
資料１ 

 

意見書 

平成 24 年９月６日 

 

社会福祉法人樫の木乳幼児福祉会 

かしの木保育園死亡事故に係る 

第三者委員会 委員長 近藤正春 様 

 

事故でお亡くなり、悲しく思います。 

１）死亡の原因について 

発症時の状況、入院後の経過などからして窒息による低酸素性脳症であると

考えます。気管内挿管時に異物は認められなかったが、気管内挿管時までに移

動した可能性が考えられます。 

    

２）（一般的な話として）救急医療の立場から、保育現場での誤嚥事故の際の

保育士の役割について求めたいこと。 

保育士は一般市民としてのBLS（注）の受講を求めます。 

BLSのなかで気道異物に対する処置法の講義、実習があります。 

 

気道異物による窒息の予防は食べ物を細かくきざんで食べさせるとなってい

ます。こどもの場合、もち、パン、カステラでもたくさん口に詰め込めば窒息

します。口の中に食べ物を含んでいる場合は特に目を離さないようにする必要

があります。このことは家庭でも保育園でも同じです。 

窒息に発見は苦しそう、不穏である、泣いている、声がだせない、顔色が悪い

などで気がつかれます。 

意識があり体動している場合は、口の中に食べ物を含んでいる場合で以上の

場合は指による掻き出し、背部叩打、腹部突き上げ、胸部突き上げ、頭部を下

げ背部叩打などが有効であります。 

ぐったりしている、呼吸が弱々しい場合は胸骨圧迫、人工呼吸を開始する。 

しかし一般救助者が以上のことを習得し、一連の処置を完全に記憶だけで行え

る人はほとんどいません。 

BLS の受講は１回だけでは不十分である、毎年繰り返し受講がのぞましい。 



 

 

３）その他の指摘点 

一般的に窒息が発生した場合の一般の人がおこなった処置に対して、技量不

足であると責めることは適切ではないと思います。医療現場では毎年何回もト

レーニングを行っていますが、それと同じことが一般家庭、保育園で行われる

ことはできないと考えます。 

今回の事故に関して当日の判断と処置が適切であったかは検証できません。 

事故後３ヶ月後では正確な記述ができません。発生直後に事実関係の記録を残

したほうがよかった。それから正しい評価、反省点が出てくると考えます。 

そうすれば当初の説明と途中からの説明が変わることはなかったと思います。 

 

名古屋第二赤十字病院 小児科 

第一小児科部長 岩佐充二 

 

 

（以下、山崎付記） 

注：BLS について 

BLS とは、Basic Life Support（一次救命処置）の略称です。一次救命処置と

は 、急に倒れたり、窒息を起こした人に対して、その場に居合わせた人が、救

急隊や医師に引継ぐまでの間に行う応急手当のことです。 

専門的な器具や、薬品などを使う必要がないので、正しい知識と適切な処置の

仕方さえ知っていれば、誰でも行うことができます。 

（日本 ACLS 協会のホームページより） 

http://www.acls.jp/ipn_bls_what.php のページを参考資料として添付してく

ださい。 



資料２ 

かしの木保育園における事故報告書（抜粋） 

 

