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か．和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科―目
的：
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が新たに創
設された．この制度によって家族の負担は減少するが，
このサービスを提供する介護職者の負担は増加する．
そこで本研究の目的は，このサービスを提供する施設の
介護職者の疲労徴候を明らかにするとともに，職場にお
ける関連要因を検討することである．方法：無記名の自
記式調査用紙を用いて，施設の介護職者 96 名を対象に
調査を行った．質問内容は，蓄積的疲労徴候インデック
ス，勤務状況，職場における支援，属性であった．解析
では対象者を午後 6 時から午前 8 時に勤務がある有夜勤
者と日勤しかない常日勤者の 2 群に分け，疲労徴候と勤
務状況等との関連を 2 群間で比較検討した．結果：有夜
勤者は 47 名で，平均年齢 42.3 歳，平均経験年数は 6.0 年，
前月の訪問介護人数 9 人（中央値）であった．常日勤者
は 49 名で，平均年齢 44.6 歳，平均経験年数は 5.9 年，前
月の訪問介護人数 9.5 人であった．年齢と性別は両者間
に有意差を認めなかった．勤務時間とケア内容を除い
て，仕事の状況，職場の支援に有意差を認めなかった．
両者とも疲労徴候は高く，有夜勤者の身体不調は常日勤
者より強かった．仕事の満足，心の健康への教育研修，
訪問時の交通安全配慮は両者とも疲労を軽減する要因
であった．ここ 1 年以内に介護の知識・技術を学習した
経験，有給休暇のとりやすさは，有夜勤者で疲労徴候
と関係していなかった．この点は常日勤者と異なってい
た．結論：両者とも疲労徴候に対して対策が必要である
が，有夜勤者に対する対策は常日勤者への対策に加え，
さらに有効な対策を探り，実施していく必要がある．
（産衛誌 2015; 57(3): 77–84）
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I．はじめに
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスは，
要介護高齢者の在宅生活を支えるため，訪問看護と訪
問介護を一体的に，またはそれぞれが密接に連携しな
がら，日中・夜間を通じて定期巡回訪問と随時対応を
行う地域密着型サービスとして創設された 1)．この制度
によって家族への支援は充実するが，その一方で訪問
介護看護サービスを提供する介護職者や看護師の勤務
形態が変わり，夜間における訪問での介護や看護が多
くなると考えられる．これらの職種の健康管理を充実
することが重要となってくる．
これまでの介護職者における研究では，施設入居者
に介護サービスを提供している介護職者の健康問題と
して，ストレス 2)，抑うつ 3)，不眠 4) などが報告されて
いる．疲労では，勤務後の疲労症状の増加率は，日勤
よりも夜勤の方が高くなっていた 5)．また，訪問介護事
業所に勤務する介護職者の方が，通所介護事業所に勤
務する者に比べ客観的疲労感が出現していた 6)．これら
の報告は，夜間の勤務 7) や訪問看護 8) はストレス反応を
引き起こしやすいとする，看護師を対象にした報告と
符合しており，介護職者においても夜勤や訪問がある
勤務で疲労徴候が大きいと考えられる．しかし，これ
まで在宅の要介護者に介護サービスを提供している介
護職者に関する報告 9, 10) は少なく，在宅の要介護者に
介護サービスを提供している夜勤介護職者の疲労徴候
についての報告はない．
そこで本研究は，定期巡回・随時対応型訪問介護看
護に従事する介護職者の勤務形態別の疲労徴候を明ら
かにし，勤務状況，職場における支援との関連の検討
を行い，その結果を今後の介護職者の健康管理の支援
に役立てることを目的とした．

