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Ⅰ．はじめに 

近年、医療技術の発達により、難病や障

害を持つ多くの児の命が救われている。そ

して、医療機関を退院した後も日常的に医

療的ケアが必要な児は増加傾向にあり、全

国の医療的ケア児は約 2 万人（推定）とさ

れている。 

「医療的ケア児」とは、日常生活及び社

会生活を営むために恒常的に医療的ケア

（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引、

胃ろう等による栄養摂取、その他の医療行

為）を受けることが不可欠である児をいい、

歩行可能で酸素吸入や数時間に 1 回の医療

的ケアがあれば通常の生活を送ることがで

きる児から、自らの意思では身体を動かす

ことができない状態の児まで、様々な児が

存在する。 

医療的ケア児を自宅で育てる場合、日々

のケアを担うのはほとんどの場合が母親で、

昼夜を通して休む間もなく我が子の世話を

一身に背負い、安心して眠ることもできず

に心身ともに疲れ果てた状態になっている。 

また、それまで就労していた母親も、退

職を余儀なくされ、社会から見捨てられた

ような思いになり、いつまで続くかわから

ない現状に不安を抱えながら暮らしている

ケースが数多くある。近年、そのような様

子がマスコミにも取り上げられるようにな

り、医療的ケア児を育てている家族もサポ

ートを受けながら子育てができるように社

会全体で支えようという動きが生まれ、そ

の結果、2021 年 9 月に「医療的ケア児及び

その家族に対する支援に関する法律」（以下 

医療的ケア児支援法）が施行され、国や地

方公共団体は医療的ケア児とその家族への

支援に係る施策を実施する責務を負うこと

となった。 

これまで、保育所、幼稚園、こども園等

では、保育所等訪問支援事業を利用して専

門機関と連携しながら障害児の受け入れを

進めていたが、医療的ケア児については、

安全に受け入れるための環境整備や対応で

きる人員確保が難しく、なかなか進まない

状況だった。国の調査では 2019 年度、全国

の保育所で 533 人、幼稚園は 266 人しか在

籍していない。しかし、医療的ケア児支援

法が施行されたことで、医療的ケア児保育

支援事業や医療的ケアのための看護師配置、 

学校園における医療的ケア実施体制構築事
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業を利用して地域の園での受け入れが進む

ことが期待される。 

今回、医療的ケア児支援法が施行される

前（2021 年度）に入園した障害児の現状を

調査し、今後、医療的ケア児の受け入れを

進めるにあたっての課題をまとめた。 

Ⅱ．目的 

 姫路市（一部周辺市町含む）の保育所、

幼稚園、こども園での障害児受け入れ状況

を調査し、医療的ケア児の受け入れを促進

するための課題を検討する。 

Ⅲ．研究方法 

2021 年度姫路市保育士等キャリアアッ

プ研修「障害児保育」受講者 97 人（以下、

保育者）と保育実習、教育実習を終了した

姫路日ノ本短期大学 2.3 年生 47 人（以下、

実習生）へアンケート調査を実施した。保

育者回答 50 人（回答率 52％）実習生回答

37 人（回答率 79％）であった。 

尚、対象園は一部周辺市町の実習園を含

むが、概ね姫路市内とした。 

Ⅳ．アンケートの結果と考察 

１．障害児の受け入れについて 

図１ 障害児の受け入れ状況  

地域の園での障害児の受け入れは進んで

おり、保育者 82％、実習生 73％の園で障害

児を受け入れているとの回答を得た。受け

入れていないと回答した園も現時点では受

け入れていないと回答しているが、３歳未

満児から入園し、年齢が上がるにしたがっ

て障害児ではないかという疑いのある児は

在園しており、障害児とは診断されていな

いが丁寧な対応が必要な児は多いと推測さ

れる。障害者手帳や特別児童扶養手当等の

手続きをしている障害児と認定された児の

受け入れをしている園が 82％あるという

結果から、障害の疑いのある児を含めると

地域のほとんどの園で障害児が在園してい

ることがわかった。 

２．障害児の在籍数 

図２  障害児の在籍数  

 保育者の回答では、5 人以上の障害児

を受け入れている園が最も多く、1，2，

3，4 人はほぼ同程度であった。積極的に

障害児を受け入れている園は障害に対す

る理解も進み、適切な対応をすることで

保護者からの信頼を得ており、その実績

から障害児の入園希望が増えていると予

想される。 

 実習生は、受け入れ数 1 人を一番多く

回答している。これは、実習生に児の障

害の有無をはっきり伝えていなかったり、
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障害児のいないクラスで実習を受け入れ

