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研 究

医療的ケアを要する幼児が入所している保育所
における看護師と保育士の経験

―連携におけるそれぞれの思いと役割―

澤 寛子 1），二宮 啓子 2）

〔論文要旨〕
医療的ケアを要する幼児が入所している保育所において看護師と保育士がどのような思いで連携しながら医療的
ケア児を受け入れ，その過程でどのような役割を担っていたのかについて明らかにすることを目的とした。4施設
の看護師 5人と保育士 4人を対象に看護師と保育士との連携におけるそれぞれの思いや役割について半構造化面接
を行い，質的記述的に分析した。その結果，入所前の連携での看護師と保育士の思いや役割では，保育士は【医療
的ケア児の受け入れへの不安】や【担任になるまで医療的ケア児を保育するイメージの欠如】があるため，看護師
は【保育士の心情に配慮しながら医療的ケア児への段階的な理解の促し】をしていた。入所後の連携では，看護師
は【保育所における看護師の役割へのとまどい】があったが，保育士との関わりの中で【保育所における看護師の
役割の理解】を深め，【保育士の役割を尊重しながら自分にできる実践】をしていた。一方，保育士は医療的ケア
児の保育や看護師と連携するのも初めてで，【保育所における不明瞭な看護師の役割】のために一緒に働くことへ
の不安を感じていたが，看護師との話し合いを重ね，【看護師と連携しながらの保育展開】ができた。保育士の不
安や負担を軽減するために，看護師は医療的ケア児の理解を保育士に段階的に促し，医療的ケア児が保育を受けら
れるように，保育士を支援することが自分の役割であると認識する必要がある。
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Ⅰ．目 的

わが国では，小児医療の進歩を背景として，NICU
等に長期入院後，引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使
用し，たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的
に必要な子ども（以下，医療的ケア児）が自宅での生
活が可能になり，地域の中で成長・発達している。2015
年の厚生労働省の実態調査によると医療的ケア児数は
17,078人と 10年前に比べると約 2倍に増加している１）。
それに伴い，介護保険法等の改正が行われ，その法令
に基づき，2012年 4月から一定の研修を受けて認定
された教諭や保育士などが合法的に医療的ケアを実施
することが可能になった２）。また，2015年に児童福祉

法が改正され，第 56条の 6第 2項に「地方公共団体
は，人工呼吸器を装着している障害児やその他の日常
生活を営むために医療を要する状態にある障害児が，
その心身の状況に応じた適切な保健，医療，福祉その
他各関連分野の支援を受けられるよう，保健，医療，
福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調
整を行うための体制の整備に関し，必要な処置を講ず
るように努めなければならない。」と記載されている３）。
これにより，各地方公共団体の保育所等，幼稚園，認
定こども園（以下，保育所と称す）においても，医療
的ケア児のニーズを受け止め，保育所への受け入れが
推進されている４，５）。
実際に医療的ケア児の保護者の保育所，幼稚園への
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利用ニーズについて調査した空田の研究（2015）では，
地域の保育所を利用したい理由として，集団生活を体
験させたい，保護者の仕事復帰，同胞の世話が挙げら
れていた。また，障害児が施設を選択できる体制や，
医療的ケアが必要な子どもたちが保育所に通えるよう
に看護師の配置を望んでいたことを明らかにしてい
る６）。
一方，保育所の看護師配置に関しては，金城，八田

（2015）の全国の保育園 2,025か所のうち，626か所よ
り回答があった看護職配置の実態調査では，看護職が
配置されていた保育園は 383か所（61.2％）で増加し
てきている。そのうち，0歳児への配置は 339か所
（72％），医療的ケア児の受け入れについては，16か
所（4.2％）であった７）。
これらのことから，医療的ケア児が入所している保
育所はまだ少ないが，今後増加することが予測される。
特に子どもは日々成長発達を遂げ，他児への興味や関
心が芽生える幼児期以降には保育の保障が必要であ
り８），医療的ケア児においても保育を受けることがで
きるようにすることは必要不可欠である。また，医療
的ケア児が入所している保育所で看護師がどのように
準備をし，保育士とどのように連携しながら医療的ケ
ア児を受け入れていったのかに着目している研究は見
られなかった。
医療的ケアを要する幼児が入所している保育所にお
いて看護師と保育士がどのような思いで，連携しなが
ら医療的ケア児を受け入れていったのか，また，その
過程で看護師，保育士がどのような役割を担っていた
のかについて明らかにすることを目的とした。これら
のことを明らかにすることにより，保育所に医療的ケ
ア児が入所する際の看護師への支援と医療的ケア児の
受け入れに対しての保育士の不安を軽減する具体的な
支援を検討する一助となる。また，看護師と保育士の
連携の仕方を検討する一助となると考える。