産衛誌57巻，2015

78
II．研究方法

「不安がない」
「あまり不安はない」
「やや不安である」
「不
「ま
安である」の 4 件法で，仕事の満足は「満足している」

1．研究対象
厚生労働省や各府県のホームページ（2012 年 12 月現

あ満足している」「やや不満足である」「不満足である」

在）より，近畿・東海地区にある「定期巡回・随時対

ない」「たまにとる」「ときどきとる」「いつもとる」の

応型訪問介護看護」に対応している 57 施設（訪問介護

4 件法で回答を求めた．
（3）職場における支援

ステーションなど）を対象施設とした．それぞれの施

の 4 件法で，夜勤勤務前の仮眠，勤務中の仮眠は「とら

設代表者に研究の趣旨等を記載した依頼文を送り，調

職場の支援は，職場ソーシャルサポート 12)，有給休

査協力の承諾の得られた 10 施設に就業する介護職者

暇のとりやすさ，心の健康に関する教育研修や情報提

190 名を対象者とした．

供（以下，教育研修），心の健康の不調への対応や職場
環境の改善（以下，職場環境改善），さらに夜勤勤務を

2．調査方法
1）配付・回収方法
無記名の自記式調査用紙を使用した．承諾が得られ

する者には，夜勤勤務のときの通勤・訪問時の交通安
全に対する職場からの配慮（以下，交通安全配慮）に
ついて尋ねた．

た施設の代表者に対して調査用紙を送り，介護職者に

職場ソーシャルサポートは，職場の上司，先輩，同

配付と回収を依頼し，施設代表者が調査用紙を研究者

僚のサポートに適用できる尺度である 12)．訪問介護施

に郵送する形で回収した．

設は勤務者が少なく，訪問も一人で行うことが多いた

調査期間は 2013 年 3 月〜 4 月とした．

2）調査内容
調査内容は，疲労徴候，勤務状況，職場における支援，
基本属性であった．
（1）疲労徴候
疲労徴候は，蓄積的疲労徴候インデックス（CFSI）
を用いて測定した 11)．CFSI は，精神的側面（抑うつ感，
不安感，気力の減退），身体的側面（一般的疲労感，慢
性疲労徴候，身体不調），社会的側面（イライラの状態，
労働意欲の低下）の 8 下位尺度を有する計 81 問から構
成されている．ここ 1 ヶ月の症状や体験の有無を尋ね，
「ある」と回答した項目数を得点とする．点数が高いと
その徴候が高いと評価する．
（2）勤務状況
勤務状況は，勤務契約，勤務形態，介護職の従事歴，
ここ 1 ヶ月の勤務における標準的な勤務時間，勤務日
数，前月の残業時間，前月の定期巡回訪問時に介護し
た延べ人数，ケア内容，ここ 1 年以内の介護知識・技術
の学習の有無，利用者の状態急変時に対する対応につ
いての不安，仕事の満足について尋ねた．さらに夜勤
勤務をする者には夜勤勤務前の仮眠，勤務中の仮眠に
ついて尋ねた．
勤務契約は「常勤」「非常勤」「その他」で，勤務形
態は「常日勤 8 時から 18 時」「交替制 8 時から 18 時と 18
時から翌 8 時」「常夜勤 18 時から 8 時」で回答を求めた．

め，本研究における職場の人間関係からの支援は上司
を中心に検討することとし，上司のサポートの部分の
みを採用した．質問項目は 15 項目からなり，それぞれ 5
件法で回答を求めた．それぞれ回答に 1 〜 5 点を割り当
て，合計点を算出した．得点範囲は 15 〜 75 点で，得点
が高いほどサポートがあると感じていると評価する．
有給休暇のとりやすさは「とりにくい」「ややとりや
すい」「まあとりやすい」「とりやすい」の 4 件法で回
答を求めた．教育研修は「受けていない」「あまり受け
ていない」
「まあ受けている」
「受けている」の 4 件法で，
職場環境改善は「行っていない」
「あまり行っていない」
「まあ行っている」「行っている」の 4 件法で回答を求
めた．交通安全配慮は「配慮はない」「あまり配慮はな
い」「やや配慮はある」「配慮はある」の 4 件法で回答
を求めた．
（4）基本属性
基本属性は，性別，年齢，婚姻，家族形態について
尋ねた．
婚姻は「未婚」
「即婚」
「死別」
「離別」で，家族形態は「一
人住まい（単身赴任）」「家族と同居」で回答を求めた．

浴介助などについて，生活介助として食事準備（調理），

3．解析方法
対象者を勤務形態により，8 時〜 18 時に勤務する者
（49 名）を常日勤者として，18 時〜翌 8 時に勤務する常
夜勤勤務者（11 名）と交替制勤務者（36 名）を有夜勤者（47
名）として 2 群に分類した．本研究では，常夜勤勤務者
と交替制勤務者の両者間に CFSI の有意な差がなかった

