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　今回のメインテーマである支援相談員について論
ずる前に、支援相談員が勤務する介護老人保健施
設創設の経緯について簡単にまとめたい。それによっ
て、支援相談員のなすべきことをより明確にできる
のではないかと考えている。
　ちなみに、介護老人保健施設（以下、老健施設）
という名称は介護保険制度が施行された2000年か
らのもので、それ以前は老人保健施設（1988年）と
いう名称で、老人保健法による施設であった。
　老健施設は、高齢社会に対応するために創設さ
れた施設である。1980年代に入り、わが国では国
民医療費、特に高齢者の医療費の増大が問題となっ
てきた。また、病気は回復しているのに家庭環境等
の社会的な理由によって退院できない高齢者の「社
会的入院」も問題となっていた。さらに、ごく一部
とはいえ、このような高齢者を利用して不当に利益
を上げようとする医療機関の存在が社会問題化して
いた。いずれにしても、従来の、医療は医療機関で、
福祉は福祉施設でといったやり方では対応しきれな
い状況が生じていたのである。
　一方、1980年頃からわが国でもノーマライゼーショ
ンという理念が本格的に意識されるようになってい
た。それによって、たとえ高齢で障害があっても、
できる限り住み慣れた自宅で生活をすることが人間
として当然である、という考えが尊重されるように
なってきた。
　このような状況下、医療の機能を有する病院と生
活の機能を有する特別養護老人ホームの中間的な存
在であり、同時に病院から退院し自宅へ帰るまでの
中間にある橋渡し役としての「中間施設」構想が提

言され（1985年）、老人保健施設（1988年）が創設
された。
　老健施設は介護保険制度施行時に介護保険法に
基づく施設に切り替わったが、基本的な意義や目的
は老人保健施設として誕生したときから現在まで変
わっていない。その本質は、あくまでも要介護者が
その人らしく、少しでも長く、住み慣れた地域で生
活できることを支援する施設である。

　前項のとおり、老健施設の本質は創設当初から
変わっていない。そして、支援相談員も老健施設に
配置が義務づけられている職種である限り、老健
施設の意義や目的を実現するために機能すべきであ
る。では、支援相談員の仕事とはいかなるものか。
これを進めるにあたって、最初に運営基準の解釈通
知（解釈通知「介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準について」第２人員
に関する基準）を確認してみたい。

４　支援相談員
（１）　支援相談員は、保健医療及び社会福祉
に関する相当な学識経験を有し、次に掲げる
ような入所者に対する各種支援及び相談の業
務を行うのにふさわしい常勤職員を充てるこ
と。
①　入所者及び家族の処遇上の相談
②　レクリエーション等の計画、指導
③　市町村との連携
④　ボランティアの指導

介護老人保健施設誕生の経緯

運営基準上の支援相談員の仕事とは
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　支援相談員の皆さんは現在の仕事と比較してみ
て、いかがであろうか。

　では、実際に老健施設で働く支援相談員が担当
する業務はどのようなものか。
　前項であげた①～④は運営基準であり、程度の
差はあるとしても必ず取り組まなければならない業
務である。ただし、老健施設では多職種協働が推
進されているため、これらを支援相談員のみで担当
することは少なく、介護支援専門員との協働はもち
ろん、多職種で取り組まれているところも多いので
はないだろうか。
　一方で、①～④以外にも、支援相談員はさまざま
な業務を担当しているはずである。そして、その業
務は施設によって相当幅があると感じている。例え
ば、送迎には日常的に関わっているだろうし、是非
はともかくとして、その他の業務の一部を担ってい
ることも少なくないように感じる。支援相談員の間で
は、自虐的に「誰の仕事かわからない仕事は相談員
の仕事」というのはいまも昔も変わらぬ現実であり、
支援相談員の担う業務は施設の数だけバリエーショ
ンがあると言っても過言ではないのかもしれない。
　ただし、今回のテーマである「利用者と地域のニー
ズに応えて施設経営を支える支援相談員」という観
点からすると、注目しなければならないのは入退所
に関する業務とベッドコントロールに関する業務であ
ろう。入退所に関しては、これに関与していない支
援相談員はいないはずである。ベッドコントロールも
多くの支援相談員が関与しているだろう。これらに
ついては次項で詳しく取り上げたい。

　入退所関連業務は、介護支援専門員が担当する
部分もあるが、メインは支援相談員という老健施設
が多いと思われる。この業務について、プロセスに
従ってポイントをあげてみたい。

（１）入所相談（入所申請を含む）
　入所相談はインテーク（受理面接）から始まる。

インテークでは、少なくとも利用者がなぜ老健施設
を利用したいのか、利用してどうなりたいのか等の
利用目的の把握と、老健施設の機能や自施設の方
針・特性についての説明がなされなければならない。
また、それらのやり取りを通じてラポール（信頼関係）
の構築もめざすものである（『全老健版ケアマネジメ
ント方式R4システム改訂版』ではインテークを重要
視し、テキストで詳しく解説している。ぜひそちらも
ご覧いただきたい）。
　さらに、その時点での退所に向けた方針も可能な
範囲で確認しておく必要がある。もちろん、この時
点での方針は絶対ではない。相談時には特別養護
老人ホームへの移行方針だった利用者が予想以上
に回復して在宅復帰される場合もあれば、その逆も
ある。しかし、この点を確認しておかなければ、入
所して在宅復帰の準備をするわけでもないが施設の
入所申請もせず、ただ漫然と日々が過ぎていくこと
になりがちである。
　以上の点を確認・合意した上で入所申請を受け付
けるようにお勧めしたい。

