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令和 4 年度の沖縄県喀痰吸引等 特定の者対象（第３号研修）の募集要項は、

本島・宮古・八重山共通となっています。 
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Ⅰ．研修概要 a  

1．開講目的 

 「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」施行に伴い、たん吸

引等の特定行為を要する特定の者に対して、医師、看護職員との連携の下に必要なケアをより安

全に提供するため、たんの吸引等を適切に行うことができる介護職員等を養成することを目的に

研修を実施する。 

 

2．実施主体  

沖縄県(一般社団法人 Kukuru に委託) 

 

3．受講対象者 

原則、沖縄県内に所在する障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設、介護保険施

設等（医療機関は除く）において、特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行う必要のある

介護福祉士、介護福祉士以外の介護職員、保育士等であって、当該事業所・施設から推薦され

た者。 

  但し、介護業務以外の相談支援等の業務に専ら従事する職員は対象外です。  

 

4．受講資格 

以下のいずれも満たす者とする。 

(ア) 「登録特定行為事業者」に所属している職員又は「登録特定行為事業者」の登録を受け

る予定でありかつ「登録特定行為事業者」の登録基準を具備していると認められる事業所

に所属している職員である事。 

(イ) 受講にあたっては様式 5-1「実地研修実施体制確認表」の要件を満たすことができる事。 

(ウ) 実地研修は、原則申込者の施設・事業所（在宅を含む）にて行い、令和 5年 3月 15 日ま

でに終了出来る事。但し、自事業所以外で実習をする場合は実地研修実施機関承諾書が必

要です。 

(エ) 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、講義をオンデマンド方式にて行うため、

事業所で wi-fi環境やパソコン・タブレットといったオンライン講義を受講できる環境を

整えることができる事。環境を整えることが難しい方はご相談ください。スマートフォ

ンでの視聴はできません。 

 

5．募集定員   

50名（本島・宮古・八重山含む） 

・今年度の募集は、本島・宮古・八重山を含め、全県一斉の募集となります。 

・受講申込者が募集定員を超えた場合、利用者の喀痰吸引等の状況を勘案して選考します。 

・定員を超える応募があった場合、登録研修機関ではない法人の応募が優先となります。 

・募集定員に達した時点で、募集受付は終了となります。   
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6．研修スケジュール 

 申込締切り 
オンデマンド視聴 

講義視聴期間 

演習会場 
筆記試験・シミュレーター演習 

第

１

回 

令和４年８月２６日（金） 

１７：００ 必着 

令和４年９月１３日（火） 

   〜９月１９日（月） 令和４年９月２０日（火）〜 

令和５年１月中旬 

＊毎週火曜日実施予定 

＊筆記試験、シミュレーター

演習は、講義視聴終了後より

順次行います。 

（研修の日程については、後

日のお知らせになります） 

＊感染症の状況によって、日

程等の変更があることがあ

ります。 

 

第

２

回 

令和４年９月３０日（金） 

１７：００ 必着 

令和４年１０月１８日（火） 

   〜１０月２４日（月） 

第

３

回 

令和４年１０月２８日（金） 

１７：００ 必着 

令和４年１１月１５日（火） 

   〜１１月２１日（月） 

第

４

回 

令和４年１１月２５日（金） 

１７：００ 必着 

令和４年１２月１４日（火） 

   〜１２月２６日（月） 

第

５

回 

令和４年１２月１６日（金） 

１７：００ 必着 

令和５年１月４日（水） 

   〜１月１０日（火） 

 

【講義】  

配信期間内に各自で 8時間の講義をオンラインで受講していただきます。 

配信期間については、上記スケジュールにてご確認ください。  

※配信期間を過ぎてからの視聴はできません。 

 

 

【筆記試験・シミュレーター演習】 ＊現時点での予定となります。 

令和 4年 9月 20 日(火)〜講義視聴終了後より毎週火曜日予定 

※シミュレーター演習は、午前もしくは午後の半日を予定しています。 

 日程については、受講決定通知にてお知らせします。 

 

 午前→ 9：00〜 9：30 筆記試験 

    10：00〜12：00 シミュレーター演習 

    12：30〜13：00 追試（対象者のみ） 

  

 午後→12：30〜13：00 筆記試験 

    13：30〜15：30 シミュレーター演習 

    16：00〜16：30 追試（対象者のみ）   
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【現場演習・実地研修】 

筆記試験・シミュレーター演習終了後、Kukuru より各自の施設・事業所において令和 5

年 3月 15 日までに終了（報告書提出）できるようにしてください。 

※沖縄県の委託事業受託期間中に終了することができない場合は、登録研修機関として一

般社団法人 Kukuru で継続研修する事が可能です。県の委託事業でない為、受講料が別途発生

します。ご了承下さい。 

 

