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保育士における終業時疲労と健康関連項目及び体力項目との関連性 
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Purpose: This study was to examine end-of-work fatigue and Usual state of health, Low Back Pain (LBP) and 
Symptoms of Neck, Shoulder and Arm (SNSA) and physical fitness among 178 female childcare teachers (20~61 
yr, 30.7±10.6 yr).

Methods: A questionnaire survey (Fatigue degree, Usual state of health, LBP, SNSA, exercise situation) and 
physical fitness tests (grip strength, sit-ups, vertical jump, maximum oxygen uptake, standing trunk flexion) were 
performed. Divided into 3 groups according to age, were 20 to 24 years old, 25 to 34 years old, 35 years old and over.

Results and conclusions: There was a difference in health condition depending on the age of the childcare 
teacher, and it was obvious that a person with High-fatigue degree felt not in good health condition.

With regard to LBP or SNSA, the complaint rate of symptoms tended to increase with increasing age. Pain in 
the lumbar or neck shoulder arm were related to fatigue, but the site of pain associated with end-of-work fatigue was 
characterized by the difference in Age groups.

The exercise situation status was low in all age groups and there was no clear relation with fatigue degree, but 
the higher the exercise situation rate, the lower the fatigue degree was observed.

Regarding the physical fitness, it was suggested that individuals with stronger physical fitness possess relation-
ship between High-fatigue degree characteristics in the 20 to 24 years old Group. Conversely, a childcare teacher 
with stronger physical fitness showed a low degree of fatigue in 35 years old and over Group.

Key words: childcare teacher, Fatigue degree, Low Back Pain and Symptoms of Neck, Shoulder and Arm, Usual 
state of health, physical fitness, exercise situation.

Ⅰ　はじめに

日本の成長戦略の一つに、“女性の就業率向上”が挙
げられている。子どもを持つ女性の就業継続の希望を
実現するため、保育環境や制度等のサービス基盤整備
を進めていかなければならないが、その解決すべき課

題は山積みである。厚生労働省により、平成２5年４月に
「待機児童解消加速化プラン」13）が策定され、平成２5年
度から平成２9年度末までの５年間で新たに50万人分の
保育の受け皿を確保し、待機児童解消を図ることとされ
ている。
この「待機児童解消加速化プラン」13）によれば、保
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育の量的拡大を図るなか、平成２9年度末には保育士が
約7.4万人不足することが見込まれており、保育を支え
る保育士の確保が重要である。にもかかわらず、実際
の待機児童対策については、保育所の新設や増設が主
柱にならず、規制緩和による既存保育所の入所児童数
の拡大や保育所以外の多様な受皿づくりなどが中心で
あった２7）。
また、保育所保育指針15）は見直され、保育内容もよ

り深くより充実化されることが求められ、社会的責任も
重要になっているが、現在の多くの保育所での実態は、
長時間保育や保育行事、事務作業に追われ、また多様化
したニーズに対応するためサービス残業が多く、保育士
は体力、心身健康、時間のいずれについてもかなり厳し
い状況に直面している。
その一方、厚生労働省「保育を支える保育士確保に向

けた総合的取組」1２）によると、保育士資格を有しなが
ら保育士としての就職を希望しない求職者のうち、半数
以上が勤務年数５年未満の保育士としての勤務経験が
ある者であり、早期離職の傾向も顕著にみられている。
保育職への就業を希望しない理由（複数回答）のうち、
職場関連の項目としては、「賃金が希望と合わない」が
47.5％と最も多かったが、「自身の健康・体力への不安」
が39.1％、「休暇が少ない・休暇がとりにくい」も37.0％
と高い割合であった。また、加藤ら９）の調査によると、
「『現場』の立場として、早期離職に至ったその理由の多
くを『仕事への適性がない』『健康上の理由』としてと
らえていることが明らかとなった」としている。さらに、
短時間保育士の導入や保育士の非正規化に伴う、若手
保育士の短期での入れ替えに拍車がかかっている。
このような状況のなか、職場において労働者のストレ
スや慢性的な疲労など問題点が指摘されている。保育
士の健康（疲労）については1950年代にすでに着目され
ており、他の産業労働者との比較で保母の仕事は労働
密度が高く、労働時間が長く、疲労度の高い労働である
ことが報告されている２5）。
これまで保育士のメンタルヘルスやバーンアウトに
関する研究が多く２1）２3）２4）30）、健康問題には腰痛や頚肩
腕などと職場環境との関連を調べた研究６）２２）２5）3２）も
あったが、保育士の疲労度と心身の健康や体力に関する
研究は筆者の調べた限りでは、近年ほとんど見当たらな
い。そこで本研究では、保育士の疲労度と心身健康およ
び体力との関連性を明らかにするとともに、それらにつ
いての年齢の違いによる特徴を検討することを目的と
した。