Ⅱ．対象と方法

1．研究デザイン

医療的ケア児を受け入れてきた看護師と保育士が，
その受け入れるまでの経験を振り返り，語ってもらう
ためにレトロスペクティブなアプローチである質的記
述的研究デザインを用いた。

2．研究対象者

2012年（平成 24年）の介護保険法の改正以降に近
畿圏内の医療的ケアを要する幼児が入所している保育
所で医療的ケアを担当する看護師と保育士とした。

3．データ収集期間と方法

2019年 7月から 8月に，看護師と保育士にインタ
ビューガイドを用いて，医療的ケア児を受け入れて
いった過程での経験として，看護師には，①医療的ケ
アが必要な子どもを受け入れるために準備してきたこ
と（物品の準備，保育士への医療的ケアの教育，医療
的ケアが必要な子どもを受け入れている他の保育園の
見学等）とその思い，②医療的ケアが必要な子どもを
受け入れるために保育士とどのような連携をしたのか，
保育士には，①医療的ケアが必要な子どもの保育所入
所が決まった時のご自身の気持ち，②医療的ケアが必
要な子どもの入所に向けての保育所の体制やご自身の
準備してきたこと，看護師とどのような連携をしたの
か，などについて自由に語ってもらった。1人 60分
程度の半構造化面接を 1回行い，インタビュー内容は
研究対象者の承諾を得た上で ICレコーダーに録音し
た。

4．データ分析方法

インタビュー内容を逐語録にしたものを，意味のあ
るまとまりごとにコード化し，そのコードを共通性，
相違点について着目しながら分類し，カテゴリー化し
た。その後，各施設の看護師と保育士のカテゴリーの
共通性について分析した。

5．倫理的配慮

本研究は，研究者所属の神戸市看護大学の倫理委員
会の承認を得て実施した（承認番号：第 19203-05号）。
研究対象者に研究目的・方法，参加の自由，不参加・
途中辞退による不利益はないこと，匿名性の確保，デー
タは本研究のみに使用すること，学会発表などでの結
果公表などについて，文書と口頭で説明し，同意書に
署名を得た。

Ⅲ．結 果

1．研究対象者の概要

近畿圏内の医療的ケア児を初めて受け入れた 4施設
（A-D施設）の保育所で，医療的ケア児を担当する看
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表 1　研究対象者の概要
斜線部：情報なし

項目 A施設 B施設 C施設 D施設
職種 看護師 保育士 看護師 保育士 看護師 1 看護師 2 保育士 看護師 保育士
雇用形態 正規職員 正規職員 臨時職員 正規職員 非常勤

職員
正規職員 正規職員 正規職員 正規職員

保育所勤務経験
（医療的ケア）

受け入れ
の半年前
に採用

初めて 受け入れ
と同時に
採用

初めて 受け入れ
と同時に
採用

受け入れ
の 1年前
に異動

初めて 受け入れ
の半年前
に準備

初めて

保育所勤務経験年
数（医療的ケア以
外）

なし 11 年 なし 7年 なし あり 20 年 10 年 22 年

小児臨床経験年数 3年 18 年 6 年 なし 5年
実施している医療
的ケア

気管切開，
吸引，酸素
吸入

気管切開，
注入

気管切開，吸引 気管切開，
吸引

（呼吸器）
医療的ケア児の入
所年齢

5歳児（年長） 5歳児（年長） 4歳児（年中） 5歳児（年長）

看護師の体制 正規職員
2人

臨時職員
3人

正規職員 1名と
非常勤職員 2人

正規職員
2人と
非常勤
職員 3人

護師 5人と保育士 4人，計 9人であった。看護師はい
ずれの施設も複数勤務体制で，正規職員 3人，非常勤
職員 2人，小児看護経験者は 4人であった。保育士は
4歳児の担任 1人と 5歳児の担任 3人であった。イン
タビュー時間は，看護師 49～130分，保育士 49～110
分であった。研究対象者の概要の詳細は表 1に示し
た。

2．医療的ケア児を受け入れるまでの看護師と保育士の連
携における経験

データを質的記述的に分析した結果，4施設共通の
医療的ケア児が入所するまでの看護師の経験は，12
サブカテゴリーから 5カテゴリー，保育士の経験は，7
サブカテゴリーから 3カテゴリーが抽出された。また，
医療的ケア児の入所後の看護師の経験は，10サブカ
テゴリーから 4カテゴリー，保育士の経験は，7サブ
カテゴリーから 3カテゴリーが抽出された。
カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを＜ ＞で示す。

