
 

平成３１年度介護職員等による喀痰吸引等の実施のための研修（特定の者対象） 

開 催 要 綱 

 

 

１ 目  的   介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正に伴い、介護職員等によ

る喀痰吸引等を実施することができることとなったことから、本事業は居宅及び障

害者支援施設等において、必要なケアをより安全に提供するため、適切に喀痰吸引

等を行うことができる介護職員等を養成することを目的とする。 

 

２ 実施主体  石川県 

 

３ 実施機関  社会福祉法人石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 

研修協力機関  石川県公立大学法人 石川県立看護大学附属地域ケア総合センター 

 

４ 受講対象  介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設等（医療機関を除

く。）で、福祉サービスに従事している介護職員、特別支援学校の教員、保育士等

（以下「介護職員等」という。）で、以下の条件を全て満たす者（受講対象者とし

ての判断に迷う場合は、１４ 問合せ・申込先の（１）へ問い合わせてください。） 

① 別紙１に定める対象者で、現に、喀痰吸引等が必要な利用者がいること。 

※受講申込にあたり、事前に利用者又は利用者の保護者の了解を得ておくこと 

② 事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高

齢者の介護施設や居住系サービスではないこと。（別紙１参照） 

③ 基本研修（現場演習）及び実地研修については、研修受講対象者が業務に従

事する事業所等に委託する予定であるため、その委託の受け入れが可能である

こと。 

→ 委託対象事業所：別紙２に定める実地研修の対象となる事業所・施設等の

要件を満たす事業所等であること。 

④ 基本研修（現場演習）及び実地研修の際の指導看護師等を確保できること。 

→ 指導看護師等：別に定める「平成３１年度 介護職員等による喀痰吸引等

の実施のための指導者養成事業（特定の者対象）実施要領」

に基づく自己学習を修了した者。 

          ※ 指導看護師等についても同時に申込みを受け付けていますので指導看護師予定者

に申込みをするように依頼してください。（平成３１年度指導者養成事業（特定の

者対象）） 

           ※ なお、平成３０年度以前に指導者養成事業（特定の者対象）において、ＤＶＤ等

による自己学習を既に修了された方については、再度の申込みは不要です。 

※実地研修開始前に実地研修先に指導看護師等が在籍していることが分かる書類（指

導者養成事業報告書受領書の写し）を提出していただきます。（後日、提出について

ご案内いたします。） 

⑤ 平成３０年度以前に当該研修を受講し既に修了された方については、再度の

受講申込みは不要。（ケアを行う利用者が増える場合などは、実地研修のみで



 

足ります。） 

 

注意１ 平成２４年３月３１日までに、運用の範囲で、在宅障害者等に対するたんの吸引等の           

行為を実施していた方で既に県への従事者登録をお済みの方ついては、今回の研修を受講

しなくても、経過措置対象者（別紙３参照）として、現在実施している行為を引き続き

行うことができます。（登録がお済みでない方は速やかに申請してください。） 

 

５ 定  員  約４０名程度 

         ※受講希望者が定員を超過した場合、現に喀痰吸引等が必要な方の人数や緊急性等を勘案し、

決定します。 

 

６ 研修内容・日時（研修内容等は別表参照）  

（１）基本研修（講義） 

１日目  ６月１５日（土）  

受付8:20～8:50、オリエンテーション8:50～9：00、研修9:00～16:20  

     ２日目  ６月１６日（日） 

受付8:50～9:20、オリエンテーション9:20～9:30、研修9:30～12:40  

 

（２）筆記試験・基本研修（演習） 

３日目  ７月 ７日（日）  

受付8:20～8:45、オリエンテーション8:45～9:00、 

試験9:00～9:30、 研修9:45～16:15  

 

（３）基本研修（現場演習）・実地研修 

      筆記試験合格発表後、特定の者がいる在宅等で、指導看護師等による評価（所定の判断 

基準）により、問題ないと判断されるまで実施 

 

７ 会 場 

（１）基本研修(講義・演習)・筆記試験 

石川県立看護大学 成人老年看護学実習室 （かほく市学園台１丁目１番地） 

※駐車台数に限りがあります。できるだけ乗り合わせでお越しください。 

（土日祝日は、高松駅－看護大学のバスは運休です。） 

 

（２）基本研修（現場演習）・実地研修 

特定の者がいる在宅等で実施することとなります。  

 

８ 受講費用 

・受講料   １，５００円  ※基本研修１日目の受付時に『石川県証紙』で納付していただきます。 

・資料代等  ５，０００円  ※基本研修１日目の受付時に『現金』で受けます。 

・実地研修に係る損害保険料  ２，０００円  ※実地研修開始前に徴収します。 

 



 

 

９ 申込期間  ４月２４日（水）～５月１７日（金）まで 

 