食事準備（配膳，服薬），生活援助（掃除，洗濯，買い物）

ため，常夜勤勤務者と交替制勤務者を合わせて有夜勤

などについて，その他の介助として，見守り，不安解消，

者として解析を行った．

ケア内容は身体介助として排泄介助，更衣介助，入

転倒予防について，実施の有無を尋ねた．
利用者の状態急変時に対する対応についての不安は

質問項目の 4 件法については，利用者の状態急変時に
対する対応については「不安がない」「あまり不安はな
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い」を「不安はない」に，
「やや不安である」
「不安である」

あたりの平均勤務時間は，有夜勤者 8.6 ± 2.8 時間，常

を「不安である」に，仕事の満足は「満足している」
「ま

日勤者 7.8 ± 1.9 時間であった．1 ヶ月あたりの平均勤務

あ満足している」を「満足している」に，「やや不満足

日数は，有夜勤者 18.3 ± 5.7 日，常日勤者 19.3 ± 4.7 日

である」「不満足である」を「不満足である」に再分類

であった．調査日の前月の残業時間は，有夜勤者 1.7 ±

した．他の項目も同様に 2 群に再分類した．

0.5 時間，常日勤者 1.6 ± 0.5 時間であった．いずれの項

平均値の比較には t 検定，中央値の比較には MannWhitney の U 検定，割合の比較には χ 2 検定，相関係数
には Spearman の相関係数を用いた．なお，項目の出現
数が 5 未満の場合，中央値の比較は行わなかった．
統計解析には SPSS ver.16 を用い，統計的有意確率
は 5％未満とした．

目においても両者間に有意差を認めなかった．

4．倫理的配慮
調査用紙は無記名とした．研究への参加は自由意思
であり，研究へ参加しなくても対象者に不利益はない
こと．個人が特定されるような解析は行わないこと．
以上の内容を対象者へ文書で説明し，調査用紙の提出
をもって同意とみなした．
本研究は，和歌山県立医科大学倫理委員会の承認後
（番号 1201）開始した．
III．結

果

調査用紙は全 10 施設，114 名から回答を得た（回収
率 60 ％）．施設内の回収率が低い 1 施設（回収率 17 ％）
を除外し，この施設からのすべての回答を解析から除
いた．さらに，記載不備の多い者，訪問介護を行って
いない者，介護職の従事歴が 1 ヶ月以内の者，上司の
いない者は除いたため，有効回収数は 9 施設に勤務する

96 名（有効回収率 51％）であった．
1．基本属性
対象者は，有夜勤者が男性 11 名（23 ％），女性 36 名
（77％），常日勤者が男性 14 名（29％），女性 35 名（71％）
であった．平均年齢は，有夜勤者が 42.3 ± 10.1（平均
値±標準偏差）歳，常日勤者が 44.6 ± 9.1 歳であった．
婚姻は，既婚が有夜勤者 23 名（49 ％），常日勤者 22
名（45 ％）で両者とも最も多く，次いで未婚が有夜勤
者 14 名（30 ％），常日勤者 13 名（27 ％）であった．住
まいは，家族と同居が有夜勤者 38 名（81％），常日勤者
41 名（84％）であった．
基本属性のいずれの項目においても両者間に有意差
を認めなかった．

2．勤務状況
勤務契約は，常勤が有夜勤者 15 名（32 ％），常日勤
者 27 名（55 ％）であった．介護職の平均従事歴は，有
夜勤者 6.0 ± 4.5 年，常日勤者 5.9 ± 4.8 年であった．1 日

