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登録研修機関業務規程 

 

 

１ 目的 

  この規程は、社会福祉法人千里会が運営する特別養護老人ホームひだまりテラスが行う喀

痰吸引等研修の実施に関し、安全の確保並びに技術習得の評価など必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２ 研修機関の名称及び所在地等 

   

３ 研修課程 

  特別養護老人ホームひだまりテラスが行う研修は、「社会福祉士及び介護福祉士施行規則

別表第２の課程による喀痰吸引等研修（第二号研修）」とする。 

 

４ 受講資格及び定員 

（１）受講資格 

受講者は、次の要件を満たす者とする。 

  ア 介護福祉士資格保有者（平成 28年度国家試験合格者以前の者）または介護もしくは障

害者支援の業務経験者。 

  イ 福岡県内に住所がある者または福岡県内に所在する事業所に勤務している者。 

（２）募集定員 

１回の定員は 10人とし、年２回実施する。 

 

５ 実施期間 

  受講者の募集期間及び研修実施期間は、下記のとおりとする。 

 募集 

期間 

研修実施期間 

講義 演習 実地研修 

第１回 ５ 月 ６月～７月 ８月 ８月～10月 

第２回 11月 12月～翌年１月 翌年２月 翌年２月～４月 

 

６ 受講手続き 

（１）受講者募集及び決定 

法人名  社会福祉法人千里会 

研修機関の名称  特別養護老人ホームひだまりテラス 

研修機関所在地  福岡県北九州市小倉北区東篠崎三丁目 2番 28号 

研修機関連絡先  ０９３-９２２-０２２２ 
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  ア 募集の方法 

    特別養護老人ホームひだまりテラスのホームページに掲載するほか、近隣の介護サー

ビス施設または事業所（以下「施設等」という。）及び障害者支援施設等に募集案内を送

付するものとする。 

  イ 受講申し込み 

    受講希望者は、受講申込書その他の書類に必要事項を記入し、特別養護老人ホームひ

だまりテラスが指定する期日までに提出しなければならない。 

    ウ 受講資格の確認 

    提出された受講申込書に基づき、書面もしくは聞き取りにより受講資格の確認を行う

ものとする。 

  エ 受講者の選考 

     定員を超える申込があった場合は、自らが所属する法人の施設等で実地研修が可能な

者及び喀痰吸引及び経管栄養を必要とする利用者の多い施設に勤務する者を優先する

ものとする。 

  オ 受講の決定 

    受講の可否は、書面により通知する。 

  カ 受講決定の取消し 

    受講申し込みの際に提出した書類に虚偽の記載があった場合、受講の決定を取り消す

ことができるものとする。 

（２）研修の一部履修免除 

  ア 免除する範囲 

    「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関

係）」（平成 23年 11月 11日社援発 1111第１号社会・援護局長通知）第５ 登録研修機

関の２（４）に基づき、研修の一部履修について免除するものとする。 

イ 免除の申請 

     受講申込書の提出の際、履修免除の申出書にその科目を履修したことが確認できる書

類を添付して申請するものとする。 

 

