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特別なニーズのある子どもの研修に関する

保育所保健職員のニーズ

一経験年数、資格による研諺ニーズの違い一

1 .問題の所在と邑的

障害のある子どもや医療的ケアが必要な子ど

もなど、特別なニーズのある子どもが保育所に

入障するようになり保育所に求められるニーズ

が多様化している。 2008年に改訂された保育所

保育指針では、多様な子どもに対志するため、

研修を行う必要性が明示された。これを受け、

社会揺祉協議会や地方吉治体などにより、保育

士を対象とした研修が行われ、ている c 保育月ITの

保健担当職員(以下、保健職員とする)について

も他の保育土と同様に、研修の機会が設けられ

ている。

保育所に勤務する保健職員は職員の中心とな

って保健活動を行う職員である。保健職員は担

任をしているクラスの子どもだけに関わるので

はなく、圏全体の子どもに関わる機会が多く、

多様な子どもに対j忘することが求められる。そ

のためには子どもや保護者への対応方法を身に

つけるための研修が必要であるが、 Nishimura

& Tokuda(2010)による特別なニーズのある子

どもを担当する保健職員に関する調査では、対

象者の多くが保健j隊員のための研修の少なさを

じ、研修が必要であると考えていた。しかし

この調査では保健職員が求める研修内容が明ら

かになっていない。保健j職員にとって効果的な

研修を行うためには、保健職員の研修ニーズの

把握が必要である O

保健職員の業務は、その内容から看護師や保

健師などの看護j肢が担当することが望ましいと

されているが、看護織の配置されている保育所
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は保育所全体のがJ3割程度にとどまっている