Ⅱ　方法

1．対象
中部地方 A県内の民間保育園に勤務する保育士のう
ち、２013年度に NPO法人けんこうを支える会が実施し
た健康調査に参加した男性47人、女性348人、合計395人
を対象に、自記式アンケートと体力指標調査を行った。
分析対象は、普通勤務で、勤務制限をしていない正規
職員及び臨時職員（だたし週に35時間以上勤務する者）
女性保育士178人（年齢幅２0～61歳）とした。調査時期
は、アンケート調査は２013年６月に、体力調査は同年９
月に実施した。

2．調査方法
2.1　アンケート調査および調査内容
アンケート項目のうち、分析に用いた項目は次のとお

りである。
ⅰ．基本的属性の項目として、年齢、経験年数、配偶
者の有無、雇用形態。
ⅱ．一日の勤務終了時の疲労感については、疲れの程
度の選択肢の５段階のうち「非常に疲れきってしまう」、
「ひどく疲れる」、「かなり疲れる」のいずれかを回答した
保育士を「重度疲労」群とし、「やや疲れる」、「ほとん
ど疲れない」のどちらか回答した保育士を「軽度疲労」
群とした。
ⅲ．健康状態については、５段階の選択肢のうち「最
高に良い」、「とても良い」、「良好」のいずれかを回答し
た保育士を「良好」群とし、「あまり良くない」「不良」
のどちらかを回答した保育士を「不良」群とした。
ⅳ．腰部と頸肩腕部の痛みについては、調査の時点に
おいて、それぞれの部位の痛みの強さを０と回答した保
育士を「なし」群とし、１～10のいずれかと回答した保
育士を「あり」群とした。
ⅴ．運動の実施状況については、この三か月間に実施
した運動（スポーツ、体操等）について、「まったくし
なかった（年に数日以下）」、「少し運動をした（月に１～
３日程度）」と回答した保育士を「週１日未満」群とし、
「よく運動をしていた（週に１～２日程度）」、「非常によ
くしていた（週に３日以上）」と回答した保育士を「週
１日以上」群とした。

2.2　体力測定項目および測定法
体力測定当日に血圧測定および問診を行い、医師の立

ち合いのもとに体力測定実施の可否を判断した。体格
項目については、身長と体重を測定し、BMIを算出した。
体力項目については、握力（竹井機器社製、T.K.K.5401
デジタル握力計）、立位体前屈、垂直跳び（竹井機器社
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製、T.K.K.5106デジタルジャンプメーター）、上体起こ
し、最大酸素摂取量（コンビウェルネス社製、800型テス
トモード）である。そのうち、握力、立位体前屈、垂直
跳びおよび上体起こしは「新・日本人の体力標準値Ⅱ」
19）の方法に従って測定した。最大酸素摂取量（V

・
o2max）

測定は、自転車エルゴメーター法を用いて、３分毎に漸
増する運動負荷と各段階の心拍数との関係から最大酸
素摂取量（V

・
o2max）を推定した。さらに、体重１kg当た

りの最大酸素摂取量を算出した。

3．統計処理
各アンケート調査項目に関する２群の比率の差の検

定には、Fisherの直接確率法を用いた。各体力測定項目
に関しては、それぞれ平均値と標準偏差を算出し、２群
間の平均値の比較については、t検定を用いた。以上、
すべての分析には IBM SPSS Statistics21.0を使用し、有
意水準を５％未満とした。

4．年齢区分
労働経済白書14）の「労働力調査」によって、若年者

の労働力人口比率を概観すると、２5-２9歳層、30-34歳層
では上昇傾向で推移しており、２0-２4歳層では低下傾向
で推移していることが報告されている。そこで、本調査
は年齢区分について、結婚、子育て等の一般的な女性の
ライフスタイルの変化や区分毎の人数分布のバランス
を考慮して、２0-２4歳、２5-34歳、35歳以上の３区分にし
た。