たりしたことで、障害児と関わる場面が

少なかったためではないかと推測する。

それでも、複数の障害児がいたと回答し

た実習生があったことから、実際には多

くの園で受け入れが進んでいるのではな

いかと考える。 

３．障害種別 

表１ 障害種別 

 

 

 

 

 

図３ 障害種別  

障害種別で見ると、保育者の回答は自閉

症が 30 人、発達障害が 24 人、知的障害が

15 人で合わせると 69 人となり 81％を占め

る。4 番目に多いダウン症は 7 人で 8％に

過ぎない。これらの障害特性については知

識もあり、多くの園で視覚支援をはじめと

する対応が取り入れられている。他の障害

は 1～2 人ずつと少ないが、その中に医療的

ケア児が 2 人いることがわかった。ケアの

内容は不明だが、地域の園に受け入れられ

るまでには様々なことが検討され、万全の

受け入れ準備が行われたことが推測される。 

実習生の回答では、自閉症が 11 人、発達

障害が 15 人、知的障害が 10 人で合わせる

と 36 人で 79％を占める。4 番目に多いダ

ウン症は 7 人で 15％だった。比較的目につ

きやすいと思われる肢体不自由児や脳性マ

ヒ児の数が少なく、聴覚障害、視覚障害、

医療的ケア児は 0％である。実習中に医療

的ケア児に出会うことのない状態で保育の

現場に出ていく学生にとって、将来、園で

の受け入れに不安を持つことは大いに予想

できる。一方で、発達障害児等に関しては

実際に関わりながら、対応の仕方や援助の 

ポイントを具体的に指導される機会もあり、 
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実習での経験が将来の保育現場での実践に

繋がることが期待される。 

４．歩行と介助 

 