(日本保育協会 J 2010)。そのため、保縫Jl殻良の

なかには看護締や保健師、助 j宅 l~所在いつ

に関する資格{来高者と保育上資格保有者がし 1る。

それぞれの資絡取得のための長礎教育が異なる

ため、保有資格により専門分野や知織に茶があ

り、必要と感じる研修内容が異なることが考え

られる。また、保育訴は保育現場での勤務経験

を積むごとに保有者としてJj)(:長していく(秋田，

2000)。このため保健JI殻此としての勤務年数に

よっても研修ニーズが異なる可能性が考えられ

Q 。

そこで本研究では 特別なニーズのある r-ど

もの{込育にi識する1*健i織討の研ニーズを明ら

かにすること、保育所における勤務経験および

資格による研修ニーズの有無を明らかにするこ

との 2点を巴的とする。本研究では、障害や慢

性疾患のある子ども、障害の疑いのある子ども、

医療的なケアを必要とする子ども、特別な家庭

環境下に置かれていることにより問題ーの生じて

いる子どもを特別なニーズのある子どもとした。

また、慢性疾患とは糖尿病や腎疾患、心疾患な

どの疾患、医療的ケアとはl略疾吸引や経管栄養、

導尿などを指すこととした。特別な家庭環境に

より問題の生じている子どもとは、ひとり親家

庭や虐待が疑われる家庭ーなど家庭環境により子

どもに問題が生じている子どもを指すこととし

た。
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立.方法

1 .誤査対象者

茨城県内の保育所において、保健職員として

保育所に勤務している者 210名c1屈につき 1

f=1)に制査を依頼し、 154名からの回答を得た(回

収率 73%)。

2. 手続き

茨城県において開催された、県内の保育所に

勤務する保健職員を対象とした研修会において

参加者に特別なニーズのある子どもの研修に関

する無記名の質問紙を配布し、その場で回答し

てもらい、回収した。調査時期は 2011年 1月

であった。

3 分析の視点

研修ニーズに影響を及ぼすと考えられる保育

に関する知識は、若手保育者と中堅保育者では

差があるが、仁1:1翠保育者とそれ以上の経験を持

つ熟練保育者ておは差がないとされている(高演 3

2000)。また、保奔所における勤務年数の区分

として、経験年数 5年前後の者を若手の保育者

とみなす場合が多し¥(秋田) 2000;藤 11時・熊谷・

藤永， 1985)。そこで、本稿においては勤務年

数が 5年以下の者を若手群、 6年以上の者を中

堅以 1~.~1キと分顕した。さらに保有資格を加えて、

回答者を若手看護職、中堅以上の看護職、若手

保育者、仁iこi堅以上の保育者の 4群に分け、回答

をJ:ヒ車交した。

4 調査項目

調査項目は、対象者の属性に関する 6項目(性

別、年齢、雇用形態、雇用されている資格、勤

務年数、勤務の内容)、勤務する保育所の状況に

関する 3項自(保育所の種類、在罰している子ど

もの数、特別なニーズのある子どもの在鴎状況)、

必要と感じる研修に関する 4項 iヨ(研諺の必要

な分野、希望する研修の形式、研修のテーマ設

定の方法、必要な研修の内容)の計 13項目であ

った。
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E 結果と考察

1 回答者の震性

回答者の属性を表 1に示す。回答者の性別は

すべて女性であった。若手看護j識は他の群に比

べて非常勤の者が多かった(非常勤の割合;若手

看護職 50%、中盤以上の看護職 20%、若手保育

者 0、中堅以上の保育者 4%)。

これには看護職の給与が関連していると考え

られる。 2008年に改訂された保育所保育指針に

保育所における看護職の役割が明記されたこと

をきっかけとして保育所への看護師の配置の機

運が高まった(高野， 2009)。保育所における看

護職の必要性は保育士も保護者も認めるところ

である(奥山・山本・大高，1997)。しかし、看護

織の給与は保育士よりも高額である場合が多く、

雇用費用が保育所の経営にとって負担になる

(奥山ら，1997)。そのため、看護姉を雇用する際

には非常勤職員として雇用する場合があり、本

調査結果もその影響を受けていると考えられる。

2. 業務の内容

回答者の勤務の状況を尋ねた結果を表 2に示

した。看護織をみると乳児のクラスに入ると屈

答した者が若手 38%、中盤以上 10%、乳児以外

のクラスに入ると回答した者が若手 56%、中盤

以上 30%であり、クラス担任をしている者が若

手 25%、中堅以上 10%であった。保育に入らず

に保健活動を行う者は若手看護職 6%、中堅以

上の看護I識30%、若手保育者 21%、中堅以上の

保育者 18%とごく少数であった。本来、看護j搬

は乳児保育と保健活動の充実を自的として配寵

される(高野， 2009)。しかし、実際には看護職

であっても保健活動に専念できているわけでは

なく、保育者が足りないクラスに補助として入

ったり、傷病が生じた時にその対応をしたりす

るという形で保健活動を実施していると考えら

れる O
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表1.回答者の属性

若手 中盤以 lての 若手 中堅ー以上の

看護職 保育者 保育者

(nご 16) (nご 10) (n=29) (βご 91) 

平均夜所児数(名)
121.4 139.3 110.5 96.3 

(土36.5) (土40.2) (土36.7) (土43.6)

平均勤務年数(年) 2.0C土1.1) 11.8(土7.7) 2.5C土1.1) 19.5C土1.03)

;仏，ι2入、
19% 40% 10% 62% 

保育所の設置形態
( 3名) (4名) ( 3名) (56名)

!私立 81% 60% 90% 38% 

(13名) (6名) (26名) (35 1'1) 

20議代
6% 10% 17% 10% 

( 1名) (1名) (5名) ( 9名)

;30議代
50% 40% 41% 37% 

( 8名) (4名) (12名) (34 ~1) 

44% 20% 17% 14~見
40議代

( 7名) (2 ~1) ( 5名) (13名)

[50歳以 iて
30% 24% 38% 

O 
(3 tl) (7名) (351'1) 

50% 80% 100% 96% 
勤務形態 常勤

( 8名) (8 ~I) (29名) (87名)

50% 20% 4% 
非常勤

( 8名) (2名)
O 

(4名)

