良児対応型」という区分で、医療機
関、保育所、その他の施設で、子どもの病状に応
じた保育看護が行われるようになった。
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、一般的には子供が病
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
で理解されている場合が多い。施設の主な専門職
は看護師、保育士であり、連携して保育看護を行っ
ている。そこで、お互いの専門性を活かしながら、
どのような役割を持ち協働しているのか、また課
題があるのかを明らかにするために、病児保育室
を訪問し、それぞれの専門職に対してインタ
ビューを実施した。その結果を基に、病児保育室
における専門職の連携について考察する。

2．先行研究
病児保育事業に関する連携や協働、課題につい

ての先行研究は多い。
大津（2008）は、病児・病後児保育の充実・強

化による医療保育士に対するニーズの高まりの中
で、「病気にかかっている子どもにとって・・・
子どもの健康と子どもの最大の利益を守るために
あらゆる世話をするためには、保育士がさらに病
気に関する知識を持つこと、看護師が子どもと遊
び・関わることについて知ることなどが必要に
なってくる。」1）と看護師と保育士の連携の重要性
について述べている。さらに、中村ら（2013）は、

協働の問題点として「保育者と医療者の情報交換
の場が不足している。」「保育士への理解が不足し
ている。」「保育者と医療者の意識のずれがあ
る。」2）などの連携の問題点を挙げている。また、
病児保育の場合は定員4人に対して職員2名と決
まっており、1名は看護師が配置されるが、これ
は病気に罹患している子どもを前提としているた
め、認可保育所の3．5倍の配置になっている。高
橋（2011）は、「病児保育室での保育・看護は、
子どもの病状に対応した特別な配慮を要する保育
内容となっており、看護師のみならず保育士も子
どもと直接接する専門職として、それぞれの専門
性を高めていくことが求められる。」3）と述べてお
り、保育者と看護師はそれぞれの専門性の向上を
図りながら、保育・看護相互の知識を持ち連携す
る重要性を示している。

3．調査内容
今回調査したのは、医療機関併設の病児保育室
である。インタビューは、看護師、保育士等の専
門職で、内容は施設概要、利用児受け入れ人数と
対象年齢、専門職種と人数、病児保育の1日の流
れ、専門職種の勤務内容、多職種連携等について
質問した。

1）調査目的
病児保育室に勤務する看護師や保育士はお互い
の専門性を活かしながら、どのような役割を持ち
協働しているのか、また連携等について課題がな
いか明らかにするために、見学および専門職への
インタビューを実施した。

2）調査対象
病児保育室に勤務する常勤看護師1名および常
勤保育士2名にインタビューを行った。

3）調査研究期間
令和元年7月10日～7月30日

4）倫理的配慮
研究対象者には、調査の目的と方法を説明した。
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また、調査協力は自由であり、調査途中であって
も場合によっては拒否できることを伝えた。さら
に、今回の調査結果等を個人が特定されないよう
にして紀要に掲載したい旨伝え、同意を得た。

4．結 果
1）施設概要
医療機関付設であり、開設18年となる病児保育
室である。18年間で約3700名の登録乳幼児および
児童がいる。隔離室2部屋と保育及び静養のため
の広めの保育室を有しており、感染予防や事故防
止及び衛生面に配慮されている。病児保育室の利
用に至るまでの流れは、体調不良児が保護者と共
に当医療機関を受診し、診察後医師の判断の下、
保護者が申し込みを行ってからの利用となる。1
か月に7日間は利用することができ、利用可能人
数は12名、基本0歳児から小学生までが病児保育
の対象となっている。職員の配置については、病
児の看護を主で担当する看護師2名、病児が安心
して過ごせる保育や環境を整えるために常勤保育
士2名および非常勤保育士が2名配置されている。
季節によって利用者が多数の場合は、看護職員も
増員して保育看護にあたっている。

3）インタビュー対象者および結果
常勤看護師1名、常勤保育士2名にインタ
ビューを行った。

① 普段の業務の中で、専門職として行っている
業務は何か？

看護師は主に服薬管理・点滴管理を行っており、
保育士は検温や1日の保育を行っている。保育
士は保育を行いながら、発熱やその他異常があ
れば看護師に報告をするという体制をとってい
る。但し、熱性けいれん等の特殊な場合は、看
護師が看ることが多い。

② 急変の場合は、どのような対応をしている
か？
急変時は、保育士はまず看護師に報告を行い、
その後医師に診察をしてもらう。医療機関は隣
接しており、いつでも対応は可能である。