5．倫理的配慮
本研究のデータについては、回答者個人を特定できな

いようコード化・数値化して、統計的に処理した。本研
究は、名古屋大学総合保健体育科学センターにおける
倫理委員会（25-08）による承認を得て実施した。

Ⅲ　結果

1．年齢区分別にみた保育士の基本的属性
全体および年齢区分別の対象者の基本的属性につい

て、表１に示す。分析対象の女性保育士全体（178人）の
平均年齢は30.7歳であった。年齢区分別の人数は、２0-２4
歳で68人（全体の8.２％）、２5-34歳で6２人（同34.8％）、
35歳以上で48人（同２7.0％）であった。各年齢区分の平
均年齢と経験年数は、それぞれ２0-２4歳が２２.２歳、1.3年、
２5-34歳は２8.1歳、6.0年、35歳以上は、46.２歳、２0.２年で
あった。配偶者の有無については、全体の「配偶者あり」
の割合は２5.3％であり、年齢区分別にみると、若い順に
0.0％、16.1％、7２.9％であり、年齢が進むにしたがって
高い割合を示した。雇用形態について、全体においては
約85％が正規職員、残り約15％が臨時職員であり、いず
れの年齢区分でもほぼ同じ割合であった。

2．年齢区分別にみた保育士の心身および運動実施状況
全体および年齢区分別にみた保育士の心身および運

動実施状況の結果を表２に示す。終業時疲労について、
全年齢における重度疲労の有訴率は68.5％であった。
年齢区分別にみると、重度疲労の割合は、２0-２4歳で
55.9％、２5-34歳で75.8％、35歳以上で77.1％であり、年
齢が進むにしたがってより高い割合を示した。健康状
態の良否については、全年齢における「良好」の割合
は87.1％であった。年齢区分別にみると、「良好」と回
答した割合は、２0-２4歳で95.6％、２5-34歳で88.7％、35
歳以上で7２.9％であり、加齢とともにより低い割合を示
した。腰部の痛みについては、全年齢における痛み「あ
り」の割合は、75.3％、年齢区分別では、痛み「あり」
の有訴率は２0-２4歳で67.6％、２5-34歳で7２.6％、35歳以
上で89.6％であった。頸肩腕部の痛み「あり」の有訴率
は、全年齢で68.5％、年齢区分別では、若い順にそれぞ
れ57.4％、66.1％、87.5％であった。腰部または頸肩腕部
の痛み「あり」の人の割合は、どちらも加齢に伴って増
加する傾向を示した。この３か月間の運動実施状況に

表 1　年齢区分別にみた保育士の基本的属性
20-24歳

N=68（38.2％）
25-34歳

N=62（34.8％）
35-61歳

N=48（27.0％）
全体（20-61歳）
N=178（100％）

項目 内訳 
n

（％） mean（SD） 内訳 
n

（％） mean（SD） 内訳 
n

（％） mean（SD） 内訳 
n

（％） mean（SD）

年齢（歳） 22.2 （1.4） 28.1 （2.9） 46.2 （7.2） 30.7（10.6）
経験年数（年） 1.3 （1.2） 6.0 （3.0） 20.2 （9.2） 8.0 （9.2）
配偶者 あり 0 （0.0％） 10 （16.1％） 35 （72.9％） 45 （25.3％）

なし 68 （100.0％） 52 （83.9％） 13 （27.1％） 133 （74.7％）
雇用形態 正職員 58 （85.3％） 53 （85.5％） 40 （83.3％） 151 （84.8％）

臨時職員 10 （14.7％） 9 （14.5％） 8 （16.7％） 27 （15.2％）
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ついては、全年齢における「週に１日以上」運動した人
の割合は15.２％であり、年齢区分別にみると、それぞれ
の割合は２0-２4歳で10.3％、２5-34歳で２２.6％、35歳以上
で1２.5％と、いずれの年齢区分でも５～10人に１人の割
合という低い運動実施率であった。