1）医療的ケア児が入所するまでの看護師と保育士の連携
における思いと役割

看護師は，これまでの看護経験において＜医療的ケ
ア児の行き場のなさ＞から，＜保育所で自分の力を発
揮できる場＞があると感じ，保育所の看護師に応募し
たという【医療的ケア児への保育所での受け入れの思
い】があった。そのため，＜医療的ケア児が地域の保

育所で過ごせる体験の機会＞を与えたいという思いか
ら＜医療的ケア児を受け入れるための他施設見学＞や，
＜保育士の緊急時の意識を高めるための訓練＞など，
医療的ケア児が入所するまでの時期に【保育所で医療
的ケア児を受け入れる体制の整備】を行った。また，
保育所に元から看護師がいたわけではなく，保育士だ
けでやってきた世界に飛び込んだため，まずは人間関
係だと思い，＜仲間として受け入れてもらうための保
育所スタッフ全員との会話＞，＜管理者や保育士への
相談の機会＞，＜勤務や困った状況に対する管理者の
傾聴＞などを通して【保育所のスタッフとしてなじむ
ための環境作り】をしていた。
一方，保育士は，保育所が準備を進めても，その子

に保育をしてあげないといけないという思いの前に命
を守れるのかが先に来て，＜医療的ケア児の担任にな
ることへの不安＞や，事前に万一のことに備えて，看
護師に相談しながら行ったが，イメージをすればする
ほど，自分の中で本当に大丈夫かなというのがどんど
ん膨らみ，＜緊急時対応の準備をすることに伴う不安
の増大＞により【医療的ケア児の受け入れへの不安】
が高まった。さらに，自分の分野のことではないと思っ
ているため，まったく違う世界のことがきたなってい
うのが正直な気持ちで＜医療的ケア児を保育するイ
メージのなさ＞があり，＜医療的ケア児に会うことで
の保育のイメージ化＞ができるようになったが，【担
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表 2-1　医療的ケア児が入所するまでの保育士との連携における看護師の思いと役割
カテゴリー サブカテゴリー データ

医療的ケア児への保
育所での受け入れの
思い

医療的ケア児の行き場のな
さ

なんかそういう子達が行き場がないっていうのは感じていたので

保育所で自分の力を発揮で
きる場

私も医療的ケアを自信もってできるというか，そればっかりやってきた3年
間だったので，それを活かそうと思って

保育所で医療的ケア
児を受け入れる体制
の整備

医療的ケア児が地域の保育
所で過ごせる体験の機会

地域に戻るって，当たり前，（中略）子どもと遊んで，笑ってけんかしてっ
ていうのをね，提供してほしいっていうか，提供できなければいけない

医療的ケア児を受け入れる
ための他施設見学

どのように連携をしててどのように役割分担をして，（中略）どういう風に
していったらいいのかなっていうことも含めて今の園長補佐先生（中略），
一緒に支援学校に行ったんです

保育士の緊急時の意識を高
めるための訓練

緊急時のセットはここに置いてあるよ，何かあった時はこれを持ってきて
走ってきてねとか，誰が抱っこするとか，そういうのを決めたりとか，園の
先生もだいたい覚えてはったと思います

保育所のスタッフと
してなじむための環
境作り

仲間として受け入れてもら
うための保育所スタッフ全
員との会話

とにかく関係づくり。ここには元から看護師さんがいたわけじゃないし，保
育士だけでやってきた世界にポンって飛び込んだ（中略），まずは人間関係
ですよね。（中略）なじまないとやっていけないですからね。（中略），もう
とにかくあのコミュニケーションとって，分からないところは聞くし，あの
どんどん入っていこうと思って

管理者や保育士への相談の
機会

副園長と話す機会が，すごい時間があったんですね。（中略）そこで認識の
共有もできたし，（中略），保育に関しては全部A先生と相談して，解決で
きないことだったら，A先生と話しあって自分らの意見を持っといて園長先
生に相談

勤務や困った状況に対する
管理者の傾聴

園長補佐の先生は（勤務や困りごとに）すごく耳を傾けてくれて，私の言っ
てることも，（園長補佐は）分かってくれて

保育士の心情に配慮
しながら医療的ケア
児への段階的な理解
の促し

医療的ケア児の安全への配
慮

バッテリーの残量だけ絶対ちゃんと見といてね，コンセントもあるけど，こ
れなかったらピンチ。（中略），接続部ゆるみないですかとか（中略）私じゃ
なくてもできるようにしました

保育士の不安を増大させな
い配慮

（医療的ケア児が）地域に帰ってきてほしいっていうね，思いは強かったし，
こうやって受け入れてくれる先生に，なんですか，がっかり感を与えたくな
いっていうか，怖いって思ってほしくない，いけんねん，いけんねん，保育
をめいっぱい，できんねんって思ってほしかったんですよ