(1) 医学の観点からの検証 

①事故の経過記録、②病院のカルテから小児科の医師に事故原因を分析していただく

とともに、事故防止に関する意見をいただいた。 

ア 死因となった低酸素性虚血性脳症は酸素欠乏によって引き起こされるものであり、

おやつを食べていた状況からおやつが気管を塞いだことによる窒息と判断することが

妥当である。 

イ 最初「フェーン」と声を出し、その後、声を出して泣いていた時点では、喉でカス

テラの塊が詰まってはいたが、気管を塞ぐような詰まり方ではなく、有効な換気があ

った可能性が高い。 

ウ 泣いている間のしゃくりあげや食べながら走り回っているときに、口の中の食物が

喉の奥に吸い込まれて気管を塞いでしまうことがある。 

この場合も、カステラの塊がスポンと喉の奥に入り込み、完全に気管支を塞いでし

まったのではないか。児童の年齢から直径 5 ミリもあれば、気管支を塞いでしまう。 

途中から児童の様子が変わり、児童の唇が青くなり、苦しそうにしていたことから、

その直前に完全に窒息状態になった可能性が高い。 

完全に窒息状態になっているため、咳き込むこともできなくなっているようだ。 

エ 心臓マッサージなどの救命措置を行うと、窒息物が取れることがある。 

この場合も心臓マッサージを開始した時点で窒息物が外れた可能性がある。窒息物

はあまりに小さいため、口腔内に戻ったとしても通常では気が付かない程度のもので

あったと思われる。 

オ 有効換気が失われてから心臓マッサージが始まるまで 5 分以上の時間が経過してお

り、脳に回復不能なダメージを与えるには十分な時間が経過している。 

カ 救命措置時にカテーテルが入りにくい記述があり、食道狭窄であった可能性も僅か

だが考えられる。 

食道狭窄はまれにみられる症状ではあるが、流動食を食べている間は症状として現

れ難いため、可能性として考えられる。 

キ 児童に持病の既往歴がなく、また、窒息時の症状が部分症状だけで全身症状でない

ことから、低酸素性虚血性脳症の原因が児童のアレルギー等の持病によるものとは考

えにくい。 

ク 泣き入りによる呼吸停止では窒息死に至るとは考えられない。 

ケ まれに声帯がけいれんする口頭けいれんによって、症状の悪化が進むことがある。 

口頭けいれんは長くは続かないため、病院到着時には回復していることが多い。 

コ 3 歳未満の児童は事故のリスクが非常に高い。 

乳児を保育する保育士は、乳児のことをよく知ってから乳児保育をするべきである。

保育制度として乳児のことを理解する研修体系が必要であると医師として感じる。 



資料３ 

 

参 考 意 見 

 

かしの木保育園における事故報告書（平成 23 年 12 月、碧南市）の記載内容、

ならびに事故の発生直前に食べていた食品と窒息の関連についての見解を述べ

てみたいと思います。 

 

１１１１．．．．事実経過事実経過事実経過事実経過についてのについてのについてのについての考察考察考察考察    

報告書の記載から、 

１）15 時 30 分頃 

 ・本児が急に声を出して泣きながら立ち上がり（10 ページ下から 12 行目）➔ 

この時点では声が出ているので気道の完全閉塞はない。あっても軽度と考

えられる。 

・担任保育士は本児を片手で抱きかかえたまま、口内に指を入れ…本児は嫌が

って泣きながら（10 ページ下から 5 行目）➔泣いているので気道の完全閉

塞はない。あっても軽度。 

 ・担任保育士が再度、泣いていて口が大きく開いて（11 ページ上から 3 行目）

➔泣いているので気道の完全閉塞はない。あっても軽度。 

 ・そのとき、抱きついている本児の唇が青くなっていた（11 ページ上から 7

行目）➔この直前に気道閉塞が始まった可能性がある。 

２）15 時 34 分 

 ・B 保育士は泣き声が弱々しく（11 ページ下から 10 行目）➔泣き声があるの

で完全閉塞はない。 

 ・C 保育士が・・・・泣き声が次第にかすれ声に（11 ページ下から 6 行目）

➔完全閉塞はない。 

 ・身体が硬直してきた（11 ページ下から 5 行目）➔この直前に心停止となっ

た可能性がある。 

３）15 時 43 分 

 ・救急隊は、口内を確認したが、何も確認できなかった。 

 ・換気もできた ➔窒息は解除されている。 

４）16 時 6 分ごろ 

 ・挿管の前後の吸引で何も引けず、喉頭および口にはカステラなどはなかっ

た。 



 

