
 

                  ※基本研修の講義（５日間）のみ 

             オンラインで開催します 

 

 

令和３年度介護職員等のたん吸引等研修 

『不特定多数の者を対象とする研修［第１号研修及び第２号研修］』 

札幌会場 第１回 受講者募集要項 

 

１ 研修の目的 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第４条に定める喀痰吸引等研修（第１号研修及び第２

号研修）を実施することにより、特別養護老人ホーム等の介護福祉施設・事業所、居宅等において、

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し

ます。 

 

２ 実施主体    北海道 

 

３ 研修実施機関  北海道社会福祉協議会 

 

４ 募集定員    ４０名 

 

５ 開催日程・会場 

（１）ＷＥＢ研修［６日間］ 

   日程 令和４年１月１９日（水）〔オリエンテーションのみ開催〕、令和４年１月２６日（水） 

～１月２８日（金）、１月３１日（月）～２月１日（火） 

      ※ＷＥＢ会議システム（Ｚｏｏｍ）で開催します。視聴に適した場所でご参加ください。 

（２）集合研修［５日間］ 

   日程 令和４年２月２日（水）～２月４日（金）、２月８日（火）～２月９日（水） 

会場 ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 

（札幌市中央区北４条西６丁目１ 毎日札幌会館 ５階） 

（３）筆記試験 

   日程 令和４年２月１０日（木） 

   会場 かでる２．７（札幌市中央区北２条西７丁目１番地） 

 

６ 申込期限 

  令和３年１２月２２日（水）※当日消印有効 

 

７ 申込対象施設・事業所 

受講の申し込みができる施設・事業所は、次の５つの条件を満たすことができることとします。

（１）社会福祉士及び介護福祉士法附則第 20条第２項において読み替えて準用する第 48条の５に 

   規定する登録を受けた登録特定行為事業者、又は登録特定行為事業者と同様の登録基準を満た 

すことができる施設・事業所（病院及び診療所を除く。） 

「喀痰吸引等」は、「①口腔内の喀痰吸引」「②鼻腔内の喀痰吸引」「③気管カニューレ内部 

の喀痰吸引」「④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」「⑤経鼻経管栄養」の５行為があります。 

施設・事業所には、喀痰吸引等を必要とする幼児・児童・生徒が通園・通学する保育所、特別 

支援学校等も含みます。 

 

ＷＥＢ研修（Ｚｏｏｍ）

＋集合研修 
 



（２）道社協からの委託を受けて実地研修（実習）を修了した上で、令和 4年 3月 16日（水）（消印 

有効）までに実地研修の実施報告書を道社協に提出できること。 

自施設・事業所において実地研修（実習）ができない場合には、他の施設・事業所等（介護療

養病床・重症心身障害児（者）施設を含む。）に依頼して実地研修先を確保していることが必要

です。 

（３）実地研修（実習）の指導に当たる看護師等の「実地研修指導講師」を確保できること。 

実地研修指導講師は、医師、保健師、助産師又は看護師（准看護師は除く。）とし、指導者講

習を受講していることが必要です。 

（４）実地研修（実習）の実施に当たって、医師の協力が得られること。 

   実地研修を実施するためには、受講者が喀痰吸引等を行うことについての医師の承認、医師の

指示（喀痰吸引等指示書の作成等）、安全委員会への参画など、医師の協力が必要です。 

（５）オンライン研修において必要機器等を用意できること。 

   必要機器については、本募集要項「13必要機器等及び受講環境」をご確認ください。 

 

８ 受講対象者 

道内の申込対象施設・事業所において、現に介護業務に従事する介護職員等（介護福祉士を含む。） 

介護職員等には、喀痰吸引等を行う必要がある保育士、特別支援学校の教員等も含まれます。 

介護業務以外の専任の管理責任者、相談支援従事者等、医師・助産師・保健師・看護師・准看護

師は対象外です。 

 

９ 受講料   無 料 

 

10 申込方法 

別紙様式１－１「受講申込書」に別紙様式１－２「受講申込者調書」を添付し、郵送又により申

し込んでください。 

なお、申込後に受講申込者調書の内容に変更が生じた場合には、「受講申込者調書変更届」を提

出してください。 

 