保育士に医療的ケアについ
ての段階的な理解の促し

全部写真撮って，この画面（呼吸器）をパシャって撮って，何かっていう説
明はしないけど，こういう数字が必ず並んでて，これが正しい値なんだよっ
ていう写真とあと，回路ですね，回路はこんな風になってるんだよって。こ
ことここがつながってて細かいこと言ったらあれなんで，あの写真で（保育
士が見れるように）置いてました
みんな未知っていうのと，あとはどんな子が来るのか決まってないっていう
のが先生達はとにかく分かんないからって言うんですよ。（中略）。たしかに
そうなんだけど，予備知識は持っていてほしいなっていうので，ちょっとず
つ入れていった感じですね。…全員巻き込もうと思って，全員とちょっとず
つお話はしてましたね

管理者が中心となる
医療的ケア児の受け
入れ体制の整備

管理者が中心となる医療的
ケア児の受け入れ準備

（園長が）この子が入所するためにはどうしたらいいかってこども園課さん
とずっと詰めてましてその子を受け入れるための準備っていうのは（私は）
全然。むしろ所長とかがいろんな主治医の先生の話聞きにいったりとか，そ
ういうのはされてたんかなって思います

任になるまで医療的ケア児を保育するイメージの欠
如】があった。そのため，看護師は，＜医療的ケア児
の安全への配慮＞を行うとともに，医療的ケア児のこ
とは分からないと言う保育士たちに医療的ケア児を受
け入れることは怖いことではなく保育を十分に行える
と思えるように＜保育士の不安を増大させない配慮＞
をしながらも，緊急時対応を含め予備知識は持ってい
てほしいと思い，全員の保育士と少しずつ話をして
＜保育士に医療的ケアについての段階的な理解の促
し＞をし，【保育士の心情に配慮しながら医療的ケア

児への段階的な理解の促し】を行っていた。
保育士は，医療的ケア児の担任になった保育士だけ

が負担を感じないように＜医療的ケア児の担当者の負
担を軽減する体制作り＞，＜保育所全体での緊急時対
応への取り組み＞をしながら準備を進めていき，医療
的ケア児の入所までさまざまな問題が沢山あり不安に
感じていたが，看護師が来てからやっと安心できるよ
うになり，＜保育士にとって看護師の存在の心強さ＞
を感じながら，【医療的ケア児を保育所全体で受け入
れる環境作り】を行っていた。
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表 2-2　医療的ケア児が入所するまでの看護師との連携における保育士の思いと役割
カテゴリー サブカテゴリー データ

医療的ケア児の受け
入れへの不安

医療的ケア児の担任になる
ことへの不安

保育をこの子に教育をしてあげなあかんねんやっていう思いの前に，命大丈
夫なん？って，（中略）命守れるの？が先に来て

緊急時対応の準備をするこ
とに伴う不安の増大

事前に万が一のことに備えては，（看護師に）相談しながらしましたけど，
イメージ，ずーっとすればするほど，ほんまに大丈夫かなっていうのがどん
どん膨らんでいくわけですよ，自分のなかで

担任になるまで医療
的ケア児を保育する
イメージの欠如

医療的ケア児を保育するイ
メージのなさ

自分の分野でないと思っているので，まったく違う世界のなんか，ことがき
たなっていうのが正直な気持ちですね

医療的ケア児に会うことで
の保育のイメージ化

（気管に）穴開けて医療的ケアは必要ではありますけど，（中略）どこまでこ
の子ができるかを考えていかなあかんなっていうのは思って，そこから会っ
たことでより（保育を考えるようになった）

医療的ケア児を保育
所全体で受け入れる
環境作り

医療的ケア児の担当者の負
担を軽減する体制作り

最初からあなたですよっていうのはその人が負担になるっていうか，プレッ
シャーにかかってしまうので，その人ばっかり負担がかからないように園全
体として，話し合いもするし，やっていきましょうっていうのが元々の入園
前の準備であった

保育所全体での緊急時対応
への取り組み

（看護師は）万が一，（気管カニューレが）とれたときはどうしたらいいかっ
ていうその手順，ここにこれとこれいるから持ってきてくださいね。そのと
きは，こうするから，補助してこれ出してくださいねとか，（中略）抜管し
た時の想定も細かく話し合いをして，（看護師さんは），救急車もこっから
入ってきてくださいっていうことまでぜーんぶ打ち合わせして言うてくれ
てはりました
その子に備えた緊急対応の研修会も（保育士たちは）子ども達が昼寝してる
間にしてたりだとか，意識がない，抜けました，どういう配慮をしますか？
他の子ども達をどうやって移動とかデモンストレーション，避難訓練じゃな
いけどやってた

