平成29年度喀痰吸引等研修 よくある質問とその答え

2017/6/2

【申込みに関すること】
№

種類

区分 質問

1

1・2号

申込

2

1・2号

受講予定の職員が、介護福祉養成校卒で資格と基本研修修了証明書を持っていま
申込 す。
この場合は第1号の実地研修を受講すれば良いでしょうか？

基本研修が免除となりますので、第1号がご希望のであれば、第1号の実地研修課程のお申し込
みを、第2号がご希望であれば第2号実地研修課程をお申し込みください。

3

1・2号

申込 研修の受講の可否はいつ頃通知されますか？

受講通知は7月14日（金）の発送を予定しております。

4

1・2号

申込

5

1・2号

申込 登録喀痰吸引等事業者になるための条件は受講決定後に通知を受けるのでしょうか？ 福岡県のホームページに手続きについて掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

6

1・2号

介護福祉士を目指しているのですが、50時間の喀痰吸引等の講習を受ける必要があり
研修の主旨としては、今現在必要としている人を対象としているため基本研修のみのご受講はご
申込 ます。
遠慮ください。
基本研修だけの受講というのは可能でしょうか？

7

1・2号

申込 第3号全課程が修了しているものは第1号・第2号全課程での免除はありますか？

8

1・2号

介護福祉士の資格を有している職員が第1号研修を受ける場合は、基本研修及び実地
免除はございません。
申込 研修の両方の受講が必要でしょうか？
基本研修及び実地研修の全課程のご受講が必要です。
それとも一部免除となりますか？

9

1・2号

第１号・第２号講師養成課程について質問です。
記載頂いています研修の修了者は指導講師になることはできません。第１・２号の講師養成課程
申込 「平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働の
の修了が必要ですのでお申し込みをお願いいたします。
ための研修」を修了した看護師は講師として認められますか？

回答

前回第２号研修を受講しましたが、今回経鼻経管栄養の実習を新たに追加で受講した
いと思っています。
「第２号全課程」と「第２号実地研修課程」をお申し込み予定があれば別々のお申し込みをお願い
今回第２号研修の受講申し込みをする職員がいるのですが、それぞれ申込用紙は別 いたします。
に記入して提出したほうが良いでしょうか？

申し込んだ会場での日程が都合がつかない日があるため、別の会場への振り替え受
講はできますか？

原則として会場の変更・振り替え受講は出来かねますので、再度スケジュールの調整をお願いい
たします。

免除はございません。

資格免許証が届いてからのお申し込みをお願いいたします。
講師養成課程を受けようとするものがいますが、まだ手元に資格免許証が届いており
先着順ではございませんのでお申込み期間内に申込書が届けば受付可能です。
ません。そのため「資格免許証の写し」を添付できませんがどうすれば良いでしょうか？
期限内に資格免許証が届かない場合はお手数ですが、ご連絡ください。

10 1・2号

申込

11 1・2号

申込 施設内に喀痰吸引の対象となる利用者がいない場合どうすれば良いですか

実地研修期間に実地研修を修了する必要がございますので、その他の関係機関にご相談してい
ただき実地研修先の確保をお願いいたします。

12 1・2号

第１号の実地研修を申し込もうと思っていますが、実務者研修中で「医療的ケア」の課
申込 程が現時点で修了していません。
「実務者研修修了見込証明書」を提出書類としてだしても良いでしょうか？

申込時点で、「医療的ケア」の修了が必要となります。
「修了見込証明書」では、修了証明の代わりにはなりません。

13 1・2号

申込 講師を探すにはどうすれば良いでしょうか？

実地研修を外部に依頼される場合は依頼される関係機関にご相談ください。

14 1・2号

申込

15 1・2号

実地研修の受け入れを他の病院に協力いただくことになりましたが、病院でも講師養成
１・２号研修を受講される事業所様で講師養成課程についても取りまとめて申し込みをお願いいた
申込 課程を受講した看護師がおらず今回の研修で受講されます。
します。
この場合は、どのように申し込みをすればよいでしょうか？

16 1・2号

「実務者研修」の修了証明書があれば、第1号・第2号の基本研修は終了した事となりま
「実務者研修」の修了証があれば、１・２号の実地研修課程にお申込みできます。
申込 すか？
必ず実務者研修の修了証の添付をお願いいたします。
その場合は、実地研修のみ受講する事が出来ますか？