表 2. 業務の内容(選択式)

若手 中堅以上の ~:T rllll史以 Lの

看護JI鼓

(n=16 ) (nニ10) (nニ29) (nニ91) 

56% 30% 10(% 12%) 
乳児以外のクラスに入る

(9名) (3名) ( 3名) (ll名)

38% 10% 3% 1% 
乳児クラスに入る

(6名) u名) ( 1名) ( 1名)

25% 10% 100% 69% 
クラス控任をしている

(4名) u名) (29名) (63名)

6% 30% 21% 18% 
保育に入らず保健活動を行う

(1名) (3名) ( 6名) (16名)

6% 5% 
主任をしている

(1名)
O O 

( 5名)

10% 3% 7% 
その他 。

u名) ( ]名) ( 7 ~I) 

(複数回答)

看護師は資格取得時に小児看護学において、

健康な子どもと疾患のある子どもの健康支援に

ついて学ぶ。しかし、その知識は保育所:におけ

る子どもの健康支援を行うには十分とはいえな

し¥(稲毛， 2007)。また、看護職は保育の専門家

ではない。そのため「子どもとどのように援す

ればよいのかわからなしリ、「子どもとの援し方

は保青士のやり方を見ょう見まねである」と悩

む看護j識もいる(稲毛， 2007)。専門外の勤務を

行うことにより、看護i臓が果たすべき役割を十

分に果たすことができないばかりか看護師にと

って負担となっていると考えられる。

3. 在圏している子ども

調査対象者が勤務している保育所にどのよう

55 



西村実穂

な気になる子どもが在関しているのかを尋ねた

(表 3)。全体として最も多く在闘しているのが

の疑われる子ども J(62%)、次いで「発

達i埠害J(55%)が多かった。

る子どもと判断していると思われる。加えて中

堅以上の看護職は、保育に入らず保健二業務を行

う者が若手看護職よりも多い。保育のなかで子

どもの問題行動を自にする機会が少ないため、

「障害の疑われる子どもJ しているか 樟害の疑われる子どもが在国していると考える

どうかは個人の子どもの捉え方により差がある

と考えられる O そこで、 Fisherの直接確率計算

法を用いて 4群の差の有無を確かめたところ有

見られた(p二 0.021)。看護j織の方が保育者

よりも障害の疑われる子どもが在留していると

感じる割合が低い。これは、子どもと接する機

会の多寡によるものと考えられる。表 2からわ

かるように、保育者は看護職に比べてクラスの

担任をしている者が多い。クラス担任として毎

日一子どもたちと接するなかで障害があるのでは

ないかと感じる機会が多いことが考えられる。

また、気になる子どもがし、ると回答した割合

は、若手者殻j賊(56%)と中堅以上の看護職(20%)

という向じ者殺j臓のI'Mjでも差が見られた。この

理11主!として、若手看護!織は健康な子どもと関わ

ったり、供~J討をなすこどもについて学んだ経験が保

育者に比べて少ないことが考えられる。そのた

め若手看護j肢は健常児に見られる行動であって

も、気になる行動で、あると捉え、障害の疑われ

者が少なかったと考えられる。

4. 必要であると感じる研修分野

必要であると感じる研修分野について尋ねた

結果を表 4に示した。

全体では、発達障害に関する研修が必要であ

ると感じている者が最も多く、医療的ケアに隠

する研修が必要と感じる者が最も少なかった。

研修が必要であると感じる分野に群ごとの差

があるかどうかを Fis]lerの直接確率計算法を

用いて確かめたところ、 f特別な家庭環境J

(p=0.023)、「知的障害J(p=0.045)、f慢性疾患」

(p= 0.043)、「身体樟害J(p=0.025)の 4項目に

おいて有意差が見られた。

知的障害、身体樟害については若手者護職の

研修ニーズが突出して高い。保育士は養成課程

のなかで障害児保育は必修科目とされており、

資格取得時まで、に必ず障害について学ぶ機会が

ある。それに対して、看護師資格取得時には俸

表 3. 在|翠している気になる子ども(選択式)