（２）訪問による調査
　入所申請された対象者の自宅や入院先を訪問し、
入所相談時に把握した情報をもとに、状態の調査
を行うことはほとんどの施設で行われている。これ
は、対象者の話を直接聞ける重要な機会である。心
身機能や病気のことだけであれば対象者に面接しな
くても、家族や関わっている専門職からの情報収集
だけで可能であるが、支援相談員は相談援助職で
ある。対象者が何を語るのかについては大切にして
いただきたいと思う。
　調査の内容についてはいまさら解説するまでもな
いが、事前に把握している情報に応じてメリハリの
ある収集・把握が肝要である。例えば、家屋構造
や医療的ケアに難点がある、家族関係が複雑であ
る等の入所後に課題となりそうなポイントはできる限
り抜け落ちがないよう把握に努めたい。
　また、生活歴については、もう少し詳しく把握す
ることを心がけたほうがよいと感じている。老健施
設は特別養護老人ホームと比較すると、医療的な情
報に関してはていねいに把握している一方で、生活
歴に関しては逆という調査結果もある。両者は施設

支援相談員の業務の実際

入退所とベッドコントロールに関する業務
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の機能も職員構成も違うため重要視する点が違うの
は当然であるが、生活歴に関しては施設機能等にか
かわらず極めて重要な要素である。入所後のケアや
機能訓練、在宅復帰や看取りに際しての方針等いず
れの相談を進めるにしても、欠かすことができない
重要な情報である。
　生活歴の扱いに関してはいま一度省みる必要はな
いだろうか。ただし、生活歴の詳細については介護
支援専門員と連携し、入所後に介護支援専門員が
詳しく聞き取るという方法もあることを付け加えてお
きたい。
　また、訪問による調査は支援相談員単独でなく、
複数の職種で実践すべきである。多職種で訪問す
ることで偏りや抜け落ちの少ない情報が得られるこ
とはもちろん、入所後の多職種協働の源にもなる。
　詳しくは次項で触れるが、入所判定の際や入所後
に問題が生じた場合にも有利に働く可能性が高い。
少なくとも看護・介護職は同行すべきであり、介護
支援専門員や他職種も同行することが望ましい（運
営基準に従えば、入所が決定していない時点の訪
問に、介護支援専門員が関わらなくても問題はない
と解釈できる。あくまで個人的な意見だが、入所が
決まっていない人にどこまで時間を割くかは、施設
の方針次第である）。

（３）入所判定（サービス利用判定）
　入所判定会議で判定される対象者の資料を取りま
とめて報告するのは、ほとんどの場合支援相談員で
あろう。
　こういった場合に、訪問調査を支援相談員が１人
で担当していたとするとどうなるだろうか。対応が難
しい対象者であればあるほど他職種は批評家のよう
に対象者を批評し、支援相談員はそれに防戦するよ
うな形になるだろう。
　一方、他職種も一緒に訪問して対象者の自宅や入
院先での状況を目の当たりにしていれば、自分も対
象者の様子を伝える側になり、批評家ではいられな
い。誰にでも情はあり、自宅での大変な状況を目の
当たりにすればなんとかしてあげたいと思うものであ
る。そうなれば、支援相談員が１人で防戦一方にな
る必要はなく、出席者の多くが同じ方向を向けるは
ずである。

　なお、訪問する他職種と判定に関わる他職種は必
ずしも同一人物でなくても、一定の効果はある。同
一人物であることに越したことはないが、訪問者と
判定者の間で引き継ぎさえ行われていれば大きな問
題はない。同職種が見聞してきたことは、他職種の
支援相談員が言うこととは違うものである。

（４）入所に際して
　入所に際して各種の同意書や意向確認等は、支
援相談員がカバーする部分が多いはずである。この
ときを利用し、インテーク以降のプロセスで双方が
確認した内容を最終確認することができる。それは、
老健施設では漫然と入所継続はできないことであっ
たり、在宅復帰をめざすことであったり、もっと具体
的に「○月○日までには○○ができるようになって退
所をめざす」という場合もあるだろう。
　確認すべき内容は入所者によって違う点もあるだ
ろうが、入所時点で再確認しておくことは重要である
（やむを得ない理由で予定を変更せざるを得ない場
合は、柔軟に対応すべきである）。
　また、内容によっては医師をはじめとした各専門職
が確認を行うことも必要だし、この段階では介護支
援専門員と協働する体制も整えたほうがよいだろう。

