
「愛泉乳児園における 
 乳児の夜間起きている

時間を減らそう」 
 

都道府県名：埼玉県 

法人名：社会福祉法人愛の泉 

施設名：愛泉乳児園 

施設種別：乳児院 

サークル名：MOON’S 

発表者：高尾 有里 

機械操作者：阿部 智美 

サブテーマ 

Aくんの夜間起きている 
      時間を減らそう 

テーマ 



1.職場紹介 
私たちの務める社会福祉法人愛
の泉は、高齢者と子ども達の為
の福祉を総合的に設置・運営し
ている社会福祉法人です。 
愛泉乳児園は、諸事情により家
庭での養育が困難な0歳から5歳
の乳幼児を、24時間365日お預

かりして保護者に代わり養育して
いる乳児院という施設です。 

定員は40名、小グループのユ

ニットケアを実施しており、縦割り
保育を行っている。 
平成30年11月1日現在で乳幼児 
43名が生活しています。 



2．サークル紹介 

    

 
構成人数 女性6人  

施設の 
QC活動年数 

24年 

現メンバーで
の活動歴 

10ヶ月 
構成 

メンバーの
職種 

保育士 

平均年齢 29歳 
主な 

活動期間 
勤務内・外 

月あたりの 
会合回数 

1～2回 
本テーマの
会合回数 

10回 

本テーマの 
活動期間 

1年7ヶ月 
本テーマの
会合時間 

１時間 



3.テーマ選定理由 

作成日：平成29年9月18日   
作成者：高尾 有里 ◎：5点 ○：3点 △：1点 



施設長のコメント 

乳児園には、0歳～3歳までの子ども達が生

活しておりますが、殆ど虐待が原因で入所し

てきております。特に0歳の赤ちゃんが生活

しているつきクラスは、母親の産後鬱や育児

ノイローゼ等で不安定な生活状況であったた

めに、生活リズムが乱れており入所後の赤

ちゃんは哺乳力が弱かったり夜泣きがあった

り昼夜逆転をしており本来の生活リズムに

持って行くまでかなりの日数が必要となりま

す。そして、現場の保育士や看護師はどうし

たら早く安定した状態にできるのかを悩んで

おります。今回のテーマは、子どもの事を一

番に考えた取り組みであると思います。 



５．活動計画 

作成日：平成30年5月20日 作成者：大塚 由利子 

計画 実施 



６.現状把握 

対象児：つき室全児（6名） 
      つき室は新生児含む乳児クラスとなっている。 
期間：H29年5月1日～H29年5月31日の31日間 
調査方法：夜勤日誌を集計した。 
 
①時間別 
②成長別 
③ミルク、離乳食別 
④男女別 
⑤職員別 
⑥保育プラン（天候）別 
 の6項目別に層別しました。 



現状把握ー① 

夜間起きていた時間グラフから分かったこと 
・月齢が高くなれば起きている時間が短いわけではない事がわかった。 
・生後2ヵ月のＡくんは同月齢のＢくんより起きている事がわかった。 



現状把握②③ 

＜分かったこと＞ 
・一日のミルク摂取量が多いから夜間起きている時間が
短いわけではない。 



現状把握ー④ 

＜分かったこと＞ 
 
・女児より男児の方
が3倍多く起きてい
る事が分かった。 
 



現状把握ー⑤ 

＜分かったこと＞ 
つき室夜勤は、つき室勤務者だけでなく、他クラスの職員も夜勤に入るが、  
つき室職員よりも、他クラス職員のS職員が725分と一番多く起きている事が
分かった。つき職員と他クラス職員ではつき室職員の平均が438分と多く起き
ているが事が分かった。 



現状把握ー⑥ 
＜分かったこと＞ 
・対象児６名の合計
が1ヵ月平均8時間

以上起きていること
が分かった。 
室内遊び、戸外遊
びで起きている時間
はあまり変わらない
が、戸外遊びの方
が多く起きていた事
が分かった。 



現状把握からわかったこと  

・5月の夜勤日誌と職員への聞き取り調査にて

現状把握を行った結果、Aくんは平均で2時間

40分起きていたが、同月齢のBくんは平均90分
だった。その為 Aくんが夜間一番長く起きてい

る事がわかった。 

・女児より、男児の方が長く起きている事がわ

かった。 

・戸外遊びの方が長く起きている事が分かった。 

  
 

 
 

 
 