全体
若手 中堅以上の; 若手 中堅以上の

(八と146)
看護職 看護職 保育者 保育者

(n=16 ) (n=10) (n=29) (n二 91) 

障害の疑われる子ども 62% 56% 20% i 76% I 60% 士

(88名) ( 9名) (2名) (22名)I (55名)

発達i障害 55% 63% i 70% i 41% I 55% 
(81名) (10名) (7名)i (12名)I (50名)

特別な家j怠ニ環境の子ども 47% 50% I 20% I 52% 1 47% 
(68名) (8名) (2名) (15名)1 (43名)

知的障害 39% 25% 50% : 28%守 45% 
(57名) (4名): (5名): (8名) (41名)

慢性疾患 23% 25% 30%ι 24% 21% 
(33名) (4名)， (3名) ( 7名) (19名)

身体障害 18% 13% : 30% : 14% 19% 
(26名) ( 2名): (3名)ι (4名); (17名)

医療的ケアが必要な子ども 2% 6% 
O 

3% 1% 
( 3名) ( 1名) ( 1名) ( 1名)I 

(複数回答)
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表 4. 研修が必要な分野(選択式)

全体
若手 ;中堅以上の 若手:中盤以との

看護職 保育者 保育者
(λと146)

(nニ16): (刀工10) 主 (n=29) (n=9U 

発達障害 90% 

(131名)

特別な家庭環境 67% 

( 98名)1

知的障害 66% 

( 97名)

慢性疾患 42% 

( 61名)

身体障害 40% 

( 59名)

医療的ケア 35% 

( 51名)

泳女 :pく0.01，女:p<0.05 

害のある子どもについて学ぶ機会が必ずあるわ

けではなく、このため若手看護織は障害に関す

る知識の不足を感じていると考えられる。

についても若手看護織の研修ニーズ

が高かった。疾患に関する分野

分野である。しかし、保育所における協病児へ

の対応に戸惑う保育所看護職がいること(稲毛，

2007)からもわかるように

髄性疾患児の対応は

にえとめら~/しる

と保育所では異な

る。本調査においても若手看護職は匿療機関と

保育所における対応の違いに戸惑い、保育所に

おける対応方法を知るための研修を希望してい

ることが考えられる。

一方、同じ看護職であっても中堅以上の看護

織の知的障害、慢性疾患、身体障害についての

研修ニーズは若手看護職ほど高くなかった。勤

務する圏に在籍する気になる子ども(表 2)を見

ると、知的障害、慢性疾患、身体障害の子ども

が在|翠している割合が若手看護職群よりも中堅

以上の看護職群の方がやや高い。加えて中堅以

上の看護職は若手群よりも保育所に長く勤務し

ており、障害児への対応経験があると推測でき

る。このため、保健職員としての対応方法や知

識を既に身につけていると感じている中堅保育

者は研修の必要性を感じなかったと考えられる O

94% 100%: 
E 

83% 90% 
(15名); (10名): (24名) (82名)

56% I 40% 86% 66% 

( 9名) ( 4名)! (25名ト (60名) 士

94% 50% : 69% 63% 
決

(15名) (5名): (20名)ι (57名)

75% ' 40% ; 38% ; 37% 

(12名) (4名) (11名): (34名) 古今

69%。 30% 52% . 33% 

(11名) ( 3名) (15名) (30名) * 
50% 30% 38% 32% 

(8名) ( 3名) (11名) (29名)

(総数回答)

若手保育者が研修の必要性を最も強く感じて

いるのは特別な家経環境の子どもへの対応であ

った。新任保育者は社会経験や保育経験の少な

さから、 子どもの様子を保護者に適切に伝えら
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れない、 者からの i~江頭を何られていないJ-:

いった保護者への対応に関する課題を抱えてい

る(本野・能回. 2008)0 ~干保 if# も新打:保イ7

者と i詩様に保護者対応に していると j忍われ

る。さらに、特=見IJな家庭環境の場合には・般の

家庭の保護者以上に自己患が必要となる。そのた

め豊富な保青経験のある中堅以上の保育者であ

ってもこのようなケースに容易に対応できるも

のではなく、新任保育者が特別な家産環境につ

いての対応方法を学ぶ機会を必要としているの

は当然といえる。

5 必要であると感じる研修の内容

(1) 必要とされる研修内容

必要であると感じる研修の内容を尋ねた結果

を表 5に示した。全体として必要であると感じ

る者が最も多い研修内容は「特別なニーズのあ

る子どもの問題行動への対処方法J(全体 80%、

若手看護J[哉75%、仁!こl竪以上の看護J[部60%、若手

保育者 86%、中盤以上の保育者 80%)であった。

気になる子どもの問題行動は保育所において頻

繁に起こる。しかし、その対処方法を保育所職
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員が身につけているとは言い難く、対応に困難

を抱えているのが現状である。その解決方法を

知るため、研修の必要性を感じる者が多かった

と考えられる O

次に研修‘ニーズが高かったのは「特別なニー

ズのある子どもの保護者への対応方法j であっ

た(全体 78%、若手看護職 81%、中盤以上の看

謎I限80%、若手保育者 86%、中堅以上の保育者

75%)。配l誌が必要な子どもの場合には、子ども

の問題行動や保育所で、対応が難しい点など、保

護者にとって好ましくないことを伝えたり、専

問機関での受診を勧めるといった機会が生じ、

通常でも難しい保護者への対応がさらに困難に

なる。このような理由から保護者への対応方法

についての研修の必要性を感じる者が多い。久

保 111.替藤・西牧・嘗島・藤井・滝)11 (2009)は、

経験年数を積んだ保育者であっても、保護者対

応に困難を感じる者が多いことを示している O

本調査の対象者も久保山ら (2009)の調査と同様

に勤務年数にかかわらず保護者対応に苦慮して

表 5. 必要な研修内容(選択式)

若手 1 中堅以上の; 若手 中堅以上の
全体

(λ正二146)
看護職!看護職 保育者 保育者

(n=16) ; (nこ 10) 刀ご29) (n=91 ) 

特別なニーズのある子どもの 80% 75% 60% : 86%: 81% 

問題行動への対応方法 (117名) (12名)i (6名)! (25名) (74名)

特別なニーズのある子どもの 78% 81% 80% : 86%! 75% 

保護者への対応方法 (114名) (13名)ゐ (8名) (25名) (68名)

障害についての 73% 69%。 70% 83%; 71% 

)i~l礎的な 9~1]識 (107名) (11名) (7名): (24名): (65名)

障害のある子どもとの 69% 69% 40% 83%! 68% 

コミュニケーション方法 (101名) (11名); (4名) (24名)! (62名)

特別なニーズのある子ども

についての府間の子ども
65% 63% 60% 79%1 62% 

( 95名) (10名)i (6名) (23名) (56名)
への}理解のさせ方

特別なニーズのある子どもの 64% 63% 50% 76%1 63% 

心理的な問題への対応方法 ( 94名) (10名)， (5名) (22名) (57名)

特別なニ)ズのある子ども
59% 69% 50% 76%1 53% 

への対応のための保育所内
( 86名) (11名) (5名) (22名) (48名)

での連携のとり方

特別な家庭環境の子どもに 50% 50% 10% 66%: 49% 士
ついての基礎的な知識 ( 73名) (8名); (1名) (19名) (45名)

慢性疾患についての基礎的 47% 56% 50% 48%1 44% 

な知識 ( 68名) ( 9名) (5名) (14名) (40名)

特別なニーズのある子ども 47% 38% 20% 55%1 48% 士、た
の保育計画の立て方 ( 68名) ( 6名) (2名) (16名) (44名)

特別な二)ズのある子ども
46% 50% 40% 48%1 45% 

に関わる関係機関との
( 67名) (8名) (4名) (14名) (41名)

