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 社会福祉法人 乙訓福祉会 

乙訓福祉会・ライフサポート事業所 

202１年度「介護職員等による喀痰吸引等研修（第 3 号研修）」実施要項 

 

（1）研修目的 

「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、たんの吸引及び経管栄養（以下、「たんの吸引等」と記す）

を必要とする特定の者に対して、医師、看護師等との連携の下、必要なケアを提供するため、適切、安全

にたんの吸引等を提供できる介護職員等を養成することを目的とします。 

 

（2）受講資格・要件 

・在宅の訪問系等サービス事業所の介護職員等のうち、特定の利用者に対してたんの吸引等の行為を行う

必要が現にある方または近く実施する予定を見込んでいる方。 

・実地研修にあたり、利用者本人（本人の意思が確認できない場合はその家族等）から、実地研修の協

力について了承が得られること。 

・実地研修にあたり、利用者の主治医の指示書に基づき、指導できる看護師等の協力を得られること。 

・実地研修中における偶発的な事故等に起因して、利用者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合の

賠償責任に対応できる保険に加入していること（事業所ですでに加入されている保険で対応可能かどうか

をご確認ください）。 

 

（3）研修実施日程 

基本研修 : 202１年 11 月 20 日（土） 講義（6 時間）、筆記試験（30 分）  

９：00～1８：00（受付８：30～） 

11 月 21 日（日）シミュレータ演習（２部制）  

１０：０0～12：00、13：30～1５：３0 

実地研修：登録研修機関登録後速やかに実施する 

 

（4）研修実施場所 

・11 月 20 日（土）（講義及び筆記試験） 

（福）乙訓福祉会 乙訓の里 

所在地：〒617-0845 長岡京市下海印寺川向井 20－3  電話：075-954-0777 

   ※当会ホームページ http://www.otokunifukushikai.com/ 内の地図参照願います。 

  ＊お車での来場は可能です。昼食については会場で喫食可能です。 
 

・11 月 21 日（日）（シミュレータ演習）  

（福）乙訓福祉会 乙訓の里 

  ＊10 時から 12 時と 13 時 30 分から 15 時 30 分の２部制にします。 

昼食については各自でお願いいたします。 

 

（5）研修受講定員 ２４名  

  受講決定については、申込期間の申込者に対し、研修実施委員会により選考を行い、受講決定通知にて

お知らせいたします。  

（6）受講料   
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基本研修：10,000 円（8 時間講義＋シミュレータ演習） 

事務手数料：2,000 円（受講申込後キャンセルされた場合は 1,000 円と振込手数料を申し受けます。） 

実地研修（指導看護師料）：10,000 円（指導看護師が他法人の方の場合や居ない場合、１利用者当たりに

必要、自法人の方の場合は無料） 

※上記のとおり実地研修の指導看護師が他法人の方である場合は、指導看護師料として受講者ごとに１利

用者当たり 10,000 円をお支払して頂いています。一度も実地研修を実施することなく、いったん研

修を終了する場合は、指導看護師料を返金（振込手数料は申込者負担）しますのでご連絡をお願いいた

します。 

 

（7）研修教材 

教材については、『たんの吸引等第三号研修（特定の者）テキスト たんの吸引・経管栄養注入の知識と

技術』（改訂版） 

（著）ＮＰＯ法人医療的ケアネット （出版）クリエイツかもがわ（販売価格：２，６４０円） 

※各自で事前に購入して研修当日に必ずご持参下さい。 

 

（8）備品等調達方法  

備品等必要な設備については京都府及び、乙訓圏域障がい者自立支援協議会「医療的ケア」委員会等から

のネットワークによる関係機関より、借用の上準備する。 

 

（9）修得程度審査方法 筆記試験事務規定による。 

  

（10）「基本研修」実施プログラム 

 Web 講義（※事前学習） 

講義内容 報告書提出について 担当講師 

重度障がい児・者等の地域生活等に関する講義 

○利用可能な制度 

○重度障がい児・者の地域生活等 

○障害者総合支援法と関係法規 

必ず事前に視聴し、11

月 20 日に報告書を提

出すること 

乙訓障害者支援事業所連絡協議会 

ＮＰＯ法人「てくてく」 

尾瀬 順次（社会福祉士） 

＊Web 講義視聴後「重度障がい児・者等の地域生活等に関する講義」の報告書（A４用紙で 1 枚で必ず視

聴の感想も付記して下さい）を作成して下さい。また、11 月 20 日（土）には必ずお持ちください。詳細

については、申込受付後ご連絡させていただきます。 

 