７．目標設定 

何を 
Aくんの夜間起きている 
平均時間（2時間40分）を 

どれだけ 40分以内 

いつまでに Ｈ29.8月 

＜設定の根拠＞ 

夜間起きている時間が1番短かったＤちゃんが
39.5分だった為。 



現状把握の層別により、A君と他
児を比較し、夜間起きている時間
帯や時間数が判明したので、施
策実行型ＱＣストーリーで進めて
いくこととした。 



8．対策立案・実施 
 

作成日：平成29年10月20日 作成者：石丸 由佳 



対策：①  

1日のミルクトータル 
      摂取量を増やす。 

対策② 

つき室の朝寝・昼寝の 
     起床時間を決める。 



対策③ 

嘱託医（小児科）に 
     診察してもらう。 

嘱託医（小児科）に 
         相談する。 



31.6％ 
目標達成率 

目標未達成でした・・・。 

9.効果の確認 

作成者：平成29年11月23日 石丸 由佳 



Ａくんが夜間長時間起きている問題を整理した
連関図 

作成日：平成30年1月14日 作成者：大塚 由利子 



目標未達成の為、もう一度対策を立て、 
効果の確認を行なう事になった。 

作成日 平成30年1月15日  作成者 小島菜緒 

10．対策立案・実施② 



対策の検証 



対策① 
わらべうたベビーマッサージを 

実践する。 

わらべうたベビーマッサージの 

資格を2名取得した。 

 



対策①－1 わらべうたベビーマッサージとは 
                 

わらべうたベビーマッサージは音階が少なく、覚えやすく誰でも歌い

やすく作られている。歌を歌っている事で声を掛けている事にもなり、

大きくなった時、自然と子ども達から歌い出す姿もある。 

わらべうたベビーマッサージは歌に体の部位を取り入れている為、

覚えやすく戸惑いなく実施できる。 

 
★赤ちゃんの好きなラの音を考えて作られた
メロディなので赤ちゃんが泣き止む 
★繰り返しがあって覚えやすい歌詞♪おうち
でも簡単に楽しめます 
★全身のツボを刺激し、便秘や夜泣きなどの
改善に効果的な手技が網羅されています。 
★生後2週間から始めることが出来ます 



対策② 

整体師・カウンセラー 
 
子育て支援センターや保
育所等開設し活躍をされ
ている。 

養育及び保育の質の向上の 

研修会を開く 

・赤ちゃんはお母さんの胎内にい
る時の姿勢が落ち着く。 
・抱っこも腕の中で風船を抱える
ようなイメージでするとよい。 
・仰向けで起きている時も、バス
タオルを丸めて子どもが丸くなる
姿勢がよい。ドーナツクッションも
効果的 等 

学んだこと 



対策③  
お散歩など戸外遊びの 
保育時間を増やす。 

戸外遊びの時間や
日数を増やした結果、 
戸外遊びをした方が 
夜間起きている時間
が短い事が分かった。 
 



目標達成率 

11.効果の確認② 

作成者：平成30年1月23日 石丸 由佳 



12.無形効果 
 

・Aくんが夜間ぐっすりと眠れる様子が見られる。 

・つき室（新生児・乳児室）から大きい児のクラ
スに異動する事で運動量も変わり睡眠に影
響している事が分かった 

・夜間起きる事が減り、夜勤者への負担が
減った。 

・子育てに悩むお母さん方の少しでも参考に
なるテーマとなり、地域支援の場所等で保護
者に伝えられるようになった。 



13.波及効果 

 

 

・職員みんなが子ども達とよく遊ぶよう
になった。 
・戸外遊びに行く回数が増え、遊んでい
る時間も長くなった。 
・サークルメンバー以外の職員の協力
が得られた。 
・QC活動の理解がより深まり、活動を通
し、メンバー間の絆が強くなった。 
 



作成日 平成30年1月15日  作成者 小島菜緒 

14.標準化と管理の定着（5W1H） 



15．反省・まとめ 

作成日：平成30年4月5日  作成者：阿部 智美 



 

ご静聴ありがとうございました 

平成30年11月26日 

 moon’S 


	「愛泉乳児園における�　乳児の夜間起きている時間を減らそう」
	1.職場紹介
	スライド番号 3
	3.テーマ選定理由
	施設長のコメント
	５．活動計画
	６.現状把握
	現状把握ー①
	現状把握②③
	現状把握ー④
	現状把握ー⑤
	現状把握ー⑥
	現状把握からわかったこと　
	７．目標設定
	現状把握の層別により、A君と他児を比較し、夜間起きている時間帯や時間数が判明したので、施策実行型ＱＣストーリーで進めていくこととした。
	8．対策立案・実施�
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	Ａくんが夜間長時間起きている問題を整理した連関図
	目標未達成の為、もう一度対策を立て、�効果の確認を行なう事になった。
	対策の検証
	対策①
	対策①－1　わらべうたベビーマッサージとは�　　　　　　　　　　　　　　　　
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	12.無形効果
	13.波及効果
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32