17 1・2号

申込

胃ろうによる経管栄養の実地研修ついて「滴下又は滴下及び半固形の両方」と記述が 半固形のみの実地研修は認められておりません。
ありますが、半固形のみの実地研修は可能でしょうか？
半固形の修了を目指す場合は、滴下と半固形両方の実地研修が必要です。

18 1・2号

申込

当施設には「滴下」の方がおられないので実地研修ができません。
研修先をご紹介いただくことは可能ですか？

実地研修の講師がまだ見つかっていません。申込書提出までに確定させなければなら
実地研修までに確定させていただければ結構です。
ないのでしょうか？

実地研修先の紹介は出来かねます。ご了承ください。
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19 1・2号

申込

実地研修場所（当施設）で現時点で対象者がいない場合、
「基礎研修終了時までに確保」に〇をつけての申し込みは可能でしょうか？

申込は可能です。その場合は、基本研修終了までに実地研修先を確保していただく必要がありま
す。

20 1・2号

申込

実地研修の講師は、当施設の看護師で、今回の講師養成課程を受講するもので良い
か？

結構です。

21 1・2号

申込

実地研修を他の事業所で行うために県内で受け入れを行っている事業所の一覧表を
公表していただけませんか？

公表の予定はございません。

22 1・2号

申込

実地研修は回数をこなせば数日で修了できるのでしょうか？
（日数に規定はありますか？）

必要回数以上で、修了条件をクリアされれば修了です。
日数に規定はございませんが、期間内の修了が必要です。

23 1・2号

申込

当施設に「平成24年度福岡県喀痰吸引等研修（伝達講習）」を修了した正看護師がい
ます。この場合、実地研修の講師を確保できているという解釈で良いでしょうか？

１・２号の実地研修の講師になることは可能です。
確保できていることになります。

24 1・2号

当施設に講師養成課程修了者がおらず、今回の応募でも対象看護師がいない場合、
申込 他事業所に出張講師を依頼し、自施設での実地研修を行うことは可能でしょうか？
また、その場合の日当などの設定はどのようにすれば良いでしょうか？

25 1・2号

申込

現在実地研修講師は不在です。
今回の研修について第2号研修と第2号講師養成課程の両方受講は可能でしょうか?

26 1・2号

申込

基本研修免除に関する書類について実務者研修の「医療的ケア」の課程を修了してい
実務者研修の修了証明書で結構です。
ることが分かる書類とは「実務者研修修了証明書」でもよろしいでしょうか？

27 1・2号

申込 実地研修先は別の施設で行いますが、とりまとめは自社でもよろしいでしょうか？

28 1・2号

申込 「半固形のみの実施はできません」とありますが、滴下のみの実施は可能でしょうか？ 滴下のみの実施は可能です。

29 1・2号

申込

30 1・2号

申込 同一法人内の他事業所で実地研修を行っても良いでしょうか？

結構です。

31 1・2号

申込 第2号研修において人工呼吸器装着者の研修も実地するのですか？

演習は人工呼吸器装着者対応で実施いたします。
実地研修は必要があれば人工呼吸器装着者の実地研修でお申込みください。

32 1・2号

申込

実地研修の講師の確保に関して「平成27年度福岡県喀痰吸引等研修（第1号・第2号講
第1号・第2号の実地研修講師はできます。
師養成課程）」を修了した者はできないのでしょうか？

33 1・2号

申込

第2号研修に関して、実施できる特定の行為の追加は、適宜行えるものなのでしょう
か？年に一度特定された期間のみ行えるものなのでしょうか？

34

1・2号
３号

事業所の看護師の方に講師養成課程をお申込みいただき、研修を修了されれば実地研修の指導
看護師になることができます。
また、他事業所の指導看護師に依頼をすることも可能です。
その場合は、事業所間で、料金や実地研修の打合せなどお願いいたします。

両方お申込みいただくことは可能です。

実地研修先は事業所に確保していただくことになっております。
とりまとめ事業所は１・２号研修をご受講されます職員様が所属される事業所にてお願いいたしま
す。

現在、半固形の栄養剤を使用中の入所者はおられないのですが、その場合には、基本 半固形の修了も目指す場合は、基本研修終了までに実地研修先を確保していただく必要がありま
研修修了までに実地研修先を確保すれば良いでしょうか？
す。