③ 感染症の予防について、どのような事を実施
しているか？
手洗いの徹底、殺菌庫を使った玩具の消毒、隔
離室および保育室の掃除の徹底と消毒、
オムツ処理の徹底（個別に袋に入れ捨てる）、
空気清浄機の設置、感染力が強い場合は、隣接
の医療機関の病児保育室で隔離する。（水痘・
インフルエンザ等）
隔離室の保育士は、終日隔離室勤務となる。

④ 感染症マニュアルや事故防止マニュアルなど、
各種マニュアルはあるか？
研修等でも言われており、マニュアルは必要だ
と理解しているが作成に至っていない。
マニュアルはなくても、お互いの意思疎通は図
れている。

表1 デイリープログラム

8：30～ 入所前診察 病気に応じて安静室および隔離室で対応。

9：00～ 検温 体温測定。病状の変化を看護師が医師に報告し、診察や処置に繋げる。

9：30～ おやつ・遊び 病状に合わせたおやつの工夫と年齢、性格を考慮した遊びの提供。

11：00～ 検温 体温測定。病状の変化を看護師が医師に報告し、診察や処置に繋げる。

11：30頃～ 食事 症状、年齢に応じて対応。普通食、おかゆ食、離乳食、アレルギー食等。

12：30～15：00 お昼寝 安静時間の確保、服薬は個別に対応。

15：00 検温 体温測定。病状の変化を看護師が医師に報告し、診察や処置に繋げる。

検温終了後～ おやつ・遊び 病状に合わせたおやつの工夫と年齢、性格を考慮した遊びの提供。

18：00～18：30 お迎え 医師より1日の状態の説明。記録物を渡し、保護者との情報交換。
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⑤ 二次感染などは起こったことはないか？
保育士が日常の変化に気づいて報告をしてくれ
るため、施設内で二次感染は起こったことは
ない。

⑥ 看護師としてどのような知識が必要だと思う
か？
看護師は、医療に関する知識が必要だと思って
いる。保育に関することは保育士が実務にあ
たった方が良いと思う。また、保育士には医療
に関する知識もある程度は持っていてほしいが、
判断や処置をするのは医師または看護師なので、
異常ではないかと判断して報告ができる程度で
よい。但し、お互いに連携が取れるのを条件と
する。

⑦ 保育士としてどのような知識が必要だと思う
か？
保育士として必要なことは、医療に関する知識、
特に疾患の症状などの知識が大事であると思っ
ている。看護師がいるので詳細は知る必要はな
いが、日頃との違いに気づくために大切である。
さらに子どもの性格や特徴・日頃の様子（食や
睡眠）を把握する。普通の保育園や幼稚園と同
じように、壁面づくりなどの環境構成も行うた
め、そのような知識も必要である。

⑧ 病児保育関係者の研修には行っているか？
県内で実施される研修に、年1～2回行かせて
もらっている。県外の研修は、業務の関係上行っ
ていない。

⑨ 病児の遊びについて
初めて利用する乳幼児は、午前中泣いている場
合が多い。子どもが興味を持つようなおもちゃ
で遊ぶかテレビ視聴が多い。病児保育に慣れた
乳幼児は、何に興味があるかがわかっており、
児に合わせた遊びを行っている。遊びの面およ
び関わり方は、保育士の方が看護師よりも優れ
ている（看護師）。

⑩ 他に工夫されていることはないか？
食事は調理師が調理するが、アレルギー除去食
も作る。病児によっては、自宅から弁当持参の
場合もある。基本的にアレルギーがある乳幼児
については、テーブルを分けて食事をさせる。

⑪ 保護者対応について
保育士が終日観察や保育を行うため、日誌のコ
メント欄は保育士が詳しく書いている。病状説
明は医師が行う。保育士が詳しく説明する時間
は確保できない。