3．疲労感の度合いによる健康状態と運動実施状況の
比較
終業時疲労感の度合いの違いによる健康状態と運動

実施状況の比較を表３に示す。健康状態について、全年
齢における軽度疲労群で「良好」と回答した割合（96.4％）
は重度疲労群での割合（8２.8％）に比べ有意に高かった。
年齢区分別にみると、２0-２4歳と２5-34歳における軽度疲
労群で「良好」と回答した割合はそれぞれ96.7％と93.3％
であり、重度疲労群での割合はそれぞれ94.7と87.２％で、
どちらの年齢区分でも軽度疲労群の方「良好」の割合が
やや高かったが有意ではなかった。35歳以上について
は、軽度疲労群で「良好」と回答した割合は100％であ
り、重度疲労群での割合（64.9％）に比較して有意に高
かった。
全年齢における腰部の痛みの有訴率は、軽度疲労群

（60.7％）では重度疲労群（8２.0％）に比べて有意に低

かった。年齢区分別にみて、軽度疲労群と重度疲労群の
間に有意な差がみられたのは、２0-２4歳の区分だけであ
り、軽度疲労群での有訴率（50.0％）は重度疲労（81.6％）
より有意に低かった。頸肩腕部の痛みについて、全年
齢における軽度疲労群の有訴率（53.6％）は重度疲労群
（75.4％）に比較して有意に低かった。年齢区分別にみ
て、軽度疲労群と重度疲労群の間有意な有訴率の差が
みられたのは、２5-34歳の区分だけであり、軽度疲労群
での有訴率（40.0％）は重度疲労群（74.5％）より低い
値を示した。
この３か月間の運動の実施状況については、年齢幅全
体において軽度疲労群での「週１日以上」の割合（17.9％）
が重度疲労群（13.9％）よりやや高かったが有意ではな
かった。年齢区分別にみても、両群間の「週１日以上」
の割合に有意差はみられなかった。

4．疲労感の度合いによる体力水準の比較
終業時疲労感の度合いの違いによる体格・体力項目に

ついての平均値の比較を表４に示す。年齢区分２0-２4歳
において、体格項目については、重度疲労群の平均値が
軽度疲労群に比べて高い傾向にあり、特に BMIは有意
に高い値を示した（重度疲労群２0.7、軽度疲労群19.6）。

表 2　年齢区分別にみた保育士の心身および運動実施状況
20-24歳 

N=68
25-34歳 

N=62
35-61歳 

N=48
全体（20-61歳） 

N=178

項目 回答分類 内訳 
n （％） 内訳 

n （％） 内訳 
n （％） 内訳 

n （％）

終業時疲労感 重度疲労 38 （55.9％） 47 （75.8％） 37 （77.1％） 122 （68.5％）
軽度疲労 30 （44.1％） 15 （24.2％） 11 （22.9％） 56 （31.5％）

健康状態 良好 65 （95.6％） 55 （88.7％） 35 （72.9％） 155 （87.1％）
不良 3 （4.4％） 7 （11.3％） 13 （27.1％） 23 （12.9％）

現時点の腰部の痛み なし（０） 22 （32.4％） 17 （27.4％） 5 （10.4％） 44 （24.7％）
あり（１～９） 46 （67.6％） 45 （72.6％） 43 （89.6％） 134 （75.3％）

現時点の頚肩腕部の痛み なし（０） 29 （42.6％） 21 （33.9％） 6 （12.5％） 56 （31.5％）
あり（１～９） 39 （57.4％） 41 （66.1％） 42 （87.5％） 122 （68.5％）

この３ヶ月間運動の実施状況 週１日未満 61 （89.7％） 48 （77.4％） 42 （87.5％） 151 （84.8％）
週１日以上 7 （10.3％） 14 （22.6％） 6 （12.5％） 27 （15.2％）