前月の定期巡回訪問時に介護した延べ人数は，有
夜勤者 9（四分位範囲 4 〜 50）名，常日勤者 9.5（2 〜

27.5）名で，有意な差はなかった．
ケア内容をみると，有夜勤者では，身体介助の更衣
介助が 27 名（57％）で最も多く，次いで排泄介助 26 名
（55％），移動・移乗介助 25 名（53％）であった．一方，
常日勤者では，生活介助の食事準備（配膳，服薬介助）
が 40 名（82 ％）で最も多く，次いで身体介助の更衣介
助 37 名（76 ％），排泄介助 37 名（76 ％）であった．両
者間で差を認めたケア内容は，身体介助の入浴介助（有
夜勤者：2.1％，常日勤者：30.6％）と通院・外出介助（0％，
26.5 ％），生活介助の食事準備（配膳，服薬）（34.0 ％，
81.6 ％）， 生 活 援 助（ 掃 除， 洗 濯， 買 い 物 ）（17.0 ％，
65.3％）で，いずれも有夜勤者に少なかった．
ここ 1 年以内に介護の知識・技術を学習経験がある
者 は，有夜 勤者 35 名（74 ％）， 常日 勤者 37 名（76 ％）
であった．
利用者の状態急変時の対応について不安があると答
えた者は，有夜勤者 33 名（70％），常日勤者 35 名（71％）
で，有意差を認めなかった．仕事に満足している者は，
有夜勤者 34 名（72 ％），常日勤者 33 名（67 ％）で，有
意差を認めなかった．
有夜勤者では，夜勤勤務の出勤前の仮眠をとる者が
15 名（32 ％）， 勤 務 中 の 仮 眠 を と る 者 が 11 名（23 ％）
であった．
3．職場における支援
職場ソーシャルサポート得点の中央値をみると，有
夜勤者は 50（38 〜 58）点，常日勤者は 54（44 〜 61）
点で，有意差を認めなかった．
有給休暇をとりやすいと感じている者は，有夜勤者
12 名（36 ％），常日勤者 21 名（58 ％）で，有意差を認
めなかった．
職場の教育研修を受講していると回答した者は，有
夜勤者 14 名（31 ％），常日勤者 15 名（33 ％）で，有意
差を認めなかった．また，職場が職場環境改善を行っ
ていると回答した者は，有夜勤者 14 名（31％），常日勤
者 15 名（33％）で，有意差を認めなかった．
交通安全配慮がある者は 27 名（57％）であった．
4．CFSI と勤務状況との関連
有夜勤者と常日勤者で，CFSI の 8 下位尺度の得点を
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比較した結果を Table 1 に示す．身体不調は有夜勤者が
常日勤者と同値であったが，有意な差が得られた．四
分位範囲からみて有夜勤者の方が身体不調は高いと考
えられた．
学習経験の有無で CFSI の 8 下位尺度の得点を比較す
ると，有夜勤者では CFSI のいずれの尺度とも有意差を認
．一方，常日勤者では労働意欲の
めなかった（Table 2）
低下の得点が「ある」と答えた者の方が有意に低かった．
利用者の状態急変時に対する対応についての不安で
比較すると，両者ともいずれの尺度においても有意な
差を認めなかった．

Table 1. Scores of CFSI of night shift group and day shift
group
Subscales of CFSI
Depressive feeling
Anxiety feeling
Diminished drive
General exhaustion
Chronic fatigue signs
Physical disorder
Mood disorder
Decreased work motivation

Night shift
(n=47)

Day shift
(n=49)

2
2
1
3
3
1
0
1

1
2
1
3
3
1
0
1

(1–4)
(0–6)
(0–4)
(1–5)
(1–5)
(1–3)*
(0–2)
(0–5)

(0–2.5)
(0–3)
(0–3)
(1–4)
(1–5)
(0–2)
(0–1)
(0–2)

Score: Median (Interquartile range) * p<0.05.

仕事の満足で比較すると，有夜勤者では「満足」者の
方が気力の減退，労働意欲の低下の得点は有意に低かっ
．一方，常日勤者では「満足」者の方が慢
た（Table 2）