5．考 察
今回見学およびインタビューを行った病児保育
室では、看護師は主として医療面の管理を行い、
保育士は検温、病状観察、食事管理などを含む1
日の保育を行っていた。保育士は、検温や観察を
通して、病児の変化をある程度判断できる知識を
持っていた。長谷川は「バイタルサインのチェッ
クや視診、触診、計測・・・情報を正しく評価す
るためには、正常範囲を知識として学ぶ必要があ
る。その上で、最も大切なことは、子どもと向き
合うとき、視て聴いて、触って、感じてなどの五
感をフル活用し、何かがおかしいと気づくことが
大切。」4）と述べている。各種感染症には、それぞ
れの特徴的な症状があり、まずはその症状の把握
ができないと病児の重症化に繋がる危険がある。
そのために、定期的に検温（バイタルサイン）の
時間が設けられており、そこで、五感を使っての
観察を実施する。保育士は、病児に触れながら検
温を行うのと同時に視診を行い、預かり時との比
較を行っているのである。その際、気になる点が
あれば、看護師および医師に報告して医療面での
処置を実施してもらっている現状があった。中村
（2013）は、保育者と医療者の情報交換の場が不
足しており、保育士への理解不足や意識のずれな
ど、連携や協働などについての課題を挙げていた
が、今回訪問した施設では、直接子どもと接して
いる保育士が症状や病状の変化を見極めて、看護
師へ連絡・報告がしっかりと行われており、病児
の回復に向けて良い連携が図れていた。また、お
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互いの専門性を理解し、信頼して業務が行われて
いると実感した。
感染症予防に関しては、受診をした病児は医師

の指示の下、隔離室または保育室に分けられ保育
されるため、終日隔離室で保育を行う保育士と保
育室で集団保育を行う保育士がいた。また、感染
力が強い疾患は、医師の判断で医療機関内の隔離
室を利用する等工夫がされており、施設内の設備
等についても充実していた。施設内での二次感染
は見られないということだが、感染症マニュアル
や事故防止マニュアルなどが作成されておらず、
新規職員が入職した際に病児保育への知識が不足
していた場合、二次感染の危険性が高くなると考
える。看護師は、インシデント・アクシデントレ
ポートやマニュアルの作成は重要だと認識はして
いるものの、作成までに至っていないと話してい
た。これは、看護師、保育士双方の危機管理意識
が若干低いと捉えるべきではないだろうか。職員
全員が感染症および対応についての共通認識を持
つことや二次感染予防のためにも、作成が急務で
あると考える。本来マニュアルとは、指導者がい
なくても仕事が円滑に回るように作成されるもの
であり、適宜、改善や更新がされていくべきもの
である。入職当初は看護師等が指導やサポートを
実施するが、プリセプター制での指導ではない。
一通りの説明が終了した後は、各自で学習するな
どして、病状の変化に気づいていかないといけな
い。しかし、マニュアルがあると、病気の知識や
仕事の進め方およびスタンダードプリコーション
などを学ぶことができ、どうしてもわからない点
だけを看護師等に聞くかたちになる。そうするこ
とで、お互いの専門職が効率的に仕事を進めるこ
とができるのではないだろうか。そして、専門職
としての仕事の質も維持され、多職種連携の強化
に繋がるものと考える。ただ、医学は日々進歩し
ているため、定期的にマニュアルの更新を行い、
院内研修等が実施されることなどが必要になって
くる。
環境構成に関しては、壁面に保育士が作成した

手作りの掲示物を飾ってあり、温かみのある室内
となっていた。保育園の環境に類似した壁面装飾

等を取り入れることにより、子どもたちが安心し
て過ごせるということで、季節感を感じることが
できるような作品となっており、通常の保育園と
同様の掲示物となっていた。看護師は絵を描くこ
とや作品を作り掲示する能力は、保育士の方がは
るかに優れているという考えで業務の仕分けが行
われており、ほとんど保育士に任されていた。保
育士は保育の専門知識と医療面の知識を持ち、看
護師は医療面の専門知識は持っているため、保育
に関しての知識を持った方が良いといわれている
が、今回見学の施設では、若干、保育士の負担が
大きいのではないかと実感した。また、病児保育
に関する書籍には、病児であっても「遊び」は大
切であると示してある。隔離室や集団保育室でも、
通常の保育園のように玩具や絵本が置かれており、
自由に遊べる環境は整っていた。さらに隔離室に
おいてはテレビが設置されていて、急性期の乳幼
児は、絵本や玩具での「遊び」には至らない場合
もあり、スキンシップのために抱っこしながら、
幼児番組を見ることが多いとのことだった。基本
的には、病状と病児の好みに寄り添って、当日の
保育内容を決定していた。保育士は、病児の立場
にたって考え、病気療養中ではあるものの、1日
を満足して過ごせるように「遊び」の提供を行っ
ていた。帆足（2014）は「この『遊び』をいかに
限られた状況の中で、子ども自身が展開していく
ことができるかは保育者の対応次第」5）というこ
とで症状別保育を以下のように述べている。
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保育士は、安静度・病児の好みに応じた保育内
容の提供を行いながら、病状の変化を観察し、看
護師に連絡・報告を行っていた。
最後に、保護者対応についても、1日保育を担