２２２２．．．．食品食品食品食品にににに関関関関するするするする記載部分記載部分記載部分記載部分についてのについてのについてのについての考察考察考察考察 

・10 ページ上から 11 行目：担任保育士は、本児が「おえっ」という表情になっ 

 たのを見た（この時の時間は定かではない）。担任保育士は詰まらせたと判断 

し、「またそんなに入れて…」と言いながら本児に向かって右側に座った。➔

窒息が始まった時点と考えられる。 

・10 ページ下から 12 行目：本児が急に声を出して泣きながら立ち上がり、数歩

歩いて担任保育士に寄りかかって抱きついた。何時ものとおりの泣き方で、

咳き込むことはなかった。唇の色も普通だったと覚えている。➔完全な気道

閉塞はない。 

・10 ページ下から 2 行目：動く本児の身体を担任保育士が支え、泣いていて口

が大きく開いているところＡ保育士が口内に指をいれ、食物をかき出す。噛

み砕いたカステラと唾液の混合物をかき出した（Ａ保育士の指先から第 2 関

節まで乗るくらい）。口が大きく開いていたので、口内の奥の方からかき出せ

たが、大きなものはなかった。➔口腔内の食塊のほとんどは排出された可能

性が高い。この時、泣いているので気道の完全閉塞はない。 

・11 ページ上から 3 行目：担任保育士が再度、泣いていて口が大きく開いてい

るところを口内に指を入れてかき出しつつ、口内には何も入っていないこと

を目で見て確認した。本児は泣いて、手足を動かしていた。➔泣いているの

で、食塊による気道の完全閉塞は考えにくい。 

・11 ページ上から 6 行目：担任保育士と本児が向き合いながら「出したくない

のはわかるけど…」と言いながら抱いているのを見た。そのとき、抱きつい

ている本児の唇が青くなっていたので、担任保育士に「唇が青いよ。おかし

いよ。」と声をかけた。本児は苦しそうにしていたが、咳き込むことはなかっ

た。➔すでに窒息が進行して、数分以上経過したと考えられる。 

 

 その後は、救急隊、病院において、口腔、咽頭、喉頭、気管、気管支、肺

のどこからも食物は確認されていない。カステラや他の食品による窒息であ

れば、喉頭や気管内に窒息の証拠（食品）が残っているのが一般的である。 

 

以上、報告書の記載事実が正しいとすると、カステラなどの食品による窒息

よりは、喉頭痙攣による窒息と考えた方が理解しやすい。 

 

３３３３．．．．食品食品食品食品のののの物性物性物性物性についてのについてのについてのについての検討検討検討検討    

食品の物性の検査については、硬さ、付着性、凝集性等の計測が行われてい

る。この場合、食品そのものを測定するのではなく、口の中で咀嚼させ、咀嚼



中間の時点、嚥下直前の時点、飲み込めると判断した時点から、それまでに咀

嚼に要した時間を 20％延長して咀嚼した時点などについての測定が行われてい

る。また、こんにゃく入りゼリーなどでは、喉頭・気管支のモデルを用いて吸

引圧の測定が行われている。 

今回、本事例が食べたカステラとラムネ菓子について、上記の測定をお願い

した。しかし、本事例の窒息が始まった時点で、それぞれの食品が口腔内でど

のような状態であったかの条件設定が出来ず、吸引圧の測定値、ならびに物性

の測定値を、窒息のリスクと関連づけたデータとして出すことは困難という返

事がきた。 

 

４４４４．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 報告書の記載内容から判断すると、喉頭や気管内から食物塊は吸引されてお

らず、食品による窒息というより喉頭痙攣であった可能性が指摘できる。しか

し、食品の一部が気道を閉塞して心肺停止状態となり、いろいろな処置を行っ

ているあいだに閉塞状況が解除された可能性も否定できない。 

今回の窒息が発生する直前に口に入れていた食品の商品名、サイズなどを正

確に記録しておき、また、窒息の発生状況を詳細に記録し公開しておく必要が

ある。また同じ食品で窒息が発生すれば、食品について再検討する必要がある。 

 

 