はいずれの尺度においても有意な差を認めなかった

性疲労徴候，労働意欲の低下の得点は有意に低かった．

（Table 2）．一方，常日勤者では「とりやすい」と感じ

夜勤勤務の勤務前の仮眠，勤務中の仮眠で比較する

ている者の方が慢性疲労徴候，イライラの状態の得点

と，いずれの尺度においても有意な差を認めなかった．

が有意に低かった．

5．CFSI と職場における支援との関連
職場ソーシャルサポート得点と CFSI の 8 下位尺度の

の状態は同値であったが，有意差がみられた．四分位

得点との相関をみると，有夜勤者ではいずれの尺度と

ライラの状態は低いと考えられた．また，労働意欲の

職場の教育研修で比較すると，有夜勤者でイライラ
範囲からみて「受講している」と回答した者の方がイ

も有意な相関が認められなかった（Table 3）．一方，常

低下の得点も有意に低かった（Table 2）．一方，常日勤

日勤者では一般的疲労感，慢性疲労徴候，労働意欲の

者では「受講している」と回答した者の方が一般的疲

低下と有意な負の相関を認めた．

労感の得点は有意に低かった．

有給休暇のとりやすさで比較すると，有夜勤者で

Table 2.

職場環境改善で比較すると，有夜勤者ではいずれの

Items of work conditions showing significant differences in scores of CFSI subscales among night shift group and
day shift group

Items
Experience of learning care skills
Decreased work motivation

Night shift (n=47)

Day shift (n=49)

No (n=10)
1 (0–5.25)

Yes (n=36)
1 (0–4.75)

Unsatisfied (n=13)
3 (0–7.5)
5 (0.5–7.5)
6 (0–9.5)

Satisfied (n=33)
1 (0–2.5)*
3 (1–5)
1 (0–2)*

Taking a paid holiday easily
Chronic fatigue signs
Mood disorder

No (n=21)
3 (1–6)
0 (0–2)

Yes (n=12)
2.5 (1–4.5)
0 (0–2)

No (n=15)
4 (3–6)
1 (0–3)

Yes (n=22)
2 (0–3.25)**
0 (0–1)*

Training and development on mental health
General exhaustion
Mood disorder
Decreased work motivation

No (n=31)
3 (1–6)
0 (0–2)
2 (0–6)

Yes (n=14)
2 (0–3.5)
0 (0–0)*
0.5 (0–1)*

No (n=30)
3 (2–4.5)
0 (0–1.25)
1 (0–2)

Yes (n=15)
1 (0–4)*
0 (0–1)
0 (0–2)

Improving work environment
Depressive feeling
General exhaustion
Chronic fatigue signs
Decreased work motivation

No (n=30)
2 (1–3.25)
2.5 (1–5.25)
3 (1–5.25)
1 (0–6)

Yes (n=15)
2 (0–5)
3 (1–5)
2 (0–5)
1 (0–2)

No (n=29)
2 (1–3)
3 (2–6)
3 (2–6)
1 (0–3)

Yes (n=16)
1 (0–2)*
1 (0–3)**
1 (0–4)*
0 (0–1)*

Consideration on traffic safety
Mood disorder

No (n=16)
1.5 (0–4)

Yes (n=27)
0 (0–0)**

Job satisfaction
Diminished drive
Chronic fatigue signs
Decreased work motivation

Score: Median (Interquartile range) * p<0.05, ** p<0.01 (Mann-Whitney U test).

No (n=7)
2 (1–5)

Yes (n=41)
0 (0–1.5)*

Unsatisfied (n=13) Satisfied (n=34)
2 (0–4.5)
0 (0–2)
4 (2.5–5)
1.5 (0–4)*
2 (0.5–4)
0 (0–1.25)*
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Table 3.

Coefficients of correlation between scores of social
support and those of CFSI subscales of night shift
group and day shift group

Subscales of CFSI
Depressive feeling
Anxiety feeling
Diminished drive
General exhaustion
Chronic fatigue signs
Physical disorder
Mood disorder
Decreased work motivation

Night shift
(n=47)
–0.092
–0.095
–0.149
–0.105
–0.070
–0.122
–0.172
–0.199

Day shift
(n=49)
–0.128
–0.196
–0.274
–0.491**
–0.397**
–0.252
0.144
–0.359*

* p<0.05, ** p<0.01 (Spearman’s coefficient of correlation).
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35.6％で，保育所などの福祉分野に勤務する女性の平均
値（28.2％）と比べると 11)，両者とも高かった．したがっ
て，本研究では常日勤者の疲労徴候が高いために有夜
勤者との差が得られなかったと考えられる．常日勤者
には健康不調などを訴えたため常日勤勤務の就業上の
配慮がなされた者が含まれている可能性がある 17)．
有夜勤者を含めた訪問介護に従事する介護職者の全
国調査によると，常勤者 34％ 13)，平均従事歴 4.4 年 13)，