7．受講料     

￥8,000 

  テキスト代・損害保険料・衛生材料費が含まれます。 

ただし、オンライン講義にかかる通信費ならびに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、各施設・事業所の負担とします。 

★研修開始一週間前までにキャンセルの申請があった場合を除き、いかなる理由であっても

受講料は発生します。また、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、研修を中止した場

合も受講料は返金しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 
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Ⅱ 研修プログラム a  
１．研修実施方法 

 【オンデマンド方式（講義）】 

  新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、通学形式の講義は行いません（筆記試験を除く）。 

講義は、配信期間内に視聴してください。 

※配信期間を過ぎてからの視聴はできません。 

科目 内容 研修時間 

重度障害児・者の地域生活

等に関する講義 

・障害者自立支援法と関係法規 

・利用可能な制度 

・重度障害児者等の地域生活 等 

2 

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 

・人工呼吸器に関わる緊急時対応 

・喀痰吸引概要 

・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 

・喀痰吸引手順、留意点など 

3 

・健康状態の把握 

・食と排泄(消化)について 

・経管栄養概論 

・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、留意点など 

3 

 

【通学形式（筆記試験・シミュレーター演習）】 

 筆記試験とシミュレーター演習は、オンライン講義では困難なため、通学形式とし、おきな

わ医療的ケア研修センター・沖縄県宮古合同庁舎・沖縄県八重山合同庁舎で行います。 

・シミュレーター演習 

  (1) 通学形式、個別での演習・学習(2時間) 

  (2) シミュレーターを用いて実施し、喀痰吸引等の提供を行うための技術の習得を図る 

(3) 演習指導講師の下、当該行為のイメージをつかむこと(手順の確認等)を目的とし、 

評価は行わない。 

科目 内容 研修時間 

喀痰吸引等に関する演習 

・喀痰吸引(口腔内) 

・喀痰吸引(鼻腔内) 

・喀痰吸引(気管カニューレ内部) 

・経管栄養(胃ろう・腸ろう) 

・経管栄養(経鼻) 

2 



特定の者（第 3 号研修） 

5 
 

【現場演習】 

  (1) 特定の利用者がいる居宅等の現場にて実施 

  (2) 実地研修指導講師の下、対象利用者が使用している機器と同型の機器を使用し、ペット

ボトルで製作した簡易なシミュレーター等に対して演習を行う(※初めに指導講師が見本を

見せること) 

  (3) 実地研修指導講師の下、評価票を用いた評価を受ける 

    評価票の手順通りにでき、手順全てが(ア)になれば終了    (評価票提出) 

 

【実地研修】 

(1) 特定の利用者がいる居宅等の現場にて実施 

  (2) 実地研修指導講師の下、特定の利用者が必要としている行為を特定の利用者の協力に基

づき技術の確認を行う 

(3) 実地研修指導講師の下、評価票を用いた評価を受ける     

評価票の全ての項目について、実地研修指導講師の評価結果が全て(ア)になり、 

連続 2回「手順どおりに実施できる」となるまで実施     (評価票提出) 

 

 

2. テキスト  新版 第三号研修（特定の者対象）のための喀痰吸引等研修テキスト 

                            （中央法規）  

 

 

Ⅲ 筆記試験 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

基本方針 研修受講者が喀痰吸引等を安全に実施するための知識を修得しているこ

とを確認する。 

出題範囲 省令別表で定める範囲 

出題形式 四肢択一問題 

出題数 20 問 

試験時間 30 分 

合否判定基準 正解率が 9 割以上で合格とする 

再試験 正解率が 9 割に満たない場合は、再試験を実施(1 回のみ) 
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Ⅳ 受講申込方法 a 

申込み書類を郵送にて提出してください。 

※申込み書類の提出は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、原則、郵送でのお

申込みをお願いします。メール、ＦＡＸでの受付はいかなる理由があっても受け付けて

いませんのでご注意ください。 

※「消えるボールペン」は、性質上、温度変化により文字が消えてしまう可能性があり、

長期的な保存に適していないため、申込書類を含め、同意書等全ての書類において使用

しないようにしてください。 

 

  申込受付締切：第１回締切り 令和 4 年 8 月 26 日(金)17 時必着 

                 (受講決定通知は、8月 30 日（火）頃に担当者へメールにて通知予定です) 

                第 2 回締切り 令和 4 年 9 月 30 日(金)17 時必着 

 (受講決定通知は、10月 4 日（火）頃に担当者へメールにて通知予定です) 

第 3 回締切り 令和 4 年 10 月 28 日(金)17 時必着 

                 (受講決定通知は、11月 2 日（火）頃に担当者へメールにて通知予定です) 

