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介護職の夜勤の
ホント にせまってみよう
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「夜勤って生活サイクルがつらそう…」
「夜勤中に何かあったらどうしよう…」
なんとなく、
夜勤は負担が大きい働き方だと思っていませんか？
実はそんなことはないのです！
夜勤明けの日※は公休とは別に休みになって事実上の連休になるし、
夜は一人ひとりの利用者さんと

じっくり向き合う時間を持つことができます。
何かあれば必ず相談できるように

リーダー役の職員の人といっしょに

夜勤って
不安じゃない？

夜だと、ゆっくり
利用者さんと
向き合えるし

そうなんだ
夜勤もいいね！

夜勤に入るので安心です。
夜に寝ないで働く日がある生活にも、慣れていきます。
夜勤ではどんな仕事をしているか、働いている人はどう感じているか、

あと、いろんな
ライフスタイル
も考えられるよ

夜勤をすることで、どんな生活をしているのか、
ホント のことを知ってください！

※ 16 時間勤務の場合
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川端 亜梨さんの場合
特徴
私たちの法人は、福祉従事者として他人様のお役にたつには、良き人
格の形成が必要と考えています。そのために職員の人柄の向上に重き
を置き、毎日理事長の教本をもとに朝礼を行い、本日の心決めをして
います。行動指針として、
「明るく笑顔で挨拶をします」
「真剣に親孝行
を実践します」
「人に役立つ充実感を体得します」
と掲げ実践しています。

夜勤の時間帯、仕事内容は？

新人の頃の夜勤はどうでしたか？

勤が終わってから友人と 1 泊旅行
をしたこともあります。

夜勤は夕方 4 時半から翌朝 10 時過ぎまでで、月に 5

新人の頃は、利用者さんが熱を出したらどうしようと

一般の仕事をしている人には「夜

〜 6 回。ひとりで、14 〜 28 人を担当します。日勤と

不安でしたし、夜中に眠れない利用者さんにはどう対応

勤はしんどいんでしょ」と言われま

の違いは、穏やかに時間が過ぎるところです。夕食の準

すればいいのかなど、分からないことはたくさんありま

すが、このサイクルに慣れたので、

備や排せつの介助、掃除、30 分ごとの巡回など、やる

した。途中、2 時間の仮眠を取れるのですが、最初のう

平日 5 日連続で出勤する方が私に

べきことはありますが、ほとんどの利用者さんは寝てお

ちは緊張して、なかなか寝付けなかったですね。

はしんどいかもしれません。

られるので、日勤ほどバタバタすることはありません。

それでも何ごともなく仕事をこなせたのは、自分で判

ゆっくり対応したい利用者さんのために時間を取りやす

断できないことがあれば、先輩方にすぐに聞ける体制

いのも、夜勤のいいところです。

だったからです。今は経験を積んで仕事にも慣れたので、

ただ、
利用者さんの中には、

やりがいや魅力は ?
介護職は大変な仕事ですが、利用者さんの笑顔や「あ

後輩にアドバイスできる立場になり、いつでも寝られる

りがとう」の言葉はうれしく、喜びの大きい仕事だと思

状態のよくない方もいらっ

ようになりました（笑）。

います。日々、心がけているのは、皆さんの生活をより

しゃいます。よりよい対応を

夜勤の前後、休みの日の過ごし方は ?

よくサポートすること。そのためにもっと経験を積み、

するために一部の医療行為が

研修などで知識を身につけたいと思っています。できる

できる研修を受け、今は痰の

夜勤の前は、家事をした後は出勤まぎわまでゆったり

ことが増えると、利用者さんの笑顔も増えますし、それ

吸引などを必要に応じて行え

過ごして、夜勤明けや平日の休みには実家の両親を誘い

が励みになります。おむつ交換をしながら、利用者さん

るようになりました。

ショッピングを楽しんでいます。平日は週末ほど混んで

に昔の話をしてもらうのも楽しい時間。私の知らないこ

ないので、買い物やランチをゆっくり楽しめるのがうれ

とを、たくさん教えていただいています。

しいですね。旅行も週末出発よりも安く行けるので、夜
2

オン
ナ
入職2 年目

介護福祉士

ホントがわかる職場紹介 10
み

き

た えん

み

き

その

社会福祉法人 美木多園 特別養護老人ホーム美樹の園
い

わ

ね

り

さ

岩根 梨紗さんの場合
特徴
私たちの施設は昭和 59 年にオープンしています。ショートステイと
合わせて 130 名の方を受け入れています。低所得、生活保護の方で
も利用しやすいよう、四人部屋を基本としています。住宅地に隣接
していますが、私設の公園を併設しており、四季折々の草花が楽しめ、
緑に囲まれて落ち着いた雰囲気の中で生活をしていただいています。