10 申込方法  

ホームページからの申込手順 

① 石川県社会福祉協議会サイト（URL：http://www.isk-shakyo.or.jp）の上部メニュー「福祉の研修」ボタンをク

リックしてください。 

② 表示されている「研修新着情報」の一覧から受講希望の研修名をクリックすれば、画面の下方に「検索結果」が

表示されます。 

③ 希望の研修であることを確認のうえ、右欄に要綱と申込がありますが、この申込ボタンをクリックすると「研修

申し込み」画面に変わります。 

④ 必要事項を入力（※マークは必須項目）した後、「申込確認画面へ」で内容を確認し、「申し込む」ボタンをク

リックして、申込完了です。 

⑤ 申し込まれた方にはすぐに「受付確認書」がメールで送信されます。もし、このメールが届かない場合にはメー

ルアドレスが正しく入力されていない可能性がありますので、ご注意ください。（なお、このメールは受講承認の

意味ではありません。） 

 

11 受講承認  定員の範囲で受講者を承認し、５月２４日（金）頃、研修申込時に入力されたメー

ルアドレスに通知します。（送信予定日から２～３日しても通知が届かない場合は、

福祉総合研修センターあてにご連絡ください。） 

 

12 個人情報  提供いただいた個人情報は、本研修で使用する受講者名簿等の作成に利用いたしま

す。ただし、個人情報の収集目的を超えた利用及び提供は、個人情報保護条例で定

める場合を除き、一切いたしません。 

 

13 その他  （１）研修の全課程を修了した受講者に、修了証書を交付します。 

（２）各回、出欠確認用の印鑑をご持参願います。 

（３）上履きをご持参願います。 

（４）昼食は、各自でご準備願います。 

 

14 問合せ先  

（１） 制度関係（受講対象、実地研修対象施設の要件、経過措置 等） 

 石川県健康福祉部長寿社会課 施設サービスグループ 担当：森下 TEL 076-225-1416 

石川県健康福祉部障害保健福祉課 企画推進グループ 担当：臼井 TEL 076-225-1428 

 

（２） 研修関係（申込方法、日程 等） 

 石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 担当：北脇・谷尾 

           〒920-0964 金沢市本多町3-2-15 福祉総合研修センター（県立図書館内） 

           TEL 076-221-1833   FAX 076-221-1834 

http://www.isk-shakyo.or.jp/


 

別表 

 

日時 区分 科目 項目 時間数 

6月15日（土） 

基
本
研
修(

講
義) 

重度障害児・者等の地域生

活等に関する講義 

・障害者総合支援法と関係法規  

・利用可能な制度  

・重度障害児・者等の地域生活 等 

・在宅での感染対策  

３時間 

喀痰吸引等を必要とする

重度障害児・者等の障害及

び支援に関する講義  

緊急時の対応及び危険防

止に関する講義  

・呼吸について  

・呼吸異常時の症状、緊急時対応  

・人工呼吸器について  

・人工呼吸器に係る緊急時対応  

・喀痰吸引概説  

・口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引  

・喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応  

・喀痰吸引の手順、留意点 等  

３時間 

6月16日（日） 

・健康状態の把握  

・食と排泄（消化）について  

・経管栄養概説  

・胃ろう（腸ろう）と経鼻経管栄養  

・経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応  

・経管栄養の手順、留意点 等  

３時間 

7月7日（日） 

試験 筆記試験  ３０分 

基
本
研
修(

演
習) 

喀痰吸引等に関する演習  

（シミュレーター演習） 

・喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管ｶﾆｭｰﾚ内部）  

・経管栄養（胃ろう・腸ろう、経鼻）  

研修 

６時間 

程度 

筆記試験合格

後、8月下旬以

降に実施 

基
本
研
修(

現
場
演
習) 

喀痰吸引等に関する演習  

（現場演習） 

※利用者のいる現場において、指導看護師が行

う喀痰吸引等を見ながら利用者ごとの手順

に従って実施（プロセスの評価） 

※評価表全ての項目が「手順どおり実施でき

る」となった場合に演習終了 

必要な 

時間 

実
地
研
修 

実地研修 

 指導看護師等による評価（所定の判断基準）

により、問題ないと判断されるまで実施 

※評価を行う際に、利用者の意見聴取が可能な

場合、利用者の意見も踏まえた上で評価実施 

※評価表全ての項目で連続２回「手順どおり実

施できる」となった場合に実地研修終了 

必要な 

時間 

 

 



 

 

別紙１  厚生労働省が示す「特定の者対象の研修事業」の対象 

 

特定の者対象の研修事業は、ＡＬＳ等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションな

ど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて対応をするものであり、

事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高齢者の介護施設や居住

系サービスについては、特定の者対象の研修事業の対象としない予定。また、その他の居宅サービ

スについては、上記の趣旨を踏まえ、ＡＬＳ等の重度障害者について、個別的な関係性を重視した

ケアを行う場合に、特定の者対象の研修を実施していただきたい。 

 

ＡＬＳ等の重度障害者とは、以下に限定されるものではないが、具体的な障害等を例示するとす

れば以下のような障害等が考えられる。 

 

〈障害名等の例〉 

・筋萎縮性側索硬化症（ALS）又はこれに類似する神経・筋疾患 

・筋ジストロフィー 

・高位頸髄損傷 

・遷延性意識障害 

・重症心身障害 等 

 