図４ 歩行と介助  

保育者の回答では、88％の児が歩行可能

で、要介助と回答があった 12％の児も手引

き歩行や車いすを使用して移動することが

可能であるという記述から、保育の場にお

いて移動ができることが受け入れ条件に大

きく影響していることがわかる。特に身体

機能的に歩行が難しい児は車いす使用にな

るため、建物のバリアフリー化等ハード面

での整備が必要で、現状の設備では受け入

れ困難な園が多い。一方で、奇形や拘縮が

なく知的な遅れが原因で歩行を獲得してい

ない児にとっては、他児と一緒に過ごすこ

とで刺激を受けて自力歩行に繋がることが

期待できることから、歩行器等を使用しな

がら受け入れられている児が見られた。 

 実習生の回答では、93％が歩行可能であ

り、要介助と回答のあった７％の児も義足

で歩いたり、車いすを自力で操作して行事

等に参加したりしているとの記述が見られ

た。このことから、数は少ないが、歩行の

困難な児のためにバリアフリー化を進め、

児が自力で移動できる環境を整えて受け入

れている園があることがわかった。実習生

にとっては、義足や車いすの児がどのよう

な配慮があれば他の児と同じような遊びが

できるかを考える機会になっており、イン

クルーシブ保育への関心を持つきっかけに

もなったと考察する。大掛かりな工事をし

なくても、物的環境を工夫し、他児との関

わりを深めることでみんなが同じように保

育を受ける機会を保障できるようにしたい

と考えた実習生もあった。 

５．言葉でのコミュニケーション 

図５ 言葉でのコミュニケーション 

保育者は 84％の児が言葉によるコミュ

ニケーションが可能で、不可能と回答した

児 16％の中には、絵カードやジェスチャー

等で理解できる児がおり、他にも自分の思

いを「あ～」「う～」と声を出して伝えよう

としたり、泣いて訴えたりする児もいるこ

とがわかった。会話は成立しなくても、あ

る程度意思疎通ができることが受け入れ条

件だということが推測される。これは、気

管切開などで声が出せない児は、自分の意

志を伝えられるようなコミュニケーション

手段の獲得が必要であるということを意味

する。 
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実習生の回答も保育者とほぼ同じ割合で、

会話の可能な児が 90％で、会話できない児

は 10％である。言葉は出ないが、指さしや

ジェスチャー、絵カードで意思疎通をして

いる児や「暴れていた」と記述のある児等、

直接関わる機会はなくても障害児を細かく

観察している様子がうかがえた。一方で、

保育者の指示が理解できない児には、加配

保育士がついているため、ほとんど関わる

ことはなかったとの記述もあった。 

６．医療的ケア児受け入れに必要なこと 

 

 

 

 

 

 表 2 から、実際の現場で働く保育者は 

バリアフリー環境や人員配置などハード面 

を整えることの記述が多い。実際の保育環 

境では自力歩行できない児の受け入れは安 

全面で難しく、肢体不自由児や医療的ケア 

児の受け入れが進まないことに繋がってい 

ると考えられる。また、恒常的な保育士不 

足や医療的ケア対応のできる看護師不足で

日常生活にケアの必要な障害児の受け

入れが進まない一因になっていること

もわかる。しかし、保育者の資質を上

げることや、専門的な知識や専門機関

との連携を求める声も多く、人的、物

的環境が整うことで受け入れが進む可

能性も見えてきた。 

 

 

 

 

 

実習生は、専門知識や環境以外に保育

者同士の協力関係や話し合いの場の必要

性を挙げ、障害児やその保護者が精神的

にも安心して過ごせるような包括的な支

援を求め、障害児も他児もみんなが楽し

い、愛にあふれた保育が必要と記述して

いる。保育者を目指す学生のこのような

環

境

・バリアフリーな環境

・エレベーターやスロープ

・職員の配置（保育士の数・看護師）

・児に合った器具装具

・友達と一緒に遊べる玩具や環境

・専門機関との深い連携

・医療の専門家との連携体制

保
育
者
の
資
質

・専門知識と情報

・児の特性に応じた個別の援助

・どんなことも受け入れられる気持ちの余裕

・園全体で障害児保育の理解を深めること

・児を分け隔てないこと

・保育の専門性に基づく支援

・真剣に考えられる保育士の思い

・職員一人一人の意識改革

環

境

・過ごしやすい環境設定

・障害児を担当する保育者

・衛生面での設備

・障害児だけでなくみんなが過ごしやすい環

境、保育  

保
育
者
の
資
質

・園全体での障害児の理解

（保育者・他児・保護者）

・障害程度に応じた適切な関り

（できることは児自身でできるように）

・専門知識を持った保育者

・障害児として受け入れるのではなく、

一人の普通の 子どもとして接すること 

・園の保育者同士の協力

・保育者同士が障害児についてそれぞれの

思いを話し合える場  

・対応力

・保護者への適切な対応

・障害児にしっかり寄り添うこと

・気合と根性

・諦めない心

・愛

表３ 医療的ケア児受け入れに必要なこと（実習生）  

表２ 医療的ケア児受け入れに必要なこと（保育者）  
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思いが、現場の保育者に初心を思い起こ