表 3　一日の終業時における疲労感の度合いによる健康状態と運動実施状況の比較（年齢区分別）

項目 回答分類

20-24歳 
N=68

25-34歳 
N=62

35-61歳 
N=48

全体（20-61歳） 
N=178

重度疲労 
n=38

軽度疲労 
n=30 検定 

P値

重度疲労 
n=47

軽度疲労 
n=15 検定 

P値

重度疲 
n=37

軽度疲 
n=11 検定 

P値

重度疲労 
n=122

軽度疲労 
n=56 検定 

P値内訳 
n （％） 内訳 

n （％） 内訳 
n （％） 内訳 

n （％） 内訳 
n （％） 内訳 

n （％） 内訳 
n （％） 内訳 

n （％）

健康状態
良好 36 （94.7） 29 （96.7）

1.000
41 （87.2） 14 （93.3）

1.000
24 （64.9） 11 （100）

.023＊
101 （82.8） 54 （96.4）

.014＊
不良 2 （5.3） 1 （3.3） 6 （12.8） 1 （6.7） 13 （35.1） 0 （0.0） 21 （17.2） 2 （3.6）

現時点の腰部の 
痛み

なし（０） 7 （18.4） 15 （50.0）
.009＊＊

12 （25.5） 5 （33.3）
.740

3 （8.1） 2 （18.2）
.321

22 （18.0） 22 （39.3）
.005＊＊

あり（１～９） 31 （81.6） 15 （50.0） 35 （74.5） 10 （66.7） 34 （91.9） 9 （81.8） 100 （82.0） 34 （60.7）

現時点の頚肩腕
部の痛み

なし（０） 15 （39.5） 14 （46.7）
.625

12 （25.5） 9 （60.0）
.026＊

3 （8.1） 3 （27.3）
.124

30 （24.6） 26 （46.4）
.005＊＊

あり（１～９） 23 （60.5） 16 （53.3） 35 （74.5） 6 （40.0） 34 （91.9） 8 （72.7） 92 （75.4） 30 （53.6）

この３ヶ月間運
動の実施状況

週１日未満 34 （89.5） 27 （90.0）
1.000

38 （80.9） 10 （66.7）
.296

33 （89.2） 9 （81.8）
.609

105 （86.1） 46 （82.1）
.506

週１日以上 4 （10.5） 3 （10.0） 9 （19.1） 5 （33.3） 4 （10.8） 2 （18.2） 17 （13.9） 10 （17.9）
＊p＜ .05, ＊＊p＜ .01：重度疲労群と軽度疲労群の間に有意差あり
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体力項目についても、５項目全てで重度疲労群の平均
値が軽度疲労群に比べて高い傾向にあり、特に握力は
有意に高い値を示した（重度疲労群２7.4kg、軽度疲労群
２5.1kg）。平均年齢については、両群はほぼ同様であり、
平均経験年数は、重度疲労群（1.7年）の方が軽度疲労
群（0.9年）より有意に長かった。
年齢区分２5-34歳では、体格項目については、重度疲
労群と軽度疲労群の平均値の間に大きな差がみられな
かった。体力項目については、５項目中垂直跳びを除い
た４項目で軽度疲労群の方がやや高い傾向にあったが、
有意な差は認められなかった。平均年齢と平均経験年
数については、重度疲労群の方が軽度疲労群に比べて
それぞれやや高い値を示したが、有意ではなかった。
35歳以上において、体格項目については、２0-２4歳と

は逆に軽度疲労群の平均値が重度疲労群に比べて高い
傾向を示したが、有意な差ではなかった。体力項目の平

均値については、５項目中体重当たり最大酸素摂取量を
除いた４項目で２0-２4歳とは逆に軽度疲労群の方が高い
傾向にあり、特に握力は有意に高い値を示した（重度疲
労群２6.6kg、軽度疲労群２8.8kg）。平均年齢と平均経験年
数については、２5-34歳と同様に重度疲労群の方が軽度
疲労群に比べてそれぞれやや高い値を示したが、有意
ではなかった。

5．疲労感の度合いによる体力水準の比較（20-22歳、
23-2４歳）
表４の年齢区分２0-２4歳で、平均経験年数について重
度疲労群と軽度疲労群の間に有意な差がみられたため、
２0-２4歳について、さらに２0-２２歳グループと２3-２4歳グ
ループに分け、終業時疲労感の度合いの違いによる体力
水準を比較した（表５）。
２0-２２歳グループでは、体格項目については、重度疲