７ 受講料 

（１）受講料の額                          （税込） 

区  分 金  額 

基本研修（講義） 120,000円（損害保険料を含む） 

テキスト代として、別途 2,200円を徴する。 

実地研修を受講生自らが所属する法人の施設等におい

て行う場合、50,000円を減額する。 

基本研修（演習） 

実地研修 

実地研修のみ 60,000円（損害保険料､修了証発行手続きを含む） 

 なお、９（４）により、特別養護老人ホームひだまりテラスから指導看護師の派遣を行

う場合、１日あたり（４時間を限度とする） 20,000 円を実地研修実施機関に対し申し受

けるものとする。 
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（２）受講料の徴収 

  ア 受講者は、受講決定後、所定の期日までに（１）の金額を特別養護老人ホームひだま

りテラスが指定する口座に振り込まなければならない。 

基本研修開始までに振込みが確認できない場合、受講を認めないものとする。 

  イ 受講料の支払いを受けた場合は、受講者に対し領収書を交付するものとする。 

  ウ 支払のあった受講料は、１年間有効とし、受講者は、１年の間で課程の全てを修了し

なければならない。 

  エ 上記アにより納付された受講料は、原則として返還しない。 

ただし、基本研修の開始前に受講できないこととなった場合はその全額の返還を請

求できるものとし、基本研修の中途または修了後に疾病その他やむを得ない理由によ

り、以降の研修を１年以内に受講できないこととなった場合は、実地研修に係る受講料

の返還を請求できるものとする。 

（３）受講料の免除 

   ア ６（２）により研修の一部履修免除が認められる場合、受講料の一部を免除する。 

   イ 自らが所属する法人の施設等において実地研修を行う場合、実地研修の受講料を免

除する。 

 

８ 研修実施場所 

（１）講義 

講義は 特別養護老人ホームひだまりテラス で実施する。 

（２）演習 

演習は 特別養護老人ホームひだまりテラス で実施する。 

（３）実地研修実施機関 

実地研修は、原則として 特別養護老人ホームひだまりテラス で実施するが、受講生自

らが所属する法人の施設等で行っても差し支えない。 

   その場合は、「14 研修委員会の設置」で定める研修委員会（以下同じ。）で策定した安

全指針等に基づき実施できる施設であることを確認した上で、実施研修の実施を認める。 

 

９ 実施方法 

（１）講義 

講義は、原則として８日間、開講時間は９時 00 分から 16 時 15 分とし、あらかじめ定

めたカリキュラムに沿って行う。 

（２）演習 

演習は、原則として３日間、開講時間は９時 00分から 16時 45分の実施とする。 

演習は、５人以内を１グループとして編成して実施し、１グループに対し１人以上の演

習指導講師を配置して指導及び評価を行うものとする。 

（４）実地研修 

実地研修は、原則として特別養護老人ホームひだまりテラスにて実施する。 

ただし、受講生自らが所属する法人の施設等を実地研修実施機関とし、「喀痰吸引等研
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修実施要綱について」（平成 24 年３月 30 日社援発 0330 第 43 号厚生労働省社会・援護局

長通知）別添２により実施しても差し支えないものとし、その際の指導及び評価は、実地

研修実施機関の実地研修指導講師が行い、実地研修修了の確認は、特別養護老人ホームひ

だまりテラスが行うものとする。 

なお、実地研修実施機関に実地研修の指導講師ができる看護師（指導看護師）や医師が

いない場合においては、特別養護老人ホームひだまりテラスから指導看護師を派遣するこ

とができる。 

（５）研修教材等 

研修に使用する教材及び備品等は、研修委員会で決定する。 

 

10 遅刻、早退、欠席の取扱い 

講義、演習に関し、遅刻、早退、欠席があった場合には、その科目の補講を受講しなけれ

ばならない。 

補講は１時間 10,000 円で実施するものとし、受講者が負担するものとする。 

 

11 研修の修得審査 

（１）基本研修（講義）の評価 

基本研修（講義）の全課程修了から１か月以内に筆記試験を実施するものとし、筆記試

験を実施する日の 10 日前までに、基本研修（講義）の全課程を修了した者もしくは修了

見込みの者に対し、試験の日程及び場所、合否判定基準、その他必要な事項を通知する。 

筆記試験は、客観式問題（四肢択一）により、出題数 30問、制限時間 60分を下限とし

て実施し、総正解率が９割以上のものを合格とする。 

その他筆記試験の詳細は、研修委員会で定めるものとする。 

（２）基本研修（演習）の評価 

「喀痰吸引等研修実施要綱について」（平成 24 年３月 30 日社援発 0330 第 43 号厚生労

働省社会・援護局長通知）別添２に基づき、演習指導講師が評価する。 

（３）実地研修の評価 

「喀痰吸引等研修実施要綱について」（平成 24 年３月 30 日社援発 0330 第 43 号厚生労

働省社会・援護局長通知）別添２に基づき、実地研修指導講師が評価する。 

 