連携のとり方

慢性疾患の子どもの体調管理
34% 44% 50% 45% 26% 

* ( 49名) ( 7名) (5名) (13名) (24名)

障害のある子どもの体調管理
32% 38% 20%; 45%i 27% 

( 46名) ( 6名) (2名) (13名) (25名)

医療的ケアについての 18% 31% 10% i 31%1 12% 士
基礎的な知識 ( 26名) ( 5名) (1名) ( 9名) (11名)

公安 :pく0.01，士 :pく0.05
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いるため研諺ニーズが高かったと考えられる O

また「特別なニーズのある子どもについての

周盟の子どもへの理解のさせ方Jという項目に

ついて、全体では 65%もの保健職員が研修の必

要性を感じており、障害理解に関する研修が求

められていることが確かめられた。なかでも若

手保育者の研修ニーズが高かった (79%)。水

野・徳田(2005)の調査によると、経験の浅い保

育者に比べて経験の長い保育者は、障害につい

ての子どもからの質問に答えた経験が多いこと

が確認されている。若手保育者はこういった経

験が少なく、特別なニーズのある子どものこと

を、どのように周囲の子どもに伝えればよいか

っていると考えられる o

(2) 職種と経験年数による研修ニーズの違い

必要であると感じる研修内容について、 4{洋

の回答に差があるかどうかを Fishθrの直接確

率計算法を用いて確かめたところ、「特別な家庭

環境の子どもについての基礎的な知識(p=

0.023)J 、「慢性疾患の子どもの体調管珂(p=

0.047) J、f特別なニーズのある子どもの保育計

画の立て方(p=0.006) J、f医捺的ケアについて

の基礎的な知識(p=0.039)J の 4項目について

有意差が認められた。

「慢性疾患の子どもの体調管理jについては、

中堅以上の保育者が他の群よりも研修の必要性

を感じている割合が低かった。 11措患、心疾患な

どの漫性疾患の子どもが入園する機会は稀では

なく、中堅以上の保育者はこれまでの保育経験

のなかで'1要性疾患の子どもへの保育所における

対応方法を身につけているのであろう。また、

iヨ々進歩する医療に関する情報を常に得なけれ

ばならないという思し、から、若手看護職だけで

なく中堅以上の看護!織であっても研修の必要性

を感じていたと考えられる。

「特別なニーズのある子どもの保育計画の立

て方Jについては若手看護職、中堅以上の看護

織の研修ニーズが低かった。多くの看護臓が保
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育に入っているという現状があるが、保育計画

の立案は保育者の役割で、あると考える看護職が

多いのであろう。実際に岩手県内の保育所に勤

務する看護職を対象にした調査(荒木・遠藤・羽

室・佐藤・三好， 2003)では、若議i践による障

害児への対応の実施率が低いことが示されてお

り、看護i識は障害児への対応は保育士の役割と

考えていることがうかがえる。しかし障害児は

を合前ーしている場合も少なくなく、

には医療13'-]な配露点について.l3)J誌を行

うな 関わることが望ましい。特別な

ニーズのある子どもへの対応を職員全体で考え

るという認識を者護械に持たせ、保育計画

にi認する研修にも母加することが望ましい。

「医療I:j'jケアについての基礎的な知i織j につ

いては全体的に最も母刊さニーズが低かった。 ;D誌

の勤務する絹では医~Îí'~IJりなケアを

る子どもが在関している割合が低く(表 2)、

しない子どものことよりも、在i認している fど

もの保育が{足先されているためであろう。 しか

し、医療の進本により、 I~ミ般的ケアをnし、なが

ら在宅で生活する fどもがtffj加している昨今で

は、 j長療的ケアが必嬰な rどもの保育所への人

闘機会は増加することが予測される(高野 3

2009)。このような現状から今後保育現場で今

後も長く勤務することが予測される若手看護i識

と若手保育者は、対応できる力を身につける必

要性を感じていると考えられる。

6. 研修の実施形式

研修を行う場合、どのような形式が望ましい

かについて尋ねた(表 6)。全体としては講義形式

を望む者が多かった(58%)04群の問で回答に差

があるかどうかを碑かめるため、 Fishθrのi亙接

確率計算法を行ったところ、 ~j学問の差はみられ

なかった。また、最も選択した者の多い「講義

形式」であっても全体で 58%であり、研修内容

や研修分野などに比べて研修の実施形式につい

ては強い希望があるわけではないことがうかが



西村実穂

表 6. 希望する研修の実施形式(選択式)