 

 

別紙２  実地研修の対象となる事業所・施設等の要件 

 

１ 利用者の同意  

利用者（利用者に同意する能力がない場合にはその家族等）が、たんの吸引等の実地研修の実

施と介護職員等、利用者のかかりつけ医等の医師、訪問看護事業所等との連携対応について介護

職員等から説明を受け、それを理解した上で、指導看護師等の指導の下、実地研修を受けている

介護職員等が当該行為について実習を行うことについて書面により同意していること。  

 

２ 医療関係者による的確な医学管理  

（１） 指導看護師等が医師以外の場合、利用者のかかりつけ医等の医師から指導看護師等に対し、

書面による必要な指示があること。  

（２） 家族、利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等、保健所の保健師等、介護職員等利用

者の在宅療養に関わる者は、それぞれの役割や連携体制などの状況を把握・確認の上、実習を

行うこと。  

（３） 利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等及び介護職員等の参加の下、たんの吸引等が

必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備されていること。  

 

３ たんの吸引等の水準の確保  

（１） 実地研修においては、指導看護師等が介護職員等を指導する。  

（２） 介護職員等は基本研修を受け、基本研修の到達目標を達成した者であって、現場演習におけ

る評価基準を満たした者であること。  

（３） たんの吸引等については、利用者のかかりつけ医等の医師に承認された介護職員等が、指導

看護師等の指導の下、承認された行為について行うこと。  

（４） 当該利用者に関するたんの吸引等について、利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等

及び介護職員等の参加の下、技術の手順書が整備されていること。  

（５） 在宅等においては、医師、看護師等と連携した本人・家族、経験のある介護職員等が、利用

者のかかりつけ医等の医師及び指導看護師等の指示の下、指導の補助を行うことができる。  

 

４ 体制整備  

（１） たんの吸引等を実施する事業者は、安全の確保のための体制の整備を行うため、在宅の場合

には、利用者ごとに医療関係者を含めた定期的なケア・カンファレンスを実施するなど、訪問

看護事業所等との連携による安全確保体制を整備しておくこと。また、施設等の場合には、関

係者からなる安全委員会を設置すること。  

（２） 適切な医学的管理の下で、当該利用者に対して適切な診療や訪問看護の体制がとられている

ことを原則とし、当該介護職員等は、利用者のかかりつけ医等の医師及び指導看護師等の指導

の下で、家族、利用者のかかりつけ医等の医師及び指導看護師等との間において、同行訪問や

連絡・相談・報告などを通じて連携を図れる体制の整備がなされていること。  

（３） たんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備されていること。  

（４） 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管されていること。  

 



 

 

（５） ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、たんの吸引等を実施する事業者や利用者のかかりつけ

医等の医師、指導看護師等、介護職員等の参加の下で、実施体制の評価、検証を行うこと。  

（６） 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされているとともに、夜

間をはじめ緊急時に利用者のかかりつけ医等の医師及び指導看護師等との連絡体制が構築され

ていること。  

（７） 感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。  

 

５ 地域における体制整備  

医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支援体制が整備されている

こと。 

 

６ その他 

（１） 実地研修の場において指導看護師等を、介護職員等数名につき、１人以上の配置（実習先へ

の派遣を含む。）が可能であること。  

（２） 指導看護師等は、指導者養成事業を修了した者であること。  

（３） 指導看護師等による指導、確認を初回及び状態変化時に行い、初回及び状態変化時以外の時

は、定期的に指導看護師等による指導、確認を行うこととし、医師・看護師等と連携した本人・

家族又は経験のある介護職員等が実地研修の指導の補助をすることも可能とする。また、指導

看護師等は、実地研修の評価を行うものとする。  



 

別紙３  経過措置対象者の範囲 

 

現在、運用上の取扱いとして下記の通知（※）により喀痰吸引等の実施が認められている介護従事

者については、現在、実施している行為に関しては、研修を改めて受講しなくても、喀痰吸引等を適

切に行うための知識・技能を修得している旨の証明書類を提出し、喀痰吸引等を行える介護従事者で

ある旨の都道府県知事の認定証の交付を受けて、喀痰吸引等を実施することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑            ↑            ↑ 

   上記通知の該当番号       ①            ②            ③ 

 

注意１ 上記表の対象範囲のうち、○印がついていない行為については、通知の範囲に含まれていないため、経

過措置の対象とならず、研修を受講しなければ実施することができません。 

注意２ たんの吸引であっても通知に基づいて、現在、実施している以外の行為（口腔内のたんの吸引を行って

いた者が同じ利用者に対して新たに気管カニューレ内部のたんの吸引を行う場合等）を行う場合も、経

過措置の対象とならず、研修を受講しなければ実施することができません。 

（※）運用上の通知（厚生労働省医政局長通知） 

①ＡＬＳ患者の在宅療養の支援について（平成15年７月17日発出） 

①在宅におけるＡＬＳ以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引等の取扱いについて（平成17年３月24日

発出） 

②盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（平成16年10月20日発出） 

③特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて（平成22年４月１日発出） 