                          2012 年 10 月 13 日 





資料５

平成１９年度作成
子どもの活動
（０～２歳児）

子どもの活動
（３～５歳児）

保育士の援助活動 保育の基準

7:15 開門 開門 受け入れ準備 ～早朝・受け入れ～

保育準備及び視診 ・室内の換気、園庭遊具の点検

早朝保育 早朝保育 ・顔色等注意：傷、アザ等が見受け

　られる時は保護者に尋ねる

8:00 ・送迎時の保護者の様子も観察

登園 登園 保護者との連絡及び視診 ・物の大切さ、分類、整理整頓の仕

　方を伝える。

～自由遊び～

自由遊び 自由遊び あそびの準備及び援助 ・子どものいる場所全体が見渡せる

　ようにしておく。危険のないよう

　見守る。

片付け 片付け おやつ準備 ～未満児おやつ～

9:30 おやつ準備 ・発達により援助方法を考慮する。

おやつ おやつの世話

自由遊び ～設定保育～

10:00 自由遊び 及び あそびの準備及び援助 ・日案にそって役割分担

及び 設定保育 ・一人ひとりの子どもに目の高さで

設定保育 　話す。

11:30 昼食準備 昼食準備 昼食準備 ～昼食～

12:00 昼食 昼食 食事の世話及び援助 ・待ち時間の考慮

・食物アレルギーの子の除去食、

　量の加減、箸の持ち方指導、茶碗・

　汁碗の位置

（土曜日平常保育終了）／（保護者との連絡） ～午睡～

・０歳児口内の確認（口の中に残って

13:00 午睡 午睡（夏期及び 午睡の介助 　いるものを取り出す。）

必要な児童） ・身体チェック（傷、アザ等）

・睡眠時呼吸等の確認

・温度・湿度・換気の配慮

自由遊び 連絡帳記入及び職員会議 ～職員会議・連絡帳～

・子どもの様子を話し合う。問題点

　検討

15:00 おやつ準備 おやつ準備 おやつ準備 ～おやつ～

おやつ おやつ おやつの世話及び援助 ・役割分担配慮

16:00 降園 降園 保護者との連絡 ～降園時～

延長保育 延長保育 延長保育士との引継ぎ ・児童連絡票記入：保護者への連絡

16:30 延長保育児おやつ 延長保育児おやつ おやつ準備・片付け 　もれのないようにする。

18:00 （土曜日延長保育児降園）／（戸締り等安全確認を行う） ・ケガの状態によっては担任が残っ

　て説明する。

・お迎えの人がいつもと違う時の確認

19:30 延長保育終了 延長保育終了 戸締り等安全確認を行う ・ふれあい遊び等も取り入れていく。

閉門 閉門

かしのかしのかしのかしの木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準



平成２１年度見直し
子どもの活動
（０～２歳児）

子どもの活動
（３～５歳児）

保育士の援助活動 保育の基準

7:15 開門 開門 受け入れ準備 ～早朝・受け入れ～

保育準備及び視診 ・室内の換気、園庭遊具の点検

早朝保育 早朝保育 ・顔色等注意：傷、アザ等が見受け

　られる時は保護者に尋ねる

8:00 未満児２階へ移動 ・送迎時の保護者の様子も観察

登園 登園 保護者との連絡及び視診 ・ふだんと様子の違う子のフォロー

・物の大切さ、分類、整理整頓の仕

　方を伝える。

～自由遊び～

自由遊び 自由遊び あそびの準備及び援助 ・子どものいる場所全体が見渡せる

　ようにしておく。危険のないよう

　見守る。

片付け 片付け おやつ準備 ～未満児おやつ～

9:30 おやつ準備 ・発達により援助方法を考慮する。

おやつ おやつの世話

自由遊び ～設定保育～

10:00 自由遊び 及び あそびの準備及び援助 ・日案にそって役割分担

及び 設定保育 ・一人ひとりの子どもに目の高さで

設定保育 　話す。

11:30 昼食準備 昼食準備 昼食準備 ～昼食～

12:00 昼食 昼食 食事の世話及び援助 ・待ち時間の考慮

・手洗い・消毒

・食物アレルギーの子の除去食、

　量の加減、食事のマナーの指導

（土曜日平常保育終了）／（保護者との連絡） ～午睡～

・０歳児口内の確認（口の中に残って

13:00 午睡 午睡（夏期及び 午睡の介助 　いるものを取り出す。）

必要な児童） ・身体チェック（傷、アザ等）

・睡眠時呼吸等の確認

・温度・湿度・換気の配慮

自由遊び 連絡帳記入及び職員会議 ～職員会議・連絡帳～