表 ４　一日の終業時における疲労感の度合いによる体力水準の比較（年齢区分別）

体格・体力項目

20-24歳 
N=68

25-34歳 
N=62

35-61歳 
N=48

重度疲労
n=38

軽度疲労
n=30 t検定

P値

重度疲労
n=47

軽度疲労
n=15 t検定

P値

重度疲労
n=37

軽度疲労
n=11 t検定

P値
mean（SD） mean（SD） mean（SD） mean（SD） mean（SD） mean（SD）

身長（cm） 158.5（5.1） 158.0（4.8） .710 157.6（5.4） 157.8（6.4） .947 157.5（5.1） 158.3（4.7） .631
体重（kg） 52.1（6.5） 49.1（6.2） .059 50.8（7.3） 51.4（9.3） .789 53.8（9.6） 58.2（14.8） .246
BMI（kg/m2） 20.7（2.2） 19.6（2.1） .047＊ 20.4（2.3） 20.6（3.3） .784 21.7（3.7） 23.1（4.7） .317
握力（kg） 27.4（3.5） 25.1（3.2） .007＊＊ 27.0（3.5） 27.5（4.6） .627 26.6（3.1） 28.8（3.5） .047＊

立位体前屈（cm） 9.3（8.0） 7.2（8.3） .282 6.8（7.9） 7.9（6.2） .602 7.4（7.2） 10.2（4.9） .222
垂直跳び（cm） 36.8（3.5） 36.2（4.5） .545 35.2（4.3） 35.1（4.6） .936 32.2（4.8） 34.4（3.4） .174
上体起こし（回 /30秒） 19.8（3.5） 19.6（3.5） .820 16.6（4.6） 17.0（3.4） .779 13.0（4.8） 13.8（5.4） .619
最大酸素摂取量（ml/kg/min） 34.4（6.0） 33.6（6.5） .623 34.5（7.3） 34.6（4.1） .971 31.6（6.7） 30.7（4.1） .656

年齢 22.1（1.4） 22.2（1.4） .916 28.3（3.0） 27.3（2.5） .227 46.4（7.7） 45.6（5.2） .768
経験年数 1.7（1.3） 0.9（1.0） .011＊ 6.1（3.2） 5.6（2.6） .559 21.0（9.5） 17.7（8.1） .316
＊p＜ .05, ＊＊p＜ .01：重度疲労群と軽度疲労群の間に有意差あり
握力：左右の平均値

表 ５　一日の終業時における疲労感の度合いによる体力水準の比較（20-22歳、23-24歳）

体格・体力項目

20-22歳 
N=38

23-24歳 
N=30

重度疲労 
n=22

軽度疲労 
n=16 t検定

P値

重度疲労 
n=16

軽度疲労 
n=14 t検定

P値
mean（SD） mean（SD） mean（SD） mean（SD）

身長（cm） 158.8（6.0） 157.4（4.4） .441 158.1（3.8） 158.8（5.3） .686
体重（kg） 52.0（5.7） 47.8（4.5） .021＊ 52.2（7.7） 50.5（7.6） .550
BMI（kg/m2） 20.6（1.6） 19.3（1.5） .017＊ 20.9（2.9） 20.0（2.7） .411
握力（kg） 26.8（3.6） 24.2（2.5） .019＊ 28.1（3.2） 26.1（3.6） .119
立位体前屈（cm） 9.1（7.1） 7.7（7.2） .558 9.7（9.2） 6.6（9.7） .375
垂直跳び（cm） 37.2（2.7） 35.8（2.0） .097 36.3（4.5） 36.6（6.3） .843
上体起こし（回 /30秒） 19.2（2.9） 19.2（3.5） .97 20.5（4.2） 20.0（3.7） .733
最大酸素摂取量（ml/kg/min） 35.0（7.0） 30.6（5.5） .043＊ 33.5（4.3） 37.1（5.9） .064

年齢 21.1（0.8） 21.1（0.8） .773 23.5（0.5） 23.4（0.5） .708
経験年数 1.2（0.9） 0.8（0.9） .147 2.3（1.5） 1.1（1.1） .023＊
＊p＜ .05, ＊＊p＜ .01：重度疲労群と軽度疲労群の間に有意差あり
握力：左右の平均値
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労群の平均値が軽度疲労群に比べて高い傾向を示し、
特に体重と BMIは有意に高い値を示した。体力項目に
ついては、５項目全て重度疲労群の方が軽度疲労群に
比べて高い傾向を示し、特に握力と体重当たり最大酸素
摂取量は有意に高い値を示した。平均年齢については、
両群の値は同じであり、平均経験年数では、重度疲労群
の方が軽度疲労群より高い値であったが、有意な差では
なかった。
２3-２4歳グループでは、平均経験年数について、重度