保育士にとって看護師の存
在の心強さ

先生（看護師）がいてくれてることで，この子（医療的ケア児）の一人の教
育が賄えてるっていうことの意味の大きさがほんとにある
本当に始まるまでいろんな問題が沢山でてきて，ずっとずっと不安なような
感じではありましたけど，でも，看護師さんが来られてからはやっと安心で
きるような感じですかね

また，看護師は，＜管理者が中心となる医療的ケア
児の受け入れ準備＞により，円滑に医療的ケア児の受
け入れが進んだことから，【管理者が中心となる医療
的ケア児の受け入れ体制の整備】が必要であると捉え
ていた（表 2-1，表 2-2）。
2）医療的ケア児の入所後の看護師と保育士の連携におけ
る思いと役割

看護師は，園児に医療的ケアを実施するために初め
て保育士と一緒に働くことになった。その中で，＜保
育士の役割を理解できていないことへの気づき＞とと
もに，他に支援が必要な子どもがたくさんおり，保育
士兼医療的ケア担当看護師のような＜看護師の役割以
上のことを求められる状況＞から【保育所における看
護師の役割へのとまどい】があった。また，看護師は，
保育士との関わりの中で，保育記録などは書かなくて
よいとの＜保育士の助言による自分の役割の再認識＞
をしたり，中心となる看護師が＜保育所における看護
師の役割を他の看護師へ教示＞し，＜困ったことに対
する看護師同士での相談＞を行ったりすることで，【保
育所における看護師の役割の理解】をしていた。さら

に，＜保育士との話し合いによる医療的ケア児への統
一した対応＞を行ったり，その場面場面で子どものた
めになると判断したことは＜保育士の役割と線引きせ
ずにできることを行う保育士への配慮＞をしたりする
ことで【保育士の役割を尊重しながら自分にできる実
践】を行っていた。
保育士も，看護師と一緒に仕事をするのが初めての

ため，最初は＜看護師と一緒に働くことへの不安＞が
あったが，看護師が保育士目線で色々気が付いてくれ
るため，＜看護師を助け合う保育士として錯覚（する
こと）＞をしたりして＜看護師との連携の仕方へのと
まどい＞があり，【保育所における不明瞭な看護師の
役割】を感じていた。その中で，医療的ケア児が保育
所に来る意味を考え，＜看護師に医療的ケアを任せな
がら保育を行う必要性＞を理解し，短時間でも＜看護
師に保育のことを理解してもらうための話し合い＞を
することにより，【看護師と連携しながらの保育展開】
ができるようになっていった。
また，看護師は医療的ケア児について＜クラスの園

児がしてはいけないことを理解できる説明＞を行い，
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表 3-1　医療的ケア児の入所後の保育士との連携における看護師の思いと役割
カテゴリー サブカテゴリー データ

保育所における看護
師の役割へのとまど
い

保育士の役割を理解できて
いないことへの気づき

始まってみると想像以上に私が保育に関して分かってないっていうことが
自分でも分かった

看護師の役割以上のことを
求められる状況

（医療的ケア児以外に支援を必要とする園児が多いため）担任の先生も今 3
人いはって，（中略）支援が必要かなってお子さんが結構いらっしゃって大
変なんで，（中略）私は今の状況としては保育士兼医療ケア担当みたいな

保育所における看護
師の役割の理解

保育士の助言による自分の
役割の再認識

保育記録も保育士の先生にそこまでは書かなくていいって言われて，看護
師ってなんでもやってあげたくなるんで，（中略），線引きが分からないとこ
ろで先生に声かけてもらえてよかった

保育所における看護師の役
割を他の看護師へ教示

（他の看護師が）この子（クラスの園児）は出来るから続きの折り紙を教え
てあげたいって，それができないのがつらいって。でもね，ここをクラスを
切り盛りしてるのは担任の先生やからその子は伸びるかもしれないけど，
今，じっと座って折り紙を折るっていう設定も入ってるんですよ，先生（看
護師）って

困ったことに対する看護師
同士での相談

私が困ったことがあると，保育士に相談っていうよりは，残りの看護師に相
談するっていう感じで

保育士の役割を尊重
しながら自分にでき
る実践

保育士との話し合いによる
医療的ケア児への統一した
対応

ふたりで打ち合わせしてるのは絶対ふたりの対応を一緒にする。（中略）○
○先生も気づいてくださったので，例えばはさみは，初めて持ったけど，ど
うやって練習させていくのかとか，（中略）全然知らないことばっかり，そ
ういうところで一番身近にいるプロっていうのが○○先生なので，どんどん
聞いてどういう風にやったらいいですかっていうのを聞いて教えてもらっ
て（いる）

