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要 旨
保育者には、子どもたちの健康や安全を守るという責務がある。しかし、各園で様々な

工夫をしていても、重大事故はゼロにはなっていない。そのため、保育者は安全に対する
知識と危機管理能力の向上を図る必要がある。今回のアンケート結果では、保育学生は安
全に対する意識が若干低く、心肺蘇生や AED 使用について自信が持てないことが明らか
になった。救急救命講習の受講後であっても、知識や手技が定着するまでには、年間に数
回の反復練習が必要であると実感していた。それらの定着は個人の洞察力や判断能力を高
めると同時に園内の連携強化につながっていくと考える。以上のことから、救命処置は保
育者として必要な知識と技術であり、1回の講習受講だけではなく、手技を反復させるこ
とが重要であると示唆された。

キーワード：保育学生、救命講習、理解度、危機対応能力、安全への意識

1．はじめに
2018年4月施行の保育所保育指針では健康及び

安全が第3章となり、特に3－⑵事故防止及び安
全対策では、発生しやすい重大事故として、睡眠
中、プール活動、水遊び中、食事中など具体的な
場面が取り上げられている。どれも命に関わるよ
うな事故であり、保育者としての安全に対する知
識や技術が求められている。そのため、保育者は
子どもの心身の状況を把握して、事故を未然に防
ぐために環境整備や安全点検、安全教育などを
行っている。子どもの安全を第一に考慮して、年
齢や発達過程などに応じて子どもへの言葉かけか
けや安全確保、危険回避の方法などを繰り返し丁
寧に伝えていくことが重要である。しかし、平成
29年度子どもの事故の現状について（消費者庁資

料）の中で述べてあるように、子どもの死亡順位
の中で、不慮の事故は0歳児で4位ではあるが、
1～4歳および5～9歳では2位と上位を占めて
いる。死因別にみても、窒息や溺水は上位を占め
ており、特に0歳においては、「窒息」は圧倒的
に多く、1～2歳でも上位を占めている。また「溺
水」は1歳～4歳においては2位、3位と上位で
あり、5歳以上においては「屋外」での「溺水」
が多く発生している。両者とも乳幼児を対象とし
た施設で起こる重大事故である。そのような場面
で正しい判断を行い、状況に応じては保育者とし
て心肺蘇生法や AED を使用して救命処置を実施
しなければならない。

本学では、講義の中で保育園における危険予知
トレーニングを行い、安全や危機管理について学
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んでいる。その後、消防署と連携して、小児の普
通救命講習を受講している。心臓マッサージ、人
工呼吸などの心肺蘇生法、AED の使用方法、誤
飲時の対応など演習を含め実施している。2年進
級直後に実施するため、受講前に安全や救命、危
機管理についての知識がどの程度あるのか不明確
な部分がある。今回は、その点を明確にするとと
もに、学生時代の救命講習の重要性を考えるため
アンケート調査を行うこととした。

2．先行研究
大阪教育大学では、平成15年の普通救命講習受

講者を対象にして調査を行い、受講後の安全対策
や危機管理意識の変化について述べられている。
8割強の学生が講習参加の経験があり、再度講習
を受けることで安全意識が向上すると感じている
学生は、9割近くを示している。結果として、教
師を目指す学生については、救急救命講習は非常
に意義が深く、心肺蘇生法については繰り返し経
験していくことの重要性が示されている。他に、
磯部は、保育士・幼稚園教諭取得予定の学生に対
して心肺蘇生法や異物除去法における演習での学
生の自信の尺度を評価している。多くの学生が演
習の有効性を認めていたが、知識や技術の維持に
は2回以上の講習が必要だと述べている。

3．研究目的
保育士・幼稚園教諭の資格取得を目指す学生が

子どもたちの安全を守る意識や救急救命処置に関
する知識の把握を行い、安全意識と危機対応能力
の向上向けて、普通救命講習受講の必要性を検討
する。

4．アンケート調査
⑴調査対象

保育を学ぶ2年生109名を対象にアンケート調
査を実施した。

⑵調査期間
平成31年4月24日～7月10日（講習前、講習後

調査）

⑶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。

⑷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。

⑸倫理的配慮
学生には成績には一切影響しないことを伝え協

力を得た。また、質問紙は無記名とした。

5．結 果
⑴救急救命の勉強（講習）をした経験がある学

生は95．4％（104名）であり、現在までに経験の
ない学生は4．6％（5名）であった。

⑵どのようなところで学んだかについては、78
名は自動車学校の授業、52名は保健体育の授業、
1名は行事、6名はその他と回答した。（複数回
答）

⑶現在までに何回救命救急の勉強や講習を受け

図2 学んだ回数

図1 学びの場所（複数回答）
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図5 AED使用（受講前） 図6 AED使用（受講後）

たかについては、1回が35．8％（39名）、2回が
33．9％（37名）、3回が14．7％（16名）、4回が3．7％
（4名）、5回が0．9％（1名）、回答なしが6．4％
（7名）と回答した。