疲労群の方が軽度疲労群より有意に高い値を示した以
外、体格、体力、年齢の各項目において両群間に有意な
差はみられなかった。

Ⅳ　考察

1．年齢区分別にみた終業時疲労と健康状態との関連
本研究の結果から、対象者全体の９割近く（87.1％）

が健康状態は良好であると回答し、３つの年齢区分（２0-
２4歳、２5-34歳、35-61歳）においても、それぞれ７割以
上（7２.9～95.6％）が健康状態良好者であった（表２）。
田中ら30）の調査によれば、保育従事者の半数近くは健
康な状態であることを示され、また、勤労者を対象とし
た大規模疫学調査35）では、主観的健康感が良いと答え
た者は女性で65.9％であり、厚生労働省平成19年労働者
健康状況調査16）によれば、女性労働者では「健康であ
る」とする割合は78.7％となっていることが報告されて
いる。本研究では、労働者や保育士を対象とした先行研
究16）30）35）に比べ健康状態が良好の保育士は多かった。
一方、本研究で年齢が高いほど健康状態が悪くなる傾
向がみられたが、Celik et al.５）では、年齢は心の健康と
の間に有意な負の相関関係が報告されており、本研究の
傾向はこれと一致していた。
表３によれば、全年齢の終業時疲労感について、重度
疲労群に占める健康状態不良者の人数割合（17.２％）が、
軽度疲労群における割合（3.6％）より有意に高く、終業
時に疲労を感じやすいことが健康状態の不良さと一部
関連していることが推測された。この疲労度による健康
状態の評価の違いについては、保育士の年齢により差異
があり、年齢が進むにしたがって重度疲労群と軽度疲労
群における健康状態不良者の割合の差が拡大していた。
すなわち、２0-２4歳（重度疲労群5.3％、軽度疲労群3.3％）
と２5-34歳（重度疲労群1２.8％、軽度疲労群6.7％）では、
両群間に有意な差がみられなかった。一方、35歳以上で
は両群間（重度疲労群35.1％、軽度疲労群０％）に有意
な差が認められた。

2．年齢区分別にみた疲労度と腰部・頸肩腕部の痛み
との関連
表２によれば、腰部および頸肩腕部の痛みに関して

は、年齢が高くなるにしたがって痛み「あり」と回答し
た保育士の割合が高くなる傾向がみられた。厚生労働
省平成２２年国民生活基礎調査17）により、病気やけが等
で自覚症状の有訴率は、年齢階級が高くなるにしたがっ
て上昇することを報告しており、本研究の結果と一致す
る。
表３の結果からみると、腰部または頸肩腕部につい

て、全年齢において重度疲労群は軽度疲労群よりそれ
ぞれ有意に高い有訴率が認められた。年齢区分別にみ
ると、重度疲労群の痛みの有訴率が有意に高かったの
は、２0-２4歳の腰部の痛みと２5-34歳の頸肩腕部の痛み
であった。すなわち、全年齢において、疲労度と腰部
または頸肩腕部の痛みとの間にはそれぞれの関連性が
あったが、年齢区分の違いによって、終業時疲労に関連
する痛みの部位に特徴があることが示唆された。
35歳以上の保育士で疲労と痛みの関係がみられな

かった理由として、疲労度の軽重にかかわらず痛みの有
訴率がかなり高い（重度疲労群で９割強、軽度疲労群
で７～８割強）ことがあげられ、疲労度の差について痛
みの有無で説明しづらい両者の関係であったことが明
らかになった。一方、より若い保育士（２0-２4歳、２5-34
歳）では、疲労と痛みに関連がみられ、痛みの軽減対
策が疲労対策につながる可能性が示唆された。２0-２4歳
と２5-34歳で疲労と痛みの関連について痛みの部位が異
なったことについての理由は不明であるが、年齢や経験
による業務内容や方法の違いがあるのかもしれないの
で、今後検討する必要があると考えられた。