保育士の役割と線引きせず
にできることを行う保育士
への配慮

例えば（医療的ケア児が）気管切開で酸素だけだったら誰でも（酸素ボン
ベ）持てる，看護師でなくてもかつげるので，看護師がそういう身の回りの
ことも兼ねるのはどうかってなって（思ったけど），（中略）（今は）その子
についてる一人の大人としてやれることはやればいいと思ってるし，できる
ことはやる。別に資格関係なく，できることはやる。（お互いの職域を）線
引きしてもその場面場面によって違うし，本人にとって何がベストかを選択
していくしかない

医療的ケア児がクラ
スの一員として定着
するための支援

クラスの園児がしてはいけ
ないことを理解できる説明

子どもにもここは触っていいけど，ここはダメよとか。少しずつしゃべって
いった

保育士がクラスの園児に適
切に説明していることの確
認

入園してくる前の日にクラスの子ども達集めて，先生の方からこういう子が
来ますっていうお話をしました。（中略），A先生の説明してくださってる内
容に何の間違いもなかったんですね。私としてもここまで分かってくださっ
ていたら大丈夫だわって

看護師にクラスの園児が医
療的ケア児の状況報告

5歳児さんでしっかりしてて，アラーム鳴ったらアラーム鳴ってるって教え
てくれるし，よだれでてたらよだれ拭いてくれるし。吸引前に痰が出てきて
たら出てるよって教えてくれたり

＜保育士がクラスの園児に適切に説明していることの
確認＞をしたり，＜看護師にクラスの園児が医療的ケ
ア児の状況報告＞をしたりすることを通して【医療的
ケア児がクラスの一員として定着するための支援】を
行っていた。保育士も＜保育を通して成長する医療的
ケア児＞を感じるとともに，医療的ケア児が来てくれ
たことで，周りの子どもたちの成長にもつながってい
ると，＜医療的ケア児との関わりが及ぼすクラスの園
児の成長＞から【幼児保育は医療的ケア児もクラスの
園児も成長する機会】となると捉えていた（表 3-1，
表 3-2）。

Ⅳ．考 察

1．医療的ケア児が入所するまでの看護師と保育士との連
携におけるそれぞれの思いと役割

看護師は【保育所で医療的ケア児を受け入れる体制
の整備】をしながら，【保育所のスタッフとしてなじ
むための環境作り】をしていた。これは，医療的ケア
児が保育所に入所するために初めて看護師が着任し，
保育所での自分の役割が明確でない中で，医療的ケア
児を受け入れてもらうための準備として，まず，保育
士の理解と協力が必要であると考え，看護師は管理者
や保育士とコミュニケーションを行うことで保育士と
の仲間意識を高め，医療的ケア児を受け入れるための
土台作りを行っていたと考えられる。
一方で，保育士は，保育所が準備を進めても【医療
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表 3-2　医療的ケア児の入所後の看護師との連携における保育士の思いと役割
カテゴリー サブカテゴリー データ

保育所における不明
瞭な看護師の役割

看護師と一緒に働くことへ
の不安

看護師と保育士がおんなじ場所にいて，果たしてうまくやれるのかっていう
のがいろんな人の心配の要素やとは思うんです

看護師を助け合う保育士と
して錯覚すること

私は看護師さんがすごく色々気が付いてくれるので，保育士目線で，保育士
として見てる部分もあったんですけど，でも違うよなって思うし

看護師との連携の仕方への
とまどい

○○くんのためにも他の子のためにも（中略），（看護師と）話し合いをして
いかないといけないし，変にラインを引きすぎると寄り添えなくなってしま
うし，だからといってこっちが甘えすぎるのもあかんしってのが，一番難し
いところで

看護師と連携しなが
らの保育展開

看護師に医療的ケアを任せ
ながら保育を行う必要性

保育所に入るのであれば保育面はしっかりフォローしていかなければなら
ない中で 5歳児に入るので（中略），保育所にくる意味，そこは看護師さん
にお任せではなくって協力してやっていかなければいけないところだとは
思っていた

看護師に保育のことを理解
してもらうための話し合い

あうんの呼吸でいけるときもあれば，全然そうじゃないときもあるんで，そ
んときには，短い時間でしゃべってその場を過ごしたりとか，仕事終わって
ちょっと話したりとか。（中略）話さないかぎりは絶対にうまくはいかない
ですし，（中略）気になることがあったらお互いに絶対言う。ためていいこ
とはないって

幼児保育は医療的ケ
ア児もクラスの園児
も成長する機会

保育を通して成長する医療
的ケア児

お母さんな，今日から下にいてなくて帰ってもらうねんでって，自分で色ん
なことできるようになったからなって言ったら，『やったあ』て言うてやり
ました（中略）自立できる，うれしいなっていう気持ちをね，本人も持って
たんかなってそんときに思ってね