・子どもの様子を話し合う。問題点

　検討

15:00 おやつ準備 おやつ準備 おやつ準備 ～おやつ～

おやつ おやつ おやつの世話及び援助 ・役割分担配慮

16:00 降園 降園 保護者との連絡 ～降園時～

延長保育 延長保育 延長保育士との引継ぎ ・児童連絡票記入：保護者への連絡

16:30 延長保育児おやつ 延長保育児おやつ おやつ準備・片付け 　もれのないようにする。

18:00 （土曜日延長保育児降園）／（戸締り等安全確認を行う） ・ケガの状態によっては担任が残っ

　て説明する。

19:00 １階へ移動 ・お迎えの人がいつもと違う時の確認

19:30 延長保育終了 延長保育終了 戸締り等安全確認を行う ・ふれあい遊び等も取り入れていく。

閉門 閉門

かしのかしのかしのかしの木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準



平成２２年度事故前見直し
子どもの活動
（０～２歳児）

子どもの活動
（３～５歳児）

保育士の援助活動 保育の基準 配慮事項

7:15 開門 開門 受け入れ準備 ～早朝・受け入れ～

保育準備及び視診 ・安全保育 ・一人ひとりの子どもの命を守る

早朝保育 早朝保育 ２階で保育 ・室内の換気 ・安全確認及び遊具が濡れていれば

・園庭遊具の点検 　拭く、砂があれば払う

8:00 ・顔色等注意：傷、アザ等が見受け

　られる時は保護者に確認しその後

　の様子を確察

登園 登園 以上児１階へ移動 ・送迎時の保護者の様子も観察 ・毎日の記録に記入してもらうよう促す

保護者との連絡及び視診 ・ふだんと様子の違う子のフォロー ・保護者に安心してもらえるような言葉を

・登園しぶり（母子分離）などには、 　かける

　抱いて受け入れる

～自由遊び～

自由遊び 自由遊び あそびの準備及び援助 ・子どものいる場所全体が見渡せる

安全保育 　ようにしておく。危険のないよう

　見守る。

・物の大切さ、分類、整理整頓の仕 ・大事に扱うよう伝え気持ちの良さを知らせ

　方を伝える。 　る

片付け 片付け おやつ準備（役割分担） ～未満児おやつ～ ・おむつ交換及び排泄、服を着る援助

9:30 おやつ準備 ・発達により援助方法を考慮する。 ・おやつの準備、手洗いの援助

・全体を見守る

おやつ おやつの世話 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

自由遊び ～設定保育～ ・日案にそって工夫し事前に準備をしておく

10:00 自由遊び 及び あそびの準備及び援助 ・日案にそって役割分担

及び 設定保育 ・一人ひとりの子どもに目の高さで

設定保育 　話す。

11:30 昼食準備 昼食準備 昼食準備 ～昼食～ ・手遊び、紙芝居等で静かに待てるようにす

12:00 昼食 昼食 食事の世話及び援助 ・待ち時間の考慮 　る

・手洗い・消毒 ・一覧表で確認して除去を確実に行う

・食物アレルギーの子の除去食、 ・量は個人差を考慮する（おかわりも）

　量の加減、 ・ごはん、汁、おかずを交互に食べるよう

（土曜日平常保育終了）／（保護者との連絡） 　食事のマナーの指導（箸の持ち方 　声をかける

　茶碗の置く位置など）

13:00 午睡 午睡（夏期及び 午睡の介助 ～午睡～ ・食事等で衣服が汚れていたら着替えさせる

必要な児童） ・０歳児口内の確認（口の中に残って

　いるものを取り出す。）

・身体チェック（傷、アザ等）

・睡眠時呼吸等の確認

・温度・湿度・換気の配慮

自由遊び 連絡帳記入及び職員会議 ～職員会議・連絡帳～

・子どもの様子を話し合う。問題点

　検討

15:00 おやつ準備 おやつ準備 おやつ準備 ～おやつ～

おやつ おやつ おやつの世話及び援助 ・役割分担の配慮 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

16:00 降園 降園 保護者との連絡 ～降園時～

延長保育 延長保育 延長保育士との引継ぎ ・児童連絡票記入：保護者への連絡

16:30 延長保育児おやつ 延長保育児おやつ おやつ準備・片付け 　もれのないようにする。 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