れることはないので、落ち着いて資料を作成したり、利

す。友人も介護職に就いているの

用者さんの状態を記録しています。夜勤の時間を利用す

で、働き方は私と同じ。休みが合

れば残業しなくてすみますし、静かなので作業もはかど

う日はよく遊んでいます。休日が

す。まず、
日勤の職員から日中の状態の申し送りがあり、

ります。

2 日続いた時は、一緒に韓国に行

その後は夕食の準備やトイレの介助などをします。利用

初めての夜勤はどうでしたか？

きました。こういう休み方ができ

夜勤の時間帯、仕事内容は？
夜勤は月 5 回ほどあり、夕方 4 時半には出勤していま

者さんの就寝後には定期的に様子を見てまわり、夜中に
起きられた方には声をかけています。家族と暮らしてい

るのは、夜勤のある仕事のメリッ
トだと思います。

初めのうちは先輩と一緒に入って教えてもらい、その

た利用者さんの中には「静

後はひとりで 20 〜 30 人の利用者さんを見ています。

かで寂しい」という方もい

最初は「寝てしまったらどうしよう」と不安でしたが、

らっしゃるので、そばにい

私の場合は、仮眠を取らなくても平気なので、仮眠時間

介護の仕事は、職員同士が助け合いながらできる仕事

ることもありますね。朝の

中に寝ることはほとんどありません。救急搬送も対応で

です。ノルマのある職種ではないので、プレッシャーは

起床後は、朝食や歯磨きを

きるかどうか心配でしたが、2 年間で経験したのは 2 回

ありません。それに、ここは利用者さんの生活の場。私

介助。その後、日勤の職員

ほど。分からないことは先輩に聞けるので、困ったこと

も自然体で、家族と会話をするように天気や献立の話な

に申し送りをして、夜勤は

はありません。

どをして楽しんでいます。

終了です。

休みの日の過ごし方は？

夜勤はハードですか ?

夜勤は朝 9 時半までで、翌日は休日なので、2 連休の

「夜勤はしんどい」というイメージでしたが、それほ

ような感覚です。平日が休みの場合は、テーマパークに

どハードではありません。夜は昼間のように仕事に追わ

行ったり、淡路島までドライブしたり、と満喫していま

やりがいや魅力は ?

人と話すことが好きですし、祖父母と暮らしていたこ
ともあり、お年寄りも大好き。自分に向いている仕事だ
と思います。
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利用者さんの歯磨きや義歯の洗浄、日

就寝時間後、利用者さんがお休みに

起床の声かけを行い、その際に顔色

常着からパジャマへの着替えを介助

なっているかを一定の時間ごとに確

などで体調の確認をし、パジャマか

します。また、睡眠前の薬を服用さ

認をします。もし、普段と様子が違

らの着替え、トイレ誘導などの介助

れる方の介助なども行います。

うことがあればすぐに対応します。

をした後、朝食の席へ案内します。

取材先の施設責任者に聞きました

たい！
夜勤 のここが 知り
夜勤の体制はどのようになっていますか？
夜勤に入る複数人のうち一人はリーダーを配置します。

ながらひとり 2 時間とります。夜勤に入ると夜勤手当が
つきます。

夜勤をするうえで大切なことは？
チームワーク、人間性です。介護はチームでする仕事
で、それは日勤も同じなのですが、夜勤は日勤よりもスタッ
フの人数が減ります。だから、日勤以上にチームワークを

日勤のスタッフから利用者さんの状態を聞く申し送りを

強めて利用者さんの生活をサポートすることが大切になり

受けて、リーダーが「利用者さんの水分補給をしっかり

ます。そしてチームワークをうまくとるためにはスタッフ

確認しよう」などとその日に意識するテーマを決めてメ

同士の人間関係がよくなければならず、普段からコミュニ

ンバー全員で取り組むようにしています。仮眠は交代し

ケーションをとるように心がけています。
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問合せ先

泉北地域介護人材確保連絡会議
大阪福祉人材支援センター

（事務局）

☎06-6762-9020
発行者：大阪府／（福）大阪府社会福祉協議会・大阪福祉
人材支援センター／堺市／泉大津市／和泉市／高石市／
忠岡町／
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