1 日あたりの平均勤務時間 7.4 時間（常勤者）18)，1 月あ
たりの平均勤務日数 21.7 日 18) であった．本研究の対象
者をみると，平均従事歴は 1.5 年長かったが，常勤者，
1 日あたりの平均勤務時間，1 月あたりの平均勤務日数
は，全国調査とほぼ同等の結果であった．

尺度においても有意な差を認めなかった（Table 2）．一

また，全国調査によると，1 日あたりの定期巡回訪問

方，常日勤者では「行っている」と回答した者の方が

回数は 1 人平均 3.0 回であった（平成 24 年 10 年）19)．本

抑うつ感，一般的疲労感，慢性疲労徴候，労働意欲の

研究では回数でなく，1 ヶ月の延べ人数を尋ねているた

低下の得点が有意に低かった．

め比較はできなかった．

有夜勤者では交通安全配慮が「ある」者の方がイラ
イラの状態の得点は有意に低かった（Table 2）．

ケアは利用者の個人の状況に合わせた内容を実施す
るため 20)，有夜勤者のケアと常日勤者のケアとに差を
認めたと考えられる．ケア内容をみると，有夜勤者，

IV．考

察

常日勤者の両者とも更衣介助や排泄介助が主なケアで
あった．しかし，有夜勤者では，食事準備（配膳，服薬），

1．対象者について
基本属性は，有夜勤者，常日勤者の両者間に有意差
を認めなかった．定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービスが開始されて間もないことから，このサービ
スに従事する訪問介護職者の全国調査は実施されてい
ない．このサービスに従事する訪問介護職者を含めた
訪問介護職者の全国調査（平成 24 年）によると 13)，男
性 11 ％，女性 89 ％，平均年齢 51.5 歳であった．本研究
の対象者は，男性が占める割合は全国調査より 15 ポイ
ント程度高く，平均年齢は約 8 歳若かった．このこと
は，定期巡回・随時対応型介護看護サービスに従事す
る訪問介護職者の特徴の可能性がある．
ここ 1 年以内に介護の知識・技術を学習した経験があ
る者は全国調査（78 ％）と同等であり 13)，本研究の対
象者においても同様に学習していた．

生活援助（掃除，洗濯，買い物）の生活介助が少なく，
身体介助が主なケアになっていた．老人保健施設に勤
務する介護職者では，更衣介助，オムツ交換，移動介
助のエネルギー代謝率（RMR）は 1–2（軽作業）であっ
た 21)．一方，食事介助の RMR は 0–1（極軽作業）21) で
あり，手先および上肢の軽い動作の RMR は 0.6–0.9 で
あることから 22)，生活介助に比べ身体介助の負担は大
きい．有夜勤者は負担の大きい身体介助を行うことで
身体不調につながった可能性が考えられる．
ここ 1 年以内に介護の知識・技術を学習した経験があ
る者は，常日勤者の労働意欲の低下を除く尺度とは関
連していなかった．これは，介護知識や技術の学習は
疲労度との間に有意な関係が認められなかったとする
報告 23) と符合していた．本研究においては学習時間や
内容まで把握できていないが，学習は一般的に職場で
あるいは必要に応じて自分で行うために，常日勤者で

2．CFSI と勤務状況との関連について
有夜勤者は，身体不調が高い得点を示した．有夜勤
者はサーカディアンリズムの変更に伴う生理機能の乱
れによって，疲労が容易に蓄積するため 14, 15)，身体不
調が生じやすいと考えられる．この結果は，施設に勤
務する介護職者を対象にした報告 7) と一致していた．ま
た，看護師を対象にした報告 16) とも一致していた．一
方，身体不調を除く他の徴候には差を認めなかった．
そこで，CFSI の下位尺度の得点から平均訴え率を求め
たところ 11)，平均訴え率は有夜勤者 39.6 ％，常日勤者