18:00 （土曜日延長保育児降園）／（戸締り等安全確認を行う） ・ケガの状態によっては担任が残っ

　て説明する。

19:00 １階へ移動 ・お迎えの人がいつもと違い連絡が ・お迎えの人がいつもと違う場合、保護者に

19:30 延長保育終了 延長保育終了 戸締り等安全確認を行う 　ない場合は降園させない 　確認

・ふれあい遊び等も取り入れていく。

閉門 閉門

かしのかしのかしのかしの木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準



平成２２年度事故後見直し
子どもの活動
（０～２歳児）

子どもの活動
（３～５歳児）

保育士の援助活動 保育の基準 配慮事項

7:15 開門 開門 受け入れ準備 ～早朝・受け入れ～

保育準備及び視診 ・安全保育 ・一人ひとりの子どもの命を守る

早朝保育 早朝保育 ２階で保育 ・室内の換気 ・安全確認及び遊具が濡れていれば

・園庭遊具の点検 　拭く、砂があれば払う

8:00 ・顔色等注意：傷、アザ等が見受け ・見つけた時は園長・副園長・主任に連絡

　られる時は保護者に確認しその後

　の様子を確察

登園 登園 以上児１階へ移動 ・送迎時の保護者の様子も観察 ・毎日の記録に記入してもらうよう促す

保護者との連絡及び視診 ・ふだんと様子の違う子のフォロー ・保護者に安心してもらえるような言葉を

・登園しぶり（母子分離）などには、 　かける

　抱いて受け入れる

～自由遊び～

自由遊び 自由遊び あそびの準備及び援助 ・子どものいる場所全体が見渡せる ・場を離れる時は、保育士間で声を掛け合う

安全保育 　ようにしておく。危険のないよう

　見守る。

・物の大切さ、分類、整理整頓の仕 ・大事に扱うよう伝え気持ちの良さを知らせ

　方を伝える。 　る

片付け 片付け おやつ準備（役割分担） ～未満児おやつ～ ・おむつ交換及び排泄、服を着る援助

9:30 おやつ準備 ・発達により援助方法を考慮する。 ・おやつの準備、手洗いの援助

・全体を見守る

おやつ おやつの世話 ・食材の危険性に考慮する

自由遊び ～設定保育～ ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

10:00 自由遊び 及び あそびの準備及び援助 ・日案にそって役割分担 ・場を離れる時は、声を掛け合う

及び 設定保育 ・一人ひとりの子どもに目の高さで ・日案にそって工夫し事前に準備をしておく

設定保育 　話す。

11:30 昼食準備 昼食準備 昼食準備 ～昼食～ ・手遊び、紙芝居等で静かに待てるようにす

12:00 昼食 昼食 食事の世話及び援助 ・待ち時間の考慮 　る

・手洗い・消毒 ・一覧表で確認して除去を確実に行う

・食物アレルギーの子の除去食、 ・量は個人差を考慮する（おかわりも）

　量の加減、 ・ごはん、汁、おかずを交互に食べるよう

（土曜日平常保育終了）／（保護者との連絡） 　食事のマナーの指導（箸の持ち方 　声をかける

　茶碗の置く位置など）

13:00 午睡 午睡（夏期及び 午睡の介助 ～午睡～ ・食事等で衣服が汚れていたら着替えさせる

必要な児童） ・０歳児口内の確認（口の中に残って

　いるものを取り出す。）

・身体チェック（傷、アザ等）

・睡眠時呼吸等の確認

・温度・湿度・換気の配慮

自由遊び 連絡帳記入及び職員会議 ～職員会議・連絡帳～

・子どもの様子を話し合う。問題点

　検討

15:00 おやつ準備 おやつ準備 おやつ準備 ～おやつ～

おやつ おやつ おやつの世話及び援助 ・役割分担の配慮 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

16:00 降園 降園 保護者との連絡 ～降園時～

延長保育 延長保育 延長保育士との引継ぎ ・児童連絡票記入：保護者への連絡

16:30 延長保育児おやつ 延長保育児おやつ おやつ準備・片付け 　もれのないようにする。 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