11 研修テキスト 

研修受講に当たり次のテキストを購入していただきます。それぞれの購入方法は次のとおりです。 

（１）研修全体に関するテキスト 

   受講決定通知に専用ＦＡＸ申込書を同封しますので、オンライン研修開催前までに購入してく 

ださい。 

・テキスト名：改訂版介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト 

・発    行：中央法規出版 

・販 売 価 格：２，２００円（税込）※別途送料がかかります。 

【注意】平成 27年度までの研修で使用していたテキストはご使用いただけません。 

（２）救急蘇生法に関する研修テキスト 

集合研修の受付で販売します。 

・研修テキスト：「救命講習テキスト ガイドライン2015対応」 

・発    行： 札幌市防災協会 

・販 売 価 格： ２，７５０円（税込） 

   【注意】平成 30年 10月までの研修で使用していたテキストはご使用いただけません。 



12 その他 

（１）研修の全過程修了者に対し修了証明書を交付します。 

（２）実地研修については、基本研修の全課程を修了した研修受講者に対して実施します。 

（３）実地研修には、次の２つの研修課程がありますので、受講申込施設・事業所の利用者の喀痰吸 

引及び経管栄養のケアの状況を勘案して選択してください。 

研修課程（実地研修） 喀痰吸引等の行為 

第１号研修（①～⑤の５行為すべて実施） 
①口腔内の喀痰吸引（通常手順） 

②鼻腔内の喀痰吸引（通常手順） 

③気管カニューレ内部の喀痰吸引（通常手順） 

④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 

⑤経鼻経管栄養 

 

第２号研修（①～⑤の１行為以上を実施） 

（４）実地研修の実施期間は道社協からの通知日から令和 4年 3月 16日（水）までとします。 

（５）実地研修中に発生した偶発的な事故等に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物 

を滅失、破損した場合に備え、施設・事業所及び研修受講者を対象として損害賠償保険に加入し 

ます。保険料については、道社協が負担します。 

なお、「実地研修の委託条件」としている別紙１「登録特定行為事業所の登録基準」が整備さ 

  れていない体制で実地研修中に事故が発生した場合には、保険金の支払いを受けることができな 

  くなりますので、必ず実地研修の委託条件を遵守してください。 

（６）医師の指示書作成料など、実地研修に係る経費については、受講者が所属する施設・事業所の

負担とします。 

（７）「人工呼吸器装着者」、「胃ろう又は腸ろうによる半固形栄養剤の経管栄養を行う利用者」に対

してケアを提供する必要がある場合には、基本研修（演習）と実地研修を前述の「６ 研修内容」

のとおり個別演習科目として実施します。それぞれの申込書類に個別演習希望の有無を明記して

ください。個別演習科目の受講は、演習日程の２日間で追加して実施します。（希望者多数の場

合は先着順となります） 

 

13 必要機器等及び受講環境 

◆ 必要機器等：パソコン等の通信機器、ＷＥＢカメラ、マイク、スピーカー、 

      安定かつ高速な通信環境 

◆ 受 講 環 境：周囲に人がおらず音漏れの心配がない場所 

・ スマートフォンは、画面が小さく資料等を確認しにくいため、推奨いたしません。 

・ 使用するパソコン等にＷＥＢカメラやマイク、スピーカーが内蔵されていない場合は、別途用

意する必要があります。本研修中は、参加状況の確認のため必ず「ビデオ付きで参加」し、参

加者全員の顔が見える状態にしてください。 

・ ＷＥＢカメラ、マイク、スピーカーが一体となった（内蔵された）パソコン等でも可能です。 

・ パソコン等はインターネットに接続してください。安定かつ高速な通信環境を推奨いたします

（有線ＬＡＮ推奨）。 

・ 周囲の音声が漏れることを防ぐために、周囲に人がおらず音漏れの心配がない場所（他の職員

のいない個室等）での受講をお願いいたします。 

・ 同じ場所で複数のマイクやスピーカーを使用すると、ハウリングが発生します。 

・ Ｚｏｏｍへの参加が初めての方は、事前に下記ＵＲＬより接続テストを行っていただくことを

推奨いたします。〔Ｚｏｏｍテスト〕https://zoom.us/test 

・ Ｚｏｏｍの操作方法に関する問合せにつきましては、Ｚｏｏｍヘルプセンター等をご確認くだ

さい。〔Ｚｏｏｍヘルプセンター〕https://support.zoom.us/hc/ja 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/ja