全体
若手 中堅以土のi若手 中堅以上の

看護職 看護職 保育者 保育者
(λと146)

(n=16) (n=10) (n=29) (n=91 ) 

講義
58% 56% I 60%! 76% ! 52% 

(84名) ( 9名) (6名) (22名) (47名)

実際の事例をもとにした演習
51% 38% 30% i 

48%一γ; 
57% 

(75名) (6:f=，) (3名) (14名) (52名)

税義と実習を交えた形式
47% 63% 60% ! 52% 42% 

(69名) (10名) (6名)i (15名) (38名)

と見学を交えた形式
40% 38% 50% 34% 41% 

(58名) ( 6名)， (5名)~ (10名) (37名)

受講者からの質問に専門家 34% 44% 40% 28% ; 33% 

が答える形式 (49名) ( 7名) (4名)! ( 8名) (30名)

障害児のいる施設等の見学
19% 6% 10% 28% i 20% 

(28名) ( 1名) (1名) ( 8名) (18名)

実者j
10% 6% 20% 14% i 8% 

(14名) ( 1名) (2名) (4名) ( 7名)

(複数回答)

表 7. 研修テーマの設定(選択式)

全体

(.N=146) 

1 18:1の1VH多ごとに 59% 

テーマが異なる形式 (86名)

間じァー?を複数回にわたり 42% 

取り iてげて深めてし 1く形式 (61名)

合*: pく0.01，士 :p<0.05 

えた。

7 研修テーマの設定

;複数回の研修を行う場合、研修テーマをどの

ように敢り上けfることが望ましし 1かについて尋

ねた。全体では r1 [EiJの研修ごとにテーマが異

なる形式」を望む者(全体 59%)の方が「同じテ

ーマを複数回にわたり取り上げて深めていく形

式J(全体 42%)よりも多かった。

研修ーテーマの形式に関して群ごとの差がある

かどうかを Fisherの誼接確率計算法を用いて

確かめたところ、 r1 IEIlの研修ごとにテーマが異

なる形式J(p=0.007)、「同じテーマを譲数回に

わたり取り上げて深めていく形式J(p=0.037) 

の 2項目ともに有意差が見られた。 r1屈の研

ごとにテーマが異なる形式」を強く求めてい

若手 中堅上の 若手 中盤以上の

看護職 看護職 保育者 保育者

(刀=16) (n=10) (n=29) (n=91 ) 

63% 70% 83% 48% 士六

(10名) (7名) (24名) (45名)

38% 30% 21% 48% 士

( 6名) (3名) ( 6名) (46名)
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(譲数回答)