医療的ケア児との関わりが
及ぼすクラスの園児の成長

○○くんの成長だけでなく，周りの子ども達の成長にもつながっています。
彼が来てくれたことで，今の5歳の雰囲気がまた変化してるんやろうなとは
思いますね

的ケア児の受け入れへの不安】が高まり，【担任にな
るまで医療的ケア児を保育するイメージの欠如】が
あった。空田（2015）の研究では，保育士が医療的ケ
アという言葉について聞いたことがないと答えたもの
が半数いたと報告しており６），保育士は医療的ケアと
いう言葉自体を聞いたことがないために，医療的ケア
児の保育が具体的にイメージできず，未知への不安が
あったと考えられる。また，看護師は医療的ケア児の
保育に対する不安がある保育士の状況を理解し，【保
育士の心情に配慮しながら医療的ケア児への段階的な
理解の促し】を行っていた。このことから，医療的ケ
ア児が保育所に入所するためには保育士の理解や協力
が必要であるが保育士の不安が強いことから，看護師
が緊急時対応を含めて段階的に医療的ケア児の理解を
促すことにより保育士の不安や負担が増えないように
するとともに，保育士が医療的ケア児を受け入れるこ
とは怖いことではないと思うことで今後も継続して医
療的ケア児を受け入れることへの抵抗を減らすことに
つながると考えていたことが窺える。そのため，保育
士の不安や負担を軽減するために保育士の反応を見な
がら緊急時対応を含めた医療的ケアに関する知識は，
段階的に進めていくことが必要である。

2．医療的ケア児の入所後の看護師と保育士との連携にお
けるそれぞれの思いと役割

看護師は医療的ケア児が入所することにより初めて
保育士と働くことになり，＜保育士の役割を理解でき
ていないことへの気づき＞や，＜看護師の役割以上の
ことを求められる状況＞から【保育所における看護師
の役割へのとまどい】があった。このとまどいは，医
療的ケア児への社会のニーズに伴う看護師の役割拡大
により生じた新たな職場である保育所において医療的
ケア児の保育における保育士の役割と看護師の役割が
不明瞭であるために生じたものと考えられる。八田，
金城（2015）の研究では，保育所で勤務する看護師は，
保育所の業務について全体の 76.9％が「難しい」，
「思っていたよりも難しい」と回答し，その内容とし
て，保育所の求めている業務と自分が必要だと思う業
務との間にギャップがあると報告している９）。また，勝
田（2011）は，看護師が特別支援学校に勤務する戸惑
いとして，特別支援学校を知らない，教育の世界や教
諭と接する経験がない，看護師に求められているもの
が何であるのか知らずに来ていると報告している１０）。
そのため，各保育所が求める看護師の役割を明確にす
る必要がある。一方で，中心となる看護師が＜保育所
における看護師の役割を他の看護師へ教示＞し，＜
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困ったことに対する看護師同士での相談＞を行うこと
により，【保育所における看護師の役割の理解】をし，
【保育士の役割を尊重しながら自分にできる実践】を
するようになっていた。菅野ら（2018）は，特別支援
学校において，看護師が専門性を発揮し，教員と協働
できる環境作りが求められる中で，看護師は「教育の
中での看護」として，学校現場は教育の場であること
を理解し，教員を主体として看護師が主体にならない
よう，教員をたててさり気なく関わっていたと報告し
ている１１）。本研究でも看護師は，医療的ケア児が保育
所に保育を受けに来ているため，保育現場で保育士を
支援することが自分の役割であることを見出したと考
えられる。また，保育士も看護師と一緒に働くことは
初めてのため，最初は【保育所における不明瞭な看護
師の役割】にとまどっていたが，＜看護師に医療的ケ
アを任せながら保育を行う必要性＞を理解し，＜看護
師に保育のことを理解してもらうための話し合い＞を
することにより，【看護師と連携しながらの保育展開】
ができるようになっていた。金城，松平（2004）は，
保育士からみた看護師との連携の現状について，十分
にコミュニケーションを図ることで相互の信頼を高め
ることにつながり，より情報の共有が可能になると述
べている１２）。保育士は，看護師との信頼関係があるこ
とで話し合うことができ，医療的ケア児に看護師は必
要であるが，保育の方針は譲れないため，自分の保育
の方針を伝えて，看護師と協力して自分の行いたい保
育を実現することができていたと考えられる。
また，看護師は，【医療的ケア児がクラスの一員と
して定着するための支援】を行い，クラスの園児が医
療的ケア児をクラスの一員として受け入れていたこと
から，保育士は【幼児保育は医療的ケア児もクラスの
園児も成長する機会】となると捉えていた。原田（2019）
は，医療的ケアが必要な重症心身障害児が，学校で学
ぶことで大きな成長を遂げるためには，看護師と教員
がしっかりと協働し，安全で充実した学習環境をつく
りあげることで得られると述べている１３）。クラスの園
児と医療的ケア児の双方の成長を保育士と看護師が共
通理解することにより，医療的ケア児が安全に保育を
受けるための看護師と保育士の連携が促進されると考
える。