14 禁止・面積事項等 

（１）禁止事項 

・ 本研修の録画・録音・撮影および資料の二次利用、ＳＮＳ等への投稿は固くお断りいたしま

す。本研修内容の盗用が発覚次第、著作権・肖像権侵害等として対処いたします。 

・ Ｚｏｏｍ入室に係る情報（ＵＲＬやミーティングＩＤ・パスコード）等は、本研修受講者の

み利用可能です。それ以外の者との共有は、固くお断りいたします。 

（２）免責事項 

・ ご利用のインターネット回線の状況や、視聴側のパソコン等の環境により、映像や音声が途

切れる、または停止するなど正常に視聴できないことがあります。受講者の視聴機器、通信

環境、ソフトウェアその他利用に関わる一切について、本会は責任を負いません。 

 

15 申込先・連絡先 

   〒060-0002 札幌市中央区北２条西７丁目１番地 かでる２・７ ３階 

         社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 

         研修部 研修課 たん吸引等研修担当 

         電 話 ０１１－２４１－３９８３ 

         ＦＡＸ ０１１－２７１－０４５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 プログラム 

（１）基本研修（講義） 

 期日 時間 科目 開催場所 

１
日
目 

１月１９日（水） 14：00～16：00 オリエンテーション（接続テスト含む） 

※オンライン研修※ 

（ZOOM活用） 

 

 

 

【会 場】 

貴施設 

（会議室等） 

２
日
目 

１月２６日（水） 
9：00～18：00 

（途中休憩含む） 

・人間と社会 

・保健医療制度とチーム医療 

・安全な療養生活 

・清潔保持と感染予防 

３
日
目 

１月２７日（木） 
9：30～17：00 

（途中休憩含む） ・健康状態の把握 

・高齢者および障害児・者の喀痰吸引

概論 ４
日
目 

１月２８日（金） 
9：30～18：00 

（途中休憩含む） 

５
日
目 

１月３１日（月） 
9：30～17：00 

（途中休憩含む） 
・高齢者および障害児・者の経管栄養

概論 
６
日
目 

２月１日（火） 
9：30～13：00 

（途中休憩含む） 

（２）基本研修（救急蘇生法・デモンストレーション演習・演習） 

 期日 時間 科目 開催場所 

１
日
目 

２月２日（水） 

9：00～9：30 
・受付 

・研修テキスト販売（札幌市防災協会） 

※集合研修※ 

 

 

【会 場】 

ＴＫＰ札幌ビジネスセ

ンター赤れんが前 

9：30～9：40 ・オリエンテーション 

9：40～15：40 

（途中休憩含む） 
（救急蘇生法、救急蘇生演習） 

２
日
目 

２月３日（木） 
9：00～18：00 

（途中休憩含む） 

・高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実

施手順解説 

・デモンストレーション演習 

（口腔内の喀痰吸引） 

３
日
目 

２月４日（金） 
9：00～18：00 

（途中休憩含む） 

・高齢者及び障害児・者の経管栄養実

施手順解説 

・デモンストレーション演習 

（胃ろうによる経管栄養） 

４
日
目 

２月８日（火） 
9：00～18：00 

（途中休憩含む） 

・喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニ

ューレ内部）各５回以上 

５
日
目 

２月９日（水） 
9：00～17：30 

（途中休憩含む） 

・経管栄養（胃ろう、経鼻経管栄養）         

各５回以上 

（３）筆記試験 

 期日 時間 科目 開催場所 

 
２月１０日（木） 10：00～11：30 筆記試験 

【会 場】 

かでる２．７ 

 