労働意欲が高いと積極的に学習を行っている姿がうか
がえた．
利用者の状態急変時に対する対応についての不安が
ある者は，両者間に差を認めなかった．介護職者は，
一人で訪問し利用者の状況に合わせた介護を提供する
場面がある 20)．また，関係者に連絡がとりにくいこと
があることなどが考えられ，両者とも不安がある者が
多かったと考えられる．
仕事に満足している者は，両者間に差を認めなかっ
た．仕事に満足している者は，有夜勤者，常日勤者と
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も疲労徴候が低かった．仕事の満足は疲労感などのス
トレス反応を軽減する要因であるとする報告 24) と一致
した．

夜勤者には効果的でない可能性を示唆している．
交通安全配慮がある者は 6 割であった．このような配
慮がある有夜勤者ではイライラの状態の得点が有意に

夜勤勤務の出勤前の仮眠，勤務中の仮眠は，疲労対

低かったことから，交通安全配慮は疲労徴候を軽減させ

策として有効でなかった．看護師においては夜勤中の

る対策のひとつとして考えられる．訪問時は一人で業

仮眠の有効性は報告されている 25)．介護職者において

務を行い，直行直帰する勤務体制が多いため 27)，交通

有効性を認めなかった理由は，今後検討していく必要

事故だけでなくトラブルに巻き込まれる可態性もある．

がある．

夜勤の訪問時には交通安全以外にも配慮が望まれる．
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対応している

3．CFSI と職場における支援との関連について
職場のソーシャルサポート得点は，両者間に差を認
めなかった．両者の得点は，20 代女性の 48.0 点と比べ
ても差は認めなかった 12)．両者とも上司から同じよう
にサポートを受けていると考えられた．
職場ソーシャルサポート得点と CFSI の 8 下位尺度の
得点との相関をみると，常日勤者では有意な負の相関
を認めたが，有夜勤者には相関が認められなかった．
上司の支援は職業性ストレスの護衛要因であるが 26)，
夜勤時間等に不在なことが多いことから有夜勤者への
職場のサポートとして十分に機能していないと考えら
れた．
有給休暇のとりやすさは，訪問介護職者の全国調査
では 70％であった 13)．本研究では有夜勤者は 34 ポイン
ト，常日勤者は 12 ポイント低かった．有夜勤者は常日
勤者に比べ交替する要員が少ないため，とりにくさを
感じている状況がうかがえた．
有給休暇をとりやすいと感じている者とそうでない
者で CFSI の 8 下位尺度の得点を比較すると，常日勤者
では有意差を認めたが，有夜勤者ではいずれの尺度に
おいても有意な差を認めなかった．有夜勤者は昼に時
間があることもあり，有給休暇をとりやすいと感じて
いることは関連がなかったと考えられる．
教育研修を受講している，職場環境改善を行ってい
ると回答した割合は両者間で有意な差はみられず，両
者とも 30％台であった．医療，福祉の分野では 44％の
事業所がメンタルヘルスに取り組んでいることから 27)，
メンタルヘルスへのさらなる取り組みが必要である．
職場の教育研修で比較すると，両者ともに「受講し
ている」と回答した者の方が疲労徴候の得点は有意に
低かった．教育研修は，職場における心の健康づくり
でも推奨されており 17)，勤務形態に拘わらず疲労徴
候の軽減につながった．一方，職場環境の改善も有効
なメンタルヘルス対策のひとつである 28)．職場環境改
善で比較すると，常日勤者では「行っている」と回答
した者の方が疲労徴候の得点は低かった．しかし，有
夜勤者ではいずれの尺度の得点とも有意な差は認めな
かった．心の健康の不調への対応を中心とした職場環
境の改善は，身体介助を主なケアとして行っている有

施設に従事する介護職者は，常日勤者，有夜勤者とも
疲労徴候は高く，有夜勤者の身体不調は常日勤者より
強いことが明らかになった．仕事の満足，心の健康へ
の教育研修，訪問時の交通安全配慮は両者とも疲労徴
候を軽減する要因であった．しかし，ここ 1 年以内に介
護の知識・技術を学習した経験，有給休暇のとりやす
さは，有夜勤者で疲労徴候と関係していないことから，
有夜勤者の疲労徴候に対しては常日勤者への対策に加
え，さらに有効な対策を実施していく必要がある．有
効な対策については，今後検討していく必要がある．