第2号研修を修了された後、行為を追加されたい場合は以下の2通りです。
・登録研修機関が実地されている喀痰吸引等研修の受講
※登録研修機関の研修は有料です。
・福岡県主催の喀痰吸引等研修（今回の研修）で実地研修課程の受講
※受講料は無料ですが、お申し込みの際にお持ちの修了証の写しのご提出が必要です。

介護職員等による喀痰吸引等業務（特定行為業務）を実施するため、事業者登録を県庁へ行って
いる事業所の事です。登録された事業者は登録番号が付与されています。

申込 認定特定行為登録事業者とはなんですか？
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35

1・2号
３号

申込 同一法人内（複数の事業所あり）で研修を複数名で受講する事は可能でしょうか？

各事業所別にお申し込みをお願いいたします。

36

1・2号
３号

申込

事業所別の選択ですが、当事業所では、３つの種別があります。どれを選択すべきで
しょうか？

37

1・2号
３号

申込

申し込んだ受講者の日程調整がつかなかったため別の職員に変更したいのですが、可
一度、受講のキャンセルをしていただき、新しい方のお申し込みは改めてお願いします。
能でしょうか？

受講される介護職員の方の主たる業務の事業をご選択ください。

1・2号全課程、1・2号講師養成課程テキストについては、改訂版が出版されているため、下記のテ
キストのご準備をお願いいたします。
「改訂介護職員などによる喀痰吸引・経管栄養研修テキスト」
2016年11月20日 初版第4刷発行
「改訂介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト 指導者用」
2016年8月1日 初版第2刷発行
※第３号テキストは変更されておりません。（ダウンロードをお願いいたします。）

38

1・2号
３号

申込 研修受講にあたり、以前のテキストを使用できますか？

39

1・2号
３号

今回の福岡県喀痰吸引等研修では「登録研修機関」以外でも実施可能です。
申込 全課程、実地研修課程での実地研修は「登録研修機関」でしか行えないのでしょうか？ ※実地研修を指導する指導講師の手配と、必要書類を事前に揃えて提出していただく必要があり
ます。（必要書類は別途ご案内いたします。）

40

1・2号
３号

申込

訪問介護で、訪問先に喀痰吸引等を必要とする利用者がいる場合は必ずその利用者
宅が実地研修場所になりますか？

実地研修で訪問による場合は、ご利用者宅が実地研修場所になります。その場合は、医師・看護
師の連携が取れ、且つ、ご利用者の同意が取れる事が条件となります。

41

1・2号
３号

申込

実地研修の講師が複数いる場合は、代表者のみの記載でよろしいでしょうか？
複数いる場合は、全ての講師の氏名を記載しなければならないでしょうか？

複数人の場合は、全員のお名前と証明書をお願いいたします。

42

1・2号
３号

申込 申込用紙の記載を間違えたので、用紙を再度貰う事は出来ますか？

ホームページからダウンロードする事が可能です。

43

1・2号
３号

申込 当事業より3名の受講希望者がおります。同時に3名受講する事は可能でしょうか？

募集定員を超える申し込みがあった場合、福岡県及び実施機関において選定を行います。
よってご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。

44

1・2号
３号

申込 経管栄養は食道ろうも含まれますか?

含まれません。

45

３号

46

３号

以前に３号研修の全課程を修了した者がおります。
申込の際に苗字が変わったことが分かる資料の添付もお願いいたします。
申込 今度実施できる利用者を追加しようと思いますが、苗字が変わった場合どのような手続
(住民票（原本）や運転免許証の写し等）
きが必要ですか？

47

３号

申込

第3号の実地研修の講師は第1号・第2号講師養成課程を修了したものではだめでしょう
第1号・第2号講師養成課程の修了者が第3号の実地研修講師になることはできません。
か？

48

３号

申込

看護師が第3号講師養成課程を受ける場合に、何か特別な要件などはあるのでしょう
か?