3．年齢区分別にみた疲労度と運動実施状況との関連
運動実施状況に関しては、いずれの年齢区分におい

ても「週１日以上」実施率はかなり低く（10.3～２２.6％）、
疲労度との明確な関連はみられなかった。小田ら２0）の
研究でも運動と疲労の蓄積についての因果関係は推定
できなかったが、その一方で、継続的な運動習慣がスト
レス解消、気分の向上などの、心理的に好効果を有する
こと多くの研究２1）により明らかとされ、運動習慣がある
群では、運動習慣が無い群と比較して、蓄積的疲労徴候
の「気力の減退」および「身体不調」が低かったことも
報告されている２0）。本研究の保育士についても、運動習
慣を有する割合が全体的に上がることで（例えば50％）、
運動習慣の有無が保育士の疲労の軽重と関連しうる可
能性も残されていると考えられる。
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4．年齢区分別にみた疲労度と体力との関連
本研究で対象とした保育士では、疲労度と体力の関

連性について、２0-２4歳と35歳以上の結果では逆の関係
がみられた（表４）。すなわち、２0-２4歳では重度疲労群
の方が軽度疲労群に比較してすべての体格・体力項目の
平均値が高く、特にBMIと握力は有意に高かった。経験
年数にも有意差がみられたため、さらに２0-２２歳と２3-２4
歳に分けてみると、より若年層（２0-２２歳）の方でこの
傾向がより強かった（表５）。一方、35歳以上について
は、２0-２4歳とは逆に、重度疲労群が軽度疲労群より最
大酸素摂取量を除いた体格・体力項目の平均値が低く、
特に握力は有意に低かった。
この理由としては、体力が要求される業務内容が若年
層に対して課されることで、若手の中でも体力水準の比
較的高い保育士が、より過重な労働負担を強いられ、そ
の結果、終業時の疲労度が高められている可能性が考
えられる。一方、ベテランの保育士については、体力水
準の高低にかかわらず業務内容が同水準であれば、体
力が高いことで疲労度が低いことを説明できるかもし
れない。しかし、これらの解釈はあくまで推測であって、
今後の実証的な調査が必要である。

Ⅴ　今後の課題

今回は、女性保育士のみに焦点を絞り、年齢区分別に
みた終業時疲労と健康状態、運動実施状況や体力との
関連性を明らかにした。特に若手保育士に対して、心理
的疲労だけではなく、さらに腰部または頸肩腕部など身
体症状から反映した身体的疲労にも加えて、労働負担の
軽減、健康や体力の確保ための対策が必要と考える。
また、若手保育士の育成に関しては、教育水準、幼児
の発達の理解や保育内容に工夫するのみならず、仕事
中に適切な姿勢の指導や疲労の予防対策などを含めた
全体的な業務量管理を重要視すれば、疲労に関連する
早期離職問題を緩和させられる可能性が期待できる。
なお、運動実施状況については、終業時疲労との関連
が認められなかったが、本研究で用いた以外の運動頻
度や運動時間などの関連項目を増やすことによって、今
後の研究課題として検討するべきだと考える。さらに、
今回除外した男性保育士についても調査・分析をおこ
なっていく必要がある。

Ⅵ　まとめ

本研究では、２0-61歳の女性保育士を対象とし、終業
時疲労の度合いの違いによる、健康状態、腰部または頸
肩腕部の痛みおよび体力水準の比較をおこない、年齢区

分別の特徴を検討した。主な結果として、以下の４点が
明らかになった。
１ ．健康状態について、終業時の疲労度が高い群で健康
不良者の割合がより多く、その傾向は年齢が高いほど
強い。
２ ．腰部または頸肩腕部の痛みについて、年齢の増加に
したがって症状の有訴率が高くなる傾向にある。終業
時の疲労度と腰部または頸肩腕部の痛みとの間に正
の関連性がみられるが、年齢区分の違いによって、終
業時疲労に関連する痛みの部位に特徴がある。
３ ．運動実施状況について、いずれの年齢区分において
も低い実施率であり、疲労度との明確な関連性はみら
れない。
４ ．終業時疲労と体力水準の関係について、２0-２4歳に
おいて疲労度が高い群で体力水準がより高く、一方、
35歳以上においては、逆に疲労度が低い群で体力水
準が高い。
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