⑷心臓マッサージについては、98．2％（107名）
は知っている、1．8％（2名）は知らない。その
方法について92．5％（99名）が知っている、7．5％
（8名）は知らないと回答した。

⑸人工呼吸については、99．1％（108名）は知っ
ている、0．9％（1名）は知らない。その方法に
ついて90．7％（98名）は知っている、9．3％（10
名）は知らないと回答した。

⑹心肺蘇生については、どのような時に行うか
73．4％（80名）は知っている、26．6％（29名）は
知らないと回答し、知っていると回答した学生の
うち、25名が呼吸停止、16名が心臓停止、13名が
心肺停止、5名が意識不明、4名が脈拍測定不能
または微弱、12名がわからない、5名が回答なし
であった。

⑺AED については、設置場所を知っている学
生は72．5％（79名）、知らない学生は27．5％（30
名）おり、どのような状況で使用するか73．3％（80
名）は知っている、26．7％（29名）は知らないと
回答した。

また、緊急時に AED を使用できるかに14．7％
（16名）は使用できる、21．1％（23名）は使用で
きない、64．2％（70名）はわからないと回答した。
講習実施後は64．2％（70名）が使用できる、35．8％
（39名）はわからないと回答した。

⑻安全や生命保持については、12．8％（14名）
が良く考える、48．6％（53名）がたまに考える
25．7％（28名）があまり考えない、3．7％（4名）
が考えない、9．2％（10名）はわからないと回答
した。

⑼学生時代の救急救命講習は、講習前において
は就職後に役立つと回答した学生は98．1％（107
名）、わからないが1．9％（2名）であった。講習
後は109名全員が役立つと回答した。

⑽どの程度の期間で修得または知識の維持がで
きるかについて、31．2％（34名）が年1回、31．2％

図4 AED使用時の判断（自由記述）

図3 心肺蘇生実施の判断（自由記述）

図7 講習希望回数
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（34名）は年2回、3．7％（4名）が年3回、4．6％
（5名）が年4回、1．8％（2名）が年6回、12．8％
（14名）が2年 に1回、4．6％（5名）が3年 に
1回、0．9％（1名）が週1回、4．6％（5名）が
回答なしであった。

6．考 察
年齢別の事故発生比率（0～14歳以下）では、

0歳児は全体の24．7％で全体の1／4を占め、14
歳以下では0～6歳以下は63．5％と非常に多い。
乳幼児の行動は、危険度が高く、大きな事故につ
ながる可能性が高い。重大事故が発生する前に、
園では事故防止の対策を掲げなければならない。
田中（2008）は「具体的には、事故や危険箇所を
把握するために、発生した事故の報告や実際には
傷害は発生しなかったものの、一つ間違えば事故
につながったと考えられるヒヤリ・ハット事例な
どのインシデントの報告が重要である。」1）と述べ
ている。その事例の分析を行い、具体的な対応策
の検討をしていくことが重要であるが、今回は生
死に関わるような重大事故が起きた場合について
考えていきたい。病院とは違い、園での救命処置
の事例は、1つの園からすると年間の発生件数は
少ないかゼロである。だが、いつ起きるかわから
ない重大事故の場合、保育者は子どもの生命を守
るために正しい判断と臨機応変な対応が必要とな
る。しかし、重大事故の対応を在学中の2年間で
マスターするのは、非常に困難と考える。そこで
本学では、講義の中で保育園における危険予知ト
レーニングを行い、安全や危機管理について学ば
せている。さらに地域の消防署に依頼して2コマ
の時間を使い、小児の普通救命講習を実施してい
る。田中（2008）は「新人や経験の浅い保育士は
事故についての知識を学習すること、および危険
予知能力を高めるトレーニングを積むことが必要
である。」2）と述べている。教育・保育施設等にお
ける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイ
ドライン（2016）でも、「全ての職員は救急対応
（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED、エピペ
ンの使用等）の実技講習、事故発生時の対処方法
を身につける実践的な研修を通じて、事故防止に

係る職員の資質の向上に努める。」3）と職員の質の
向上について述べている。新卒者はもちろんであ
るが、保育経験者であっても、重大事故に遭遇す
ることは稀である。しかし、その時に救命処置が
できるかといえば、保育者であっても一時的にパ
ニックに陥り、正しい判断や処置ができない可能
性がある。特に、新卒者においては、もしかする
と傍観者になる恐れもある。