12 補講の実施 

  筆記試験を不合格となった者のうち、総正解率７割以上の者に対し、研修講師または研修

委員会で検討した内容について補講を行う。補講は１時間 10,000 円とし、受講者が負担す

るものとする。 

補講の修了を認めた者に対して、筆記試験を再度実施する。 

 

13 研修の修了認定 

11の修得審査により、知識の定着及び技能の修得が確認できた受講者に対し、特別養護老

人ホームひだまりテラスにおいて修了認定を行い、喀痰吸引等研修修了証を交付するものと
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する。 

 

14 研修委員会の設置 

（１） 委員構成 

委員は、本研修の担当責任者１名、研修講師１名、医師及び看護師の有資格者それぞれ

１名で構成するものとし、必要に応じて実地研修施設の職員、その他学識経験者等から選

出するものとする。 

（２） 開催時期 

毎年度の第１回目の研修の募集通知をする１か月前に開催するものとし、その他検討が

必要な事例が発生した場合に随時開催するものとする。 

（３） 検討内容 

・毎年度の研修計画（研修実施日程、研修会場、実地研修実施機関、場所、定員、研修

講師、研修教材等） 

・修得程度の審査方法（筆記試験、演習評価方法、実地研修評価方法） 

・実地研修における安全管理体制に関する事項 

・その他 

 

15 実地研修の安全管理 

（１） 安全管理体制の整備 

実地研修実施機関の実地研修指導者、管理者等に対し、実地研修の実施方法に関する説

明会の開催等により周知を図り、安全管理を徹底するものとする。 

また、ヒヤリ・ハット事例を蓄積し、研修委員会において安全管理体制について協議し、

講義・演習の中で紹介する等して注意喚起を行うものとする。 

（２） 損害保険の加入 

実地研修中の不慮の事故に対応するため、実地研修受講者を損害保険に加入させるもの

とする。 

（３） 事故発生時の対応 

  ア 事故が発生した場合には、実地研修実施機関において、施設長、医師、看護師及びそ

の対象者の家族等に速やかに連絡し、必要な措置を講じなければならない。 

  イ 実地研修実施機関から連絡を受けた特別養護老人ホームひだまりテラスは、その状況

を確認し、県に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 

  ウ 特別養護老人ホームひだまりテラスは、実地研修実施において対象者に対し賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償の手続きを速やかに行う。 

  エ 特別養護老人ホームひだまりテラスは、研修委員会において、事故が発生した場合の

対応、再発の防止のための方策を検討し、受講者、研修講師、実地研修実施機関へ周知

徹底する。 

 

16 業務に関して知り得た秘密の保持 

（１）基本的事項 
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特別養護老人ホームひだまりテラスは、個人情報の保護の重要性を認識し、研修の実施

にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に

行うものとする。 

（２）目的外利用・提供の禁止 

特別養護老人ホームひだまりテラスは、研修の実施に際して知り得た個人情報を目的以

外のために利用し、または第三者に提供しないものとする。 

（３）複写・複製の禁止 

特別養護老人ホームひだまりテラスは、受講生の承諾がある場合を除き、受講生から研

修のために渡された個人情報が記録された資料等を複写し、または複製しないものとする。 

（４）秘密の保持 

研修に携わる者は、研修実施に際して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。業務

を廃止した後またはその業務に従事しなくなった場合においても同様とする。 

 

17 業務の実施に係る帳簿及び書類の保存期限 

（１） 長期保存書類 

喀痰吸引等研修等登録研修機関の登録、更新、変更に係る申請書、届出書及び添付書類

並びに修了者管理名簿は、事業廃止まで永久保存とする。 

（２） ５年保存書類 

前号に掲げるほか、業務に係る関係書類は、完結の日から５年間保存とする。 

（３） 廃棄等 

関係書類の保存は、確実でかつ秘密が漏れることのない方法により行い、廃棄は、焼却

その他の復元することができない方法により行う。 

（４）業務を廃止する場合 

登録研修機関として廃止する場合は、修了者管理簿を県に引き継ぐものとする。 

 

 

 

附則 

本規程は、令和４年４月１日より適用する。 