4．本研究の限界
本研究は，訪問時の環境要因をある程度揃えるため
に地域を限定し「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
に対応している事業所を対象にしたため，他の介護サー
ビスに比べ調査対象者が少なかった．そのため，一般
化は難しい．
これまでの研究から疲労度に性差はあるが 11)，研究
対象者は少なく，性別に分けて分析することは困難で
あった．また，調査協力が得られた 9 施設のうち介護職
者が 49 名以下のものが 8 事業所であり，事業所規模別
に分けて解析することも困難であった．定期巡回・随
時対応で運営していても通常定期巡回が中心で随時対
応のコールが少ないこと．またコールの頻度も地域提
供型と集合住宅型で異なるため 19)，随時対応の程度が
明確にできなかったことから，随時対応の程度と疲労
徴候の関連を解析することができなかった．また，担
当地域の中にも都市部や郊外があることが考えられ，
担当地域の交通事情と疲労徴候の関連も検討できな
かった．
V．まとめ
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に対応してい
る施設に勤務する介護職者 96 名を対象に，勤務形態別
の疲労徴候を明らかにし，勤務状況と職場における支援
との関連の検討した結果，以下のことが明らかになった．

1）勤務形態を有夜勤者と常日勤者の 2 群に分けてみ
ると，勤務時間，ケア内容を除いて，勤務状況，職場
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における支援に差を認めなかった．

2）有夜勤者，常日勤者とも疲労徴候は高く，有夜勤
者の身体不調は常日勤者より強かった．

3）有夜勤者の仕事の満足，教育研修，交通安全配慮
は，常日勤者と同様に疲労徴候を軽減させるが，ここ 1
年以内に介護の知識・技術を学習した経験，有給休暇

14)

15)

のとりやすさは，常日勤者と異なり疲労徴候と関係し
ていなかった．

4）両者とも疲労徴候に対して対策が必要であるが，
有夜勤者に対しては教育研修，交通安全配慮，仕事の
満足に加え，さらなる対策が必要である．

16)

17)
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Abstract: Objectives: “Regular visiting/on-demand response type long-term care” has recently been established. This will
lead to a decrease in the burden on the family, but an increase in the burden of the care personnel who provide this kind of
long-term care. The objectives of this study were to clarify the fatigue symptoms of long-term care workers in facilities that
provide this kind of long-term care, and examine the related factors in the workplace. Methods: An anonymous questionnaire
survey was conducted with 96 workers engaged in long-term care in facilities. The questionnaire was composed of cumulative
fatigue symptoms index, work situation, supports in the workplace, and the attributes. The subjects were divided into two
groups: those who had night shift between PM 6 to AM 8 with or without day shift (night shift group), and those who had
only day shift (day shift group). The relationships between the fatigue symptom levels and work situation etc. were compared
between the two groups. Results: The night shift group consisted of 47 workers, whose mean age was 42.3 years and whose
mean working experience was 6.0 years. The median number of persons they had visited in the previous month was 9. The day
shift group consisted of 49 workers, whose mean age was 44.6 years and whose mean working experience was 5.9 years. The
median number of persons they visited in the previous month was 9.5. Age and sex distributions showed no difference between
the two groups. There was no difference in the work situations and the supports in the workplace, except for working time
and the details of care the subjects were providing. The fatigue symptom levels were high in both groups, but in the night shift
group the level of physical disorders was higher than in the day shift group. Satisfaction with work, education and training for
mental health and consideration for traffic safety when making home visits were negatively related to fatigue symptom levels
in both groups. Learning care during the previous year, and the ease of receiving paid holiday were not related to the fatigue
symptom levels in the night shift group. This was different in the day shift group. Conclusions: Measures of fatigue symptoms
should be performed for both groups. It is desirable that supports, additional to that given in the workplace to the day shift
group, be given to the night shift group, and its efficacy be researched.
(San Ei Shi 2015; 57: 77–84)