3．医療的ケア児を受け入れるための体制

看護師は【管理者が中心となる医療的ケア児の受け

入れ体制の整備】，保育士は【医療的ケア児を保育所
全体で受け入れる環境作り】を重要と捉えていた。井
上，長谷川（2018）の東京都の保育所における医療的
ケア児の支援実態の報告では，保育士が医療的ケア児
の保育を，看護師や担任だけに任せるのではなく，園
全体で担うという認識の下ですすめられており，園の
保育者集団，区の保育者集団によって二重三重に支え
られていると感じていたことから，安心して医療的ケ
ア児の保育を行うことができたのではないかと述べて
いる１４）。このことから，看護師や保育士だけが責任を
もつ環境では両者とも責任の重さにより離職したり，
次の医療的ケア児を受け入れようという気持ちが持て
なかったりすることにつながる可能性がある。そのた
め，継続して医療的ケア児を受け入れていくためには
医療的ケア児を保育所全体で責任をもつ体制や管理者
自身が医療的ケア児への肯定的な思いをもち，保育士
や看護師が困ったときに相談できる環境を整えること
が必要であると考えられる。

4．研究の限界

今回，研究対象者が 4施設の看護師と保育士計 9人
であり，施設数や対象者数が少なく，本研究結果を一
般化するには限界がある。今後は，施設数や対象者数
を増やして，結果をより洗練する必要がある。

Ⅴ．結 論

本研究の結果，以下のことが明らかになった。
1．医療的ケア児が入所するまでの看護師と保育士
の連携において，看護師は，【医療的ケア児への保育
所での受け入れの思い】があり，【保育所で医療的ケ
ア児を受け入れる体制の整備】，【保育所のスタッフと
してなじむための環境作り】をするとともに，【保育
士の心情に配慮しながら医療的ケア児への段階的な理
解の促し】を行っていた。また，【管理者が中心とな
る医療的ケア児の受け入れ体制の整備】がされていた。
一方，保育士は，医療的ケアの言葉を初めて聞き【医
療的ケア児の受け入れへの不安】や，【担任になるま
で医療的ケア児を保育するイメージの欠如】があった
が，看護師と連携する中で【医療的ケア児を保育所全
体で受け入れる環境作り】を行うようになっていった。

2．入所後における看護師と保育士の連携において，
看護師は，【保育所における看護師の役割へのとまど
い】があったが，保育士との関わりの中で【保育所に
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おける看護師の役割の理解】を深め，【保育士の役割
を尊重しながら自分にできる実践】をするようになっ
ていった。一方，保育士は，看護師と一緒に働くこと
が初めてで，【保育所における不明瞭な看護師の役割】
のために一緒に働くことへの不安を感じたり看護師を
保育士と錯覚したりしながらも看護師との話し合いを
重ねることにより，【看護師と連携しながらの保育展
開】ができるようになっていった。

本論文は神戸市看護大学大学院看護学研究科に提出し

た 2019年度修士論文を加筆・修正したものである。また，

本研究は，日本小児看護学学会第 30回学術集会において

発表した。

利益相反に関する開示事項はありません。
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〔Summary〕
To trace the process among the nurses and nursery teachers when they recognize the children requiring

constant medical care, the authors interviewed 5 nurses and 4 nursery teachers recruited from 4 schools. Our
semi-structured interview tapped their thoughts and roles in collaboration for the children. The qualitative
descriptive analysis summarized comments by nurses to 5 categories from 12 subcategories, and did those by
teachers to 3 categories from 7 subcategories. Before the admission of the children, the teachers could not
anticipate the care since they could not illustrate the care. And therefore, the nurses sympathized and
encouraged the teachers to imagine gradually such children. After the admission of the children, though the
nurses first felt confused to the expected role as nurses, as a consequence they realized their role and provide
the nursing. Though the teachers first worried in working with nurses due to uncertain roles of nurses, they
could provide childcare in collaboration by repeated consultations with them. Nurses working at nursery schools
are requested to recognize their role in encouraging nursery teachers to understand properly and to care the
children requiring constant medical care.

Key words: children requiring constant medical care, nursery schools, nurses, nursery teachers, collaboration
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