（５）退所に関して
　退所に向けては介護支援専門員との役割分担を
できる限り明確にしておきたい。一例としては、利用
者や家族との直接の調整は主に介護支援専門員が
行い、居宅介護支援事業所等の外部関係機関との
連絡調整は、主に支援相談員が担当するといった
方法が考えられる。
　もう一点、退所に関しては信頼関係が重要である。
入所者のADLが計画どおり改善し、退所後のサー
ビス計画が整っていても、最後の一押しは信頼関係
であり、これがなければ利用者・家族は退所に踏み
切るのを躊躇する。うまくいかなければ再入所も検
討するという具体策も大切だが、支援相談員として
は、退所後の生活に対する不安な気持ちを受け止
め、共感するといった心理面でのサポートが重要で
ある。
　この役割は各職種にも求められるが、相談援助
の専門職である支援相談員が本領を発揮せねばな
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らない。

（６）ベッドコントロール
　支援相談員の仕事のなかで、退所関連業務と並
んでストレスフルなのがベッドコントロールであろう。
死亡による退所が続き、定員の１割も空床が発生し
た日には、胃が痛くなるという支援相談員も多いの
ではないだろうか。予定外の退所への対応は簡単で
はないが、それも含めスムーズなベッドコントロール
に必要なことは、大別すれば２点ある。
　１点目は、施設内で支援相談員側に立ってサポー
トしてくれる他職種がどの程度存在するかである。
　新規入所者を受け入れる際に、受け入れが困難
な症状または状態がある場合や、空床と入所者の
状態がマッチしないことはしばしば起こる。しかし、
いまや全国的に介護保険施設全般の入所待機者は
減少しており、利用者を選別するなどと贅沢なこと
はできない。こういった場合に他職種、特に各職種
の主要メンバーが新規受け入れに対し、柔軟かつサ
ポーティブに対応してくれるか否かで結果は全く変
わってくる。
　もし、サポートしてくれるメンバーが少ないのであ
れば、管理者や責任者に相談の上、空床管理に関
して各職種が参画し、施設全体でベッドコントロー
ルを協議する場を設けることを提案したい。それに
よって、空床問題を考えるコアグループを形成すれ
ば、ベッドコントロールは支援相談員や経営者だけ
の問題ではなくなり、自施設の問題となる。支援相
談員が経営者とフロアスタッフの顔色をうかがいな
がら入所予定を組むことも減るはずである。
　２点目は、地域の居宅介護支援専門員や医療ソー
シャルワーカー等との信頼関係である。
　地域の関係職種の信頼を勝ち取るには、即応と
真摯な対応が必要とされる。空床があるときのレス
ポンスはよいが普段は反応が鈍いとか、緊急や困難
ケースだと途端に消極的になるようでは信頼を得られ
ないだろう。むしろ、そのようなときこそ積極的に動
くべきである。
　結果的に対応が困難な場合もあるが、関係職種
も感情のある人である。困ったときに助けてもらった
ことは忘れないし、借りを返そうとしてくれるもので
ある。

　支援相談員が入退所やベッドコントロールを担当
するということは、否応なく経営の根幹を支えるとい
うことである。支援相談員がそのことで相当のストレ
スやプレッシャーを受けることは前項でも触れたが、
ジレンマに陥ることも多い。
　利用者と施設経営、利用者と多職種等のいろい
ろな事柄の板挟みになり、何を優先すべきかが見え
なくなることもあろう。支援相談員（他職種も同様で
はあるが）が利用者を優先させるべきなのは当然で
あるが、現実にはそれ以外にも考慮せざるを得ない
事情も少なくない。それが職員の過重な負担や施設
の経営に関わる問題であれば簡単に結論を出せず
にジレンマに陥り、下手をすればバーンアウトにつな
がることもある。では、どう対処すればよいのか。
　１点目は、物事を多角的にとらえる観点である。
在宅復帰率や回転率だけを考えて退所を促すことは
決して正しいとはいえないが、一方でベッドを回転
させて1人でも多くの要介護者に老健施設を利用し
てもらうことは老健施設の大切な使命であり、地域
のニーズに応えることにもつながる。また、より長く
老健施設に入所することが入所者のためになるかは
ケースによる。自分の都合のよい理屈だけを取り上
げるのは誤りだが、そうではなく、物事を偏りなくさ
まざまな側面から見ることが大切である。
　２点目は、前述のように比較がし難い問題を簡単
に割り切るのではなく、事後も自分たちの判断は妥
当だったのか、より適切な判断はなかったのか等考
え続ける姿勢を大切にすることである。
　３点目はよりどころをもつことである。悩んだとき
に立ち戻る場所や相談できる仲間をもつことは非常
に重要である。これらを持ち合わせ、ジレンマの原
因をどのように折り合わせるかを醍醐味や面白みと
感じることができれば、支援相談員の仕事はやりが
いのあるものになるだろう。
　最後に、私が病院のソーシャルワーカーから老健
施設の支援相談員になったばかりの頃に、「相談員
が利用者・家族の相談に乗るのは当たり前。職員が
相談を持ち掛けてくれる相談員になれ」と上司に言
われたことがある。相談援助の専門職として、私は
いまもこの言葉を大切にしている。

支援相談員のジレンマ
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