当している保育士が日誌を記載し、看護師が確認
して保護者に手渡すようになっていた。1日の病
状の説明は医師が行い、病児の様子については、
記録物で確認をしてもらうシステムであった。時
間が許せば、1日の様子を説明したいという希望
は持っているが、保護者の帰宅時間を考えると、
現在のところ十分な説明の時間確保が難しいとの
ことだった。そのため、日誌はできるだけ詳しい
内容にして対応していた。1日の記録は、病院の

カルテのように時系列で検温結果や病児の様子が
記録され、まとめのコメント欄もあり充実してい
る内容であった。長谷川（2015）のアンケート結
果によると、「保護者は病児保育を利用すること
に関して、『子どもが知らない場所で慣れないの
ではないか、ほかの病気をうつされるのではない
か、病気の子どもを預けることは悪いことではな
いか、そのことが子どもに悪い影響を与えてしま
うのではないか』などと杞憂されているが、利用
後はそれらの不安が大きく減少している。」と述
べている。このように詳細にわたっての記録が、
病児の病状回復の経過報告や1日の様子など詳し
く記載されており、保護者の不安軽減につながっ

表2 病状別保育の分類と具体例

保育の方法 保育内容 乳児の保育 幼児の保育

ベッド上
保育

安静が優先となる保育（体
を横にして過ごす）

子どもの目を見てあやす
ガラガラ等での遊び
歌を歌う
お話
絵本や紙芝居の読み聞かせ
ペープサート（紙人形劇）
いないないばあ

絵本や紙芝居の読み聞かせ
ペープサート（紙人形劇）
しりとり、歌遊び
折り紙
制作遊び

室内安静

安静を優先とし、静的な遊
びを取り入れながら安静を
保つ

抱っこで室内散歩
子どもの目を見てお話する
保育士の歌をゆったり聞く
絵本を膝の上で見る
簡単な手遊び
ペープサート（紙人形劇）
紙芝居

絵本や紙芝居の読み聞かせ
ペープサート（紙人形劇）
しりとり
歌遊び
折り紙
制作遊び
パズル
粘土遊び

室内での静的な遊び・受け
身的な遊び

窓から外を眺める
子どもの目を見てお話する
だっこしてゆらゆら
手あそび
井型ブロック
型はめブロック
シール貼り
マジックテープつきフェルトのおも
ちゃ

絵本や紙芝居の読み聞かせ
折り紙
お絵かき
粘土の製作
パズル
静かなゲーム遊び
人形遊び
ままごと
わらべうた

室内保育
保育所保育にやや近い保育
（かなり回復した状態）

ハイハイ等で追いかけ遊び
動く車に乗る
ボール遊び
音の出る玩具でダンス

簡単な工作
ごっこ遊び
ゲーム遊び

病児保育マニュアル№2 全国病児保育協議会 2014より抜粋
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ているものと考える。ここでも、保育士と看護師
との連携が図れていたものと思われる。

6．おわりに
今回の見学やインタビューを終えて、看護師は

点滴や服薬などの医療面を担当し、保育士は検温
（バイタルサイン）や症状観察、遊びを含む1日
の保育を担当しており、業務がしっかりと分かれ
ていた。お互いに専門性を理解しており、保育士
の連絡報告により、看護師が医師への報告や処置
を行っていたことから、連携はほぼ図られている
と思われる。また保育内容は、保育士による症状
別保育が行われており、病児の状態や心に寄り添
う形で進められていた。保護者支援についても、
書面での報告に工夫があり、保育士が詳しく記載
して、看護師が確認した後保護者へ手渡しされて
いて、この点でも連携は図られていた。しかし、
保育看護の中で保育士が行う業務の占める割合が
非常に多く、若干の負担が生じているのではない
か。また各種マニュアルは作成されておらず、二
次感染や重大事故に繋がる危険性があると考える。
そのため、インシデント・アクシデントレポート
や感染症や事故防止マニュアル等を早急に作成し
て、施設内職員が共通認識を持つことが課題であ
ると実感した。また、それが危機管理意識の向上
や多職種の更なる連携に繋がるものと思われる。
今回は、1施設のみの見学とインタビューで

あったため、多くの看護師や保育士の意見を聞く
ことができなかった。今後は多数の施設に訪問し
て、どのように連携が図られているか確認を行い、
課題等を見つけていきたい。
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