るのは新任保育者であり、複数のテーマの講義

を受けて幅広い知識を得たい思いがあることが

うかがえた。

r I司じテーマを複数百にわたって取り上げる」

形式を求める者は中堅以上の保育者に多かった。

保育者として多くの事例を経験した中堅以上の

保育者は保育の専門家としての意識を持ち、複

雑な問題にも対処できるようになる日寺期にあた

る(秋田， 2000)。このi時期の保育者は知識を得

るだけでは物足りず、保育者としての自身の力

をさらに高めたいという思いが生じる。その欲

求を満たすためテーマについてじっくり考える

形式の研修を望んでいると考えられる。
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N. まとめ

保護者への対応や問題行動への対応方法など

4群ともに研穫が必要であると感じている

多かったのは、発達障害に関する訴修であった。

また、「特別なニーズのある子どもの問題行動へ

の対応方法j、「特別なニーズのある子どもの保

護者への対応方法」、「障害に関する基礎的な知

識Jに関する研修を求める者が多かった。これ

らの新修ニーズの高い項詰は職種と勤務年数に

よる大きな差が見られなかった。これらの項E

に鑓してはf保呆健職員全{体本に対して研{修彦を行う必

要があると考えられる。

一方で司研修が必要であると感じる分野や内容

については 4 の差がみられており、対象者

に合わせた研修を企画する必要があることが示

唆される。各群の研修ニーズには次のような特:

徴が見られた。

若手看護職:若手看護職は特別なニーズのあ

る子どもについて学ぶ機会が少ないまま、保育

現場での勤務を行わなければならない状態であ

る。このような背景から くの項

自について、研修が必要であると感じていたc

若手看護職が特別な配慮、を要する子どもに適切

な対応をするためには、障害に衡する基礎的な

知識を得ることができる講義形式の研修が適し

ていると考えられる。

中堅以上の看護職:研修の必要性を感じてい

る者が他の群よりも少ない項目が複数見られた。

特別なニーズのある子どもへの対応を含めて、

保育に関することは保育者の役割であると考え

ている様子がうかがえる。これには保育所にお

ける看護職の役割と保育者の役割の境界が不明

確であることも影響していると考えられる。し

かし、保健職員は保育所の多くの子どもと関わ

る機会のある職員である。看護職であるから保

には関わらないというのではなく、特別なニ

ーズのある子どもに関わるための知識や対応方

法について学ぶ必要がある。

若手保育者:若手保育者は他の群に比べて研

修が必要であると感じる項Eが多い。なかでも

61 

日常の保育場面において生じる問題への対処に

直結する知識を得たいという思いがうかがえる O

平成 16年以棒、保育土ー養成課程において

見保育が必修科目となり(厚生労働省. 2003)、

若手保育者の多くは障害児保育に関する教育を

受けている。 4群のうち、資格取得の過認にお

いて障害に関して学ぶ機会が最も多い群である O

しかし、小)11.水野(2009)の調査によれば、新

{壬保育者

が、

について学んだ経験はある

に応用できる知識をもっと

えてほしかったとじていることが明らかに

なっている。

また、若手保育者は全員がクラス担授をして

おり、子どもと関わる機会が蚊も多い群である O

保育者としての経験の少なさや、

だ知識では対応しきれない滋訴に出会う機会の

多さなどが合わさり、多くの境問について

なければならないと!謀じていると考えられるの

このように多くの課題&抱える若手保育者鮮に

対しては、保曳鳴において実践可能な子ども

への対応方法についての研修を行う必要がある。

中堅ー以上の保育者:中昭以上の保はラこ

マについて深めていく形式の研修を求めていた

中盤以上の保青者の多くは、さまざfまな事例を

経験して保育者としての専門性が向上している

ことを実感する H寺期にあると考えられる O その

ような保育者にとっては一般的な知識を得る講

義形式の研修よりも、他者や!き身の保育のあり

方について時間をかけ'て考える形式の研修が適

している O
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Health Staffs Training Needs about Children with Special Needs 

-Difference of N eeds from Experience and Qualification -

The objective of this research is to clarify the necessity of training for health staffs. 

The necessity of training was compared among 4 groups; new nurses， nurses in mid-level or 

higher， new childcare providers， and childcare providers in mid -level or higher. The common 

item among the 4 groups is the necessity for training related to developmental disabilities. All 4 

groups expressed that they want trainings on how to correspond with the problem behavior of 

childl冷 nwho are expected to have developmental disabilities， and how to respond with their 

parents. 

Although there are certain areas that are desired fo1' training from the whole health staffs， 

the1'e are differences in desired training f1'om health staffs depending on their certificate or 

years of employment. Therefore， it is necessary to separate the content and format of training 

depending on their certificate and years of employment when planning a training session. 
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