1 日目 ９：00～17：00 

研修内容・科目 時間 担当講師 

受付 ８:30～９:50  

開講式 ９:00～９:10  

喀痰吸引の講義 

○呼吸について 

○呼吸異常時等の症状・緊急時対応 

○人工呼吸器について 

○喀痰吸引について 

○口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の吸引につ

いて 

○喀痰吸引の手順、留意点等 

○喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応 

９:２０～1２:２0 

 
看護師 亀井 あや子 

休憩・昼食 12:20～13:00  
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健康状態の把握・経管栄養の講義 

○食事と排泄（消化）について 

○経管栄養について 

○経管栄養の手順、留意点等 

○経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応 

13:00～16:00 

 

 
千春会訪問看護ステーション 
玉川 能子 

 

オリエンテーション 

（試験実施に向けての諸注意等） 

 

16:10～16:20 

 

試験委員会 

筆記試験 

○吸引・経管栄養 （３０分） 

○経管栄養のみ （１５分） 

16:20～16:50 試験委員会 

2 日目 10:00～15:30 

シミュレータ演習 
○喀痰吸引（口腔内） 

（鼻腔内） 
（気管カニューレ内） 

○経管栄養（胃ろう、腸ろう） 
（経鼻） 

 
 

1

10:00～12:00 

1

13:30～15:30 

0

: 

（予定） 
・乙訓訪問看護ステーション連絡会 

 金森 千絵子 

・訪問看護ステーション「第二かいせい」 

上林 有香 

・社会福祉法人 向陵会 

谷川 智子 

・あらぐさ福祉会  長谷川 朋子 

・晨光苑 三木 明子  

・片岡診療所  若林 環、高田 初子 

社領 佐和子 

 

※受講者数に応じ、上記講師より分担して担当 

 

11）カリキュラム一覧表 

基本研修 

科    目 実施内容 時間数 

重度障がい児・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 

・重度障がい児（者）等の地域生活 

2 

喀痰吸引等を必要とする重度障がい児・者の障がい

及び支援に関する講義 

  

・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 

・喀痰吸引ついて 

・口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部

の吸引について 

・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 

緊急時の対応及び危険防止に関する講義 

・健康状態の把握 

・食と排泄（消化）について 

・経管栄養について 

・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 

喀痰吸引等に関する演習 ・口腔内の喀痰吸引 1.5 
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・鼻腔内の喀痰吸引 

・気管カニューレ内部の喀痰吸引 

・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

・経鼻経管栄養 

合    計 9.5 

 

実地研修 

行    為 回 数 

口腔内の喀痰吸引 

医師・看護師等の評価において、受講者が修得

すべき知識及び技能を習得したと認められるま

で実施。 

鼻腔内の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

経鼻経管栄養 

 

（12）その他  

喀痰吸引等研修実施委員会・試験委員会 構成員一覧 

氏名 団体・機関名 備考 

尾瀬 順次 乙訓障害者支援事業所連絡協議会  

堀 直樹 （社）乙訓医師会 医ケア委員会 委員長 

金森 千絵子 乙訓訪問看護ステーション連絡会 看護師 

谷口 徹也 （福）向陵会 乙訓ひまわり園  

堀内 カズ代 （福）長岡京市社会福祉協議会  

夏川 久子 乙訓圏域障がい者自立支援協議会 事務局  

山﨑 節子 長岡京市障がい福祉課  

山田 洋平 乙訓ポニーの学校 医ケア委員会 副委員長 

三宅 州人 乙訓福祉会・ライフサポート事業所 研修室  

☆オブザーバー 

辻 知也 京都府山城広域振興局健康福祉部乙訓保健所 福祉課  

 

（13）お申込み方法 

当法人ホームページより、別紙「受講申込書（様式１）」にて事業所ごと必要事項をご記入の上、下記の FAX

番号に FAX（※）をお願いいたします。（締切り：2021 年 11 月 5 日（金）必着） 

※FAX 送信後、必ず下記の電話番号に確認のお電話をお願いいたします。（平日 9：00～17：00） 

 

（14）持ち物 

マスク、筆記用具、テキスト、Web 講義報告書、印鑑、身分証明書 

 

＜お問い合わせ先＞   社会福祉法人 乙訓福祉会 

乙訓福祉会・ライフサポート事業所 （研修担当：槇内・三宅） 

〒617‐0814 京都府長岡京市今里西ノ口１７－９ 

ＦＡＸ (０７５)８７４－６５１０   電話 (０７５)８７４－７３７３ 

ホームページ  http://www.otokunifukushikai.com/ 

Ｅメール  lifes.otokunif@iaa.itkeeper.ne.jp 



-5- 

 

「乙訓の里」の周辺地図 

 

 

 

 