そこで、今回は在学中の2年生に対して、救急
救命に関しての意識調査も兼ねてアンケートを実
施した。その結果、他大学の調査結果と同じく、
入学前から救急救命についての学習経験はあり、
講義ないし講習を9割強が受講していることが認
められた。どこで受けたかについては、自動車学
校の授業の中で受講および実施した学生が7割を
超えていた。現在、自動車学校においては、第2
段階の教習での救急救命の講義が義務づけられて
いる。短大生ともなれば、就職に向けて普通自動
車運転免許を取得する者が多いという現状があり、
7割を超える結果となっている。次に多かったの
は保健体育の授業であった。小学校学習指導要領
1章総則第1教育課程編成の一般方針，中学校・
高等学校・特別支援学校等も同じく安全教育を行
うようになっており、「学校における体育・健康
に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，
学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとす
る。特に，学校における食育の推進並びに体力の
向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の
健康の保持増進に関する指導については，体育科
の時間はもとより，家庭科，特別活動などにおい
てもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め
ることとする。」4）と記されている。発達段階に応
じて安全に対する指導が各教科および学校生活の
中で行われているが、心肺蘇生法の教育は、小学
校は高学年の学習指導要領では触れられておらず、
中学以降で学ぶようになっている。今までに学ん
だ回数として2回および3回と回答した学生が多
いが、中学・高校・大学および自動車学校などで
講義や実技を学んだものと考える。心臓マッサー
ジや人工呼吸については、ほとんどの学生が認知
はしているものの、実際の方法となると全員が理
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解しているわけではなかった。また心肺蘇生法は、
7割ほどの学生はどのような時に実施するのかを
知っていると回答したが、そのうち12名は不明と
回答した。全体の3割の学生は実施方法を知らな
かった。今までに2回、3回と授業等で受講して
いるものの、事故に遭遇することがないと、記憶
が薄れる可能性が高いと考える。

AED（自動体外式除細動器）とは、心臓がけ
いれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心
室細動）になった心臓に対して、電気ショックを
与え、正常なリズムに戻すための医療機器であり、
公共の場所や学校などで見かけることが多くなっ
た。本学でも、学内や体育館に設置されている。
しかし、講習前のアンケート結果では、本学の
AED 設置場所を知らない学生が3割近くいた。
学内では学生が集うロビーや体育館に設置してあ
るが確認ができていないということから、日頃か
ら安全に対する意識が若干低めであると実感した。
図4のとおり使用時の判断についてもあやふやな
点が多く、緊急時に使用できない、またはできる
かわからないと回答した学生が受講前には8割を
超えていた。この結果から、緊急時の対応や専門
職との連携に支障が生じるのではないかと不安が
あったが、講習終了後のアンケート結果では、
AED を使用できるという学生が6割を超えた。
しかし、残りの学生は使用できるかわからないと
回答し、緊急時の判断に迷いが生じているものと
考える。また、今回の講習が就職後に役立つと思っ
ている学生はほとんどであった。わからないと回
答した学生も2名いたが、これは心肺蘇生や AED
を使用するような事例への経験がないためではな
いかと考える。

現在は、講習を受けた直後であるため手順等を
記憶しているが、緊急を要する事例に直面したこ
とがない学生が対応可能になるためには、年1回
または年2回の振り返りが必要だと回答する学生
が多かった。中には年3回以上の講習が必要とい
う学生もいて、そのような事例に全く関わらない
と失念してしまうと考えている学生が多いと思わ
れる。心理学者のヘルマン・エビングハウスに
よって導かれたエビングハウスの忘却曲線は、人

間の脳の「忘れるしくみ」を曲線で表したものあ
る。20分後には42％を忘却し、1時間後には56％
を忘却していた。1日後には74％を忘却し、さら
に1週間後（7日間後）には77％を忘却し、1ヶ
月後（30日間後）には79％を忘却していた。この
ように復習等を行わないと手技や手順などの定着
には至らないという事である。人間は、一度覚え
たことが記憶から薄れた時に、再度記憶すると定
着しやすいと言われているため、園内研修や園外
研修の機会が年1～数回与えられることで知識と
手技の定着が図れるのではないかと考える。矢藤
ら（2012）も、「職員間で、危機管理意識を共有
したり、対応方法を共有したりすることが、危機
への対応の意識と方法が組織文化として定着、進
化することにつながる。」5）と記しており、個人な
らびに職員全体の質の向上にもつながると述べて
いる。

7．おわりに
命に関わるような重大事故が突発的に発生する

可能性は、全ての園が持っている。そこに勤務す
る保育者は、子どもたちの健康と安全を守るとい
う責務があり、事故が発生しないように、日頃か
らヒヤリ・ハット報告を行いながら危険予知ト
レーニングを行い、安全に対する知識や危機管理
能力の向上を図る必要がある。また保育現場での
経験がない保育学生は、安全に対する意識が若干
低く、心肺蘇生や AED 使用について自信が持て
ないことが明らかになった。講習受けた直後で
あっても、知識や手技が定着するまでには、年間
に数回の反復練習が必要であると実感している。
定着を図るには、園内・園外研修で知識や技術の
確認を行うべきであり、それが個人の洞察力や判
断能力を高めると同時に園内の連携強化につな
がっていくのではないかと考える。今回の結果か
ら、保育学生にとって救急救命に関する知識や技
術の修得は必要であり、1回の講習受講だけでは
なく、手技を反復させ定着させることが重要であ
ると示唆された。

今回の紀要論文については、日本学校保健学会
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第66回 学術大会の口述発表内容に加筆・修正
を加えたものである。
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