18:00 （土曜日延長保育児降園）／（戸締り等安全確認を行う） ・ケガの状態によっては担任が残っ

　て説明する。

19:00 １階へ移動 ・お迎えの人がいつもと違い連絡が ・お迎えの人がいつもと違う場合、保護者に

19:30 延長保育終了 延長保育終了 戸締り等安全確認を行う 　ない場合は降園させない 　確認

・ふれあい遊び等も取り入れていく。 ※事故防止のため緊急時の対応を確実にでき

閉門 閉門 　るように徹底する

かしのかしのかしのかしの木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準



平成２４年７月２日改定
子どもの活動
（０～２歳児）

子どもの活動
（３～５歳児）

保育士の援助活動 保育の基準 配慮事項

7:15 開門 開門 受け入れ準備 ～早朝・受け入れ～

保育準備及び視診 ・安全保育 ・一人ひとりの子どもの命を守る

早朝保育 早朝保育 ２階で保育 ・室内の換気 ・安全確認及び遊具が濡れていれば

・園庭遊具の点検 　拭く、砂があれば払う

8:00 ・顔色等注意：傷、アザ等が見受け ・見つけた時は園長・副園長・主任に連絡

　られる時は保護者に確認しその後

　の様子を確察

登園 登園 以上児１階へ移動 ・送迎時の保護者の様子も観察 ・毎日の記録に記入してもらうよう伝える

保護者との連絡及び視診 ・ふだんと様子の違う子のフォロー ・保護者に安心してもらえるような言葉を

・登園しぶり（母子分離）などには、 　かける

　抱いて受け入れる

～自由遊び～

自由遊び 自由遊び あそびの準備及び援助 ・子どものいる場所全体が見渡せる ・場を離れる時は、保育士間で声を掛け合う

安全保育 　ようにしておく。危険のないよう

　見守る。

・物の大切さ、分類、整理整頓の仕 ・大事に扱うよう伝え気持ちの良さを知らせ

　方を伝える。 　る

片付け 片付け おやつ準備（役割分担） ～未満児おやつ～ ・おむつ交換及び排泄、服を着る援助

9:30 おやつ準備 ・発達により援助方法を考慮する。 ・おやつの準備、手洗いの援助

・全体を見守る

おやつ おやつの世話 ・食材の危険性に考慮する

自由遊び ～設定保育～ ・おやつでは、水分から先に摂るよう促す

10:00 自由遊び 及び あそびの準備及び援助 ・日案にそって役割分担 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

及び 設定保育 ・一人ひとりの子どもに目の高さで ・場を離れる時は、声を掛け合う

設定保育 　話す。 ・日案にそって工夫し事前に準備をしておく

11:30 昼食準備 昼食準備 昼食準備 ～昼食～ ・手遊び、紙芝居等で静かに待てるようにす

12:00 昼食 昼食 食事の世話及び援助 ・待ち時間の考慮 　る

・手洗い・消毒 ・一覧表で確認して除去を確実に行う

・食物アレルギーの子の除去食、 ・量は個人差を考慮する（おかわりも）

　量の加減、 ・水分から先に摂るよう促す

（土曜日平常保育終了）／（保護者との連絡） 　食事のマナーの指導（箸の持ち方 ・ごはん、汁、おかずを交互に食べるよう

　茶碗の置く位置など） 　声をかける

13:00 午睡 午睡（夏期及び 午睡の介助 ～午睡～ ・食事等で衣服が汚れていたら着替えさせる

必要な児童） ・０歳児口内の確認（口の中に残って

　いるものを取り出す。）

・身体チェック（傷、アザ等）

・睡眠時呼吸等の確認

・温度・湿度・換気の配慮

水分補給 自由遊び 連絡帳記入及び職員会議 ～職員会議・連絡帳～

・子どもの様子を話し合う。問題点 ・午睡後の水分補給

　検討

15:00 おやつ準備 おやつ準備 おやつ準備 ～おやつ～ ・おやつでは、水分から先に摂るよう促す

おやつ おやつ おやつの世話及び援助 ・役割分担の配慮 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

・場を離れる時は、声を掛け合う

16:00 降園 降園 保護者との連絡 ～降園時～

延長保育 延長保育 延長保育士との引継ぎ ・児童連絡票記入：保護者への連絡 ・おやつでは、水分から先に摂るよう促す

16:30 延長保育児おやつ 延長保育児おやつ おやつ準備・片付け 　もれのないようにする。 ・おやつの詰め込みに注意　交互に水分補給

18:00 （土曜日延長保育児降園）／（戸締り等安全確認を行う） ・ケガの状態によっては担任が残っ ・場を離れる時は、声を掛け合う

　て説明する。

19:00 １階へ移動 ・お迎えの人がいつもと違い連絡が ・お迎えの人がいつもと違う場合、保護者に

19:30 延長保育終了 延長保育終了 戸締り等安全確認を行う 　ない場合は降園させない 　確認

・ふれあい遊び等も取り入れていく。 ※事故防止のため緊急時の対応を確実にでき

閉門 閉門 　るように徹底する

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度　　　　かしのかしのかしのかしの木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準木保育園保育基準
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