49

３号

申込

現在事業所には吸引を必要とする利用者様はおられませんが、講師養成課程のみの
結構です。
受講でも良いでしょうか？

50

３号

申込 ３号講師養成の費用は無料ですか？

その他

3号指導者養成課程のテキストについて
喀痰吸引等指導者マニュアル（第３号研修）のダウンロードについては１９０ページあり お手数ですが、１９０ページすべて印刷をお願いいたします。
ますが、全て印刷するのでしょうか？
印刷は指導者マニュアルのみで結構です。
また、喀痰吸引等研修テキストのダウンロード・印刷は必要ないでしょうか？

正看護師であれば受講可能です。

3号講師養成について費用は発生いたしません。
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51

３号

申込

52

３号

実地研修課程の受講申し込みにおいて、過去の喀痰吸引等研修修了者は修了証の写
修了証書の添付が必要です。認定特定行為業務従事者認定証でも結構です。
申込 しが必要ですか？
その際はどなたかお一人分の修了証書で結構です。
修了証は複数の利用者がいてもどなたか１名分で良いでしょうか？

53

３号

申込

第３号研修で液体栄養剤についてイリゲーターで水を滴下する場合は液体栄養剤に入
入ります。
りますか？

54

３号

申込

3号研修を修了し、現在１人のお客様で吸引をしているのですが、2人目のお客様に入
るためには何を受けたら良いですか？

55

３号

申込 第3号研修の実地研修は第3号講師のいない当法人でも受講可能ですか？

56

３号

申込

57

1・.2号
3号

1・.2号
58
3号

59

1・.2号
3号

回答

現在、対象者が入居しておらず、対象者が入居してからの実地研修となる場合、当研
修の受講申し込みは可能でしょうか？

実地研修は実地研修の期間内に修了することが必要です。
修了が可能であれば、お申し込みをいただくことは可能です。

3号の実地研修課程をお申込みください。

3号の実地研修課程をお申込みの場合、必ず3号の指導講師は必要となります。
指導講師が現在いらっしゃらない場合は、3号講師養成課程も一緒にお申込みください。

実地研修について複数の受講者と一人の指導看護師で実地研修を行う事は可能で
しょうか？

実地研修先が受け入れ可能であれば問題ありません。
その場合でも、実地研修の行為のチェックは受講者一人に対して指導看護師1名で実施していた
だきます。

申込 実施研修事前説明会とは何ですか？

実地研修の開始にあたっての注意事項の説明と開始前に提出が必要な書類の提出と不備がない
かの確認を行います。
９月を予定しておりますが、決定通知と共にお知らせいたします。

申込 実地研修事前説明会を行うのはなぜですか？

基本研修終了後、実地研修に進むためには実地研修に関する資料をご提出いただき、受理される
必要があります。
例年、書類の不備や誤りのため、書類のやり取りに時間がかかり、実地研修の期間が短くなってし
まう方が多数おられます。
今回は、実地研修事前説明会を行うことで、円滑に実地研修に進んでいただけるようにいたしまし
た。

研修を受講される方は必ず皆様にご出席いただく必要があります。
スケジュールのご調整いただきご出席をお願いいたします。

申込 実地研修事前説明会へは必ず参加しなければならないのですか？

書類については、受講決定後に改めてご案内いたします。

1・.2号
60
3号

※下記の書式はホームページからもダウンロードできます。
ホームページアドレスは別途ご案内いたします。
申込 実地研修事前説明会では何を提出するのですか？

実地研修承諾書
実地研修施設体制等チェックシート
喀痰吸引等の提供に係る同意書
介護職員等喀痰吸引等指示書

提出の必要ない事業所もございます。

61

1・.2号
3号

申込 実地研修事前説明会はいつありますか？

受講決定通知と一緒にご案内いたします。

62

1・.2号
3号

申込 提出書類審査会とは何ですか？

修了証書及び認定証の交付に必要な提出書類の提出と不備がないかの確認を行います。

申込 提出書類審査会はなぜ行うのですか？

研修の修了証書及び認定証の交付に必要な書類をご提出いただく必要がありますが、
毎年必要書類の不備や誤りなどが多く郵送でのやりとりの場合非常に時間がかり、交付が
遅くなってしまう事が多数発生いたしました。
今回は、提出書類審査会を行うことで、円滑に修了の手続きを行っていただけるようにいたしまし
た。

1・.2号
63
3号

64

1・.2号
3号

申込 提出書類審査会へは必ず参加しなければならないのですか？

研修を受講される方は必ず皆様にご出席いただく必要があります。
スケジュールのご調整いただきご出席をお願いいたします。

65

1・.2号
3号

申込 提出書類審査会では何を提出するのですか？

書類については、受講決定後に改めてご案内いたします。

66

1・.2号
3号

申込 提出書類審査会はいつありますか？

受講決定通知時改めてご案内いたします。
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