させる機会になることを期待したい。 

Ⅴ．まとめ 

 保育現場で働く保育者と実習を終了し

た本学の学生に障害児受け入れについて

アンケートを実施した。

・姫路市（一部周辺市町含む）の保育所、

幼稚園、こども園では約 80％の園で

障害児を受け入れていた。 

・障害種別は、自閉症、発達障害、知的

障害を合わせると約 80％を占める。

4 番目に多いのはダウン症、他の障害

は受け入れが少なく、医療的ケア児は

2 人だった。

・約 90％の児が歩行可能で、要介助の児

も歩行器や車いすを使用して移動す

ることが可能だった。 

・80～90％の児が言葉によるコミュニ

ケーションが可能で、会話できない児

も絵カードやジェスチャー等で意思

疎通できることがわかった。 

・一般の保育現場では、歩行やコミュニ

ケーション手段のない児の受け入れ

は進んでいないことがわかった。 

・医療的ケア児を受け入れている園が

２か所あった。

・医療的ケア児を受け入れるためには、

バリアフリー環境や必要な人員配置

等ハード面の整備と専門的な知識の

獲得や専門機関との連携等が求めら

れている。

・保育者を目指す学生にとっては、実習

園で障害児と出会うことがインクル

ーシブ保育に関心を持つきっかけと

なることがわかった。

Ⅵ．課題と展望 

 保育所等で医療的ケア児を受け入れる

ための課題は、以下の 3 つに分けられる。 

・環境面の課題

園の設備のバリアフリー化や必要な

人員の配置、衛生的で安全な遊具等

・保育者の資質向上の課題

専門的知識や支援方法の習得、保護者

への対応、園全体での意識の向上等

・地域での連携システムの構築の課題

保健、医療、障害福祉、保育、教育等

障害児と関わる関係機関との連携

これらの課題は、医療的ケア児支援法

の施行で、医療的ケア児保育支援事業や

医療的ケアのための看護師配置、 学校園

における医療的ケア実施体制構築事業を

利用することができるようになり、物的

環境を整えるための工事費用や看護師の

人件費の補助、保育士による喀痰吸引等

研修の受講を含めた職員研修の場の確保

が期待できる。 

また、医療的ケアに精通した医師を指

導医として委嘱し、指導医による「巡回

指導」、「医療的ケア運営委員会での助言」、

「園からの医療的ケアに関する相談に対

する助言」等を通して支援体制の充実を

図るとともに、医療的ケア実施マニュア

ル等の作成等で、安全安心に受け入れら

れる体制が構築される。 

一方で、市町村や福祉圏域においては、

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の

関係機関等が連携を図るための協議の場

を設けるとともに、医療的ケア児等に関

するコーディネーターの配置がされ、児

の状態に応じた適切な支援ができる連携

システムが整うことになる。

これらのことから、現場を担う人材育

成等に時間はかかるとしても、着実に医

療的ケア児が暮らしやすい社会になって

いくことが期待できる。 
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Ⅶ．おわりに 

 今回の結果から、保育現場では発達障

害児の受け入れが進んでおり、園の中に

複数人が在園していることでコミュニケ

ーション方法等、様々な支援方法が実践

されている現状がわかった。園長をはじ

めとして、キャリアアップ研修参加者の

障害児受け入れに対する熱い思いも感じ

られ、その思いは、各園で受け入れた実

習生にも伝わっていることが確認できた。

一方で、日常生活に介助の必要な肢体不

自由児や医療的ケア児の受け入れはほと

んど進んでいないことが明確になった。

活発で動きの激しい子ども集団の中で、

安全面の確保が困難であることや介助す

る保育士を確保する人的余裕がないこと、

保育の場で障害児の医療的ケアができる

看護師不足等が大きな障壁となっている。

現場の保育士たちは、どのような障害が

あってもなんとかして受け入れたいとい

う思いはあるものの、日々の保育に精一

杯であり、今の状況では受け入れは難し

いと感じている。 

それでは、肢体不自由児や医療的ケア

児はどこで保育を受けているのだろう

か？ 近年、福祉の施策が整い児童発達

支援センターや訪問支援事業等のサービ

スを受けている児も増えている。そこで

は専門的な訓練や指導が受けられるメリ

ットもあるが、益々、障害児だけの世界

へ囲い込まれているのではないかと危惧

する。インクルーシブ保育が叫ばれてい

る昨今、乳幼児期からごく普通に障害児

も一緒に過ごすことが必要であり、保育

者を目指す学生にとっても、実習の場で

様々な障害児と出会うことは大きな意味

を持つと考える。 

「医療的ケア児支援法」の施行をきっ

かけに、障害が重くても、医療的ケアが

必要であっても、障害児である前に一人

の児として尊重し、社会全体で支え合い

ながら、希望する児は安心して一般の園

で受け入れ、どの児も分け隔てのない保

育が展開することを心から願うと共に、

今後も医療的ケア児の受け入れ促進のた

めの研究を続け、一緒に前に進んでいき

たいと思う。 
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