                第 4 回締切り 令和 4 年 11 月 25 日(金)17 時必着 

 (受講決定通知は、11月 29 日（火）頃に担当者へメールにて通知予定です) 

                第 5 回締切り 令和 4 年 12 月 16 日(金)17 時必着 

 (受講決定通知は、12月 20 日（火）頃に担当者へメールにて通知予定です) 

       ＊募集定員（50名）に達した時点で受付は終了となります。 

 

 

申込み書類提出先：  

〒９０２−００７２ 沖縄県那覇市真地２１６−１７ 

 一般社団法人Ｋｕｋｕｒｕ  研修担当 宛 

（封筒表面に「第 3 研修申込書 在中」とご記入ください。） 

 

 

 

 

研修に関するお問い合わせ： 

一般社団法人Ｋｕｋｕｒｕ（くくる） 

受付時間：9：00～17：00(土日祝除く) 
TEL：098−888−5996 FAX：098−888−5997 

Mail：ikea@kukuruokinawa.com 
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Ⅵ お申込みから研修修了までの流れ a 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本要項を取り寄せただけでは申し込みにはなりません。受講希望の場合は、申

込書類一式を期限内に提出してください。書類の不備等ある場合は、受付完了

となりませんので、提出前に書類に不備がないかを必ずご確認ください。 

入金の確認後、テキストやオンライン講義についての注意事項、講義に関する資料等を

送付します。資料内容をご確認いただき、オンライン講義視聴の準備をお願いします。

講義配信予定２日前までに資料が届いていない場合は、ご連絡ください。 
講義配信サイトのURLならびに、受講生 ID・パスワードを受講生のメールア

ドレスにお送りします。配信期間内に各自で講義を視聴してください。講義は、

１つの講義を視聴しなければ次の講義へは進めません。 

おきなわ医療的ケア研修センター、沖縄県宮古合同庁舎、沖縄県八重山合同庁

舎にて、筆記試験とシミュレーター演習を行います。今年度は、集団での演習

ではなく、個別での演習になります。演習日までに、実地研修に必要な書類（様

式５−２に記載された書類）をご提出下さい。 

実地研修に必要な書類の確認ができましたら、指導看護師宛に「実地研修開始

のお知らせ」を送付します。実地研修に必要な書類については、「様式５−２」

をご参照いただき、ご準備ください。お知らせが届くまでは研修を始めないよ

うご注意ください。 

研修が終了しましたら、指導看護師にて①現場研修・実地研修評価表、②進行

状況報告書、③実地研修終了報告書 を作成し、原本をＫｕｋｕｒｕまで送付

もしくはご持参ください（メール・FAXでは受け付けていません） 

指導看護師より届いた報告書を確認後、修了証書の発行・発送を行います。修

了証書が届きましたら、各自で沖縄県に認定特定行為従事者認定・登録特定行

為事業者登録を行ってください。 

受講決定の可否と受講料振込の案内を担当者あてにメールにてご案内いたし

ます。期限内にご入金が確認できない場合は、受講キャンセルとみなしますの

でご注意ください。 
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Ⅶ その他注意事項 a 

(1) 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、講義はオンライン（オンデマンド形式）で行いま

す。配信期間内に受講生が各自で講義を視聴してください。視聴期間内に講義を視聴できなか

った場合は、いかなる場合もシミュレーター演習には進めず、研修は終了となります。 

(2) オンデマンド視聴に伴い、wi-fi 等安定したインターネット環境とパソコンまたはタブレッ

トが必要となります。環境が整わない方はご相談ください。 

(3 )おきなわ医療的ケア研修センター、沖縄県宮古合同庁舎、沖縄県八重山合同庁舎に入館の際

の手指消毒と検温にご協力ください。また、筆記試験・シミュレーター演習の際は、マスクの

着用をお願いします。 

(4) 以下の場合は、筆記試験・シミュレーター演習の受講をお控えください（後日、振替の日程

を調整します。） 

  ・２日前から風邪症状がある場合    

・当日、37.5度以上の発熱がある場合 

  ・14 日以内に県外・海外への渡航歴がある場合 

  ・濃厚接触者となってから 14 日間が経過していない場合 

(5) 演習当日午前 6時の段階で「暴風警報」各種「特別警報」のいずれかが発令された場合、講

義を終日休講します。(大雨警報は対象外、大雨特別警報は対象) 

受講生が登校した後、警報が発令された場合は、状況によって判断し、必要であれば安全確

認後帰宅して頂きます。 

本件により休講となった場合、後日改めて日程を設定し、振替講義を実施します。 

(6) 申込に記載された個人情報については、適正な管理を行い、本研修の運営以外の目的 

に使用する事はありません。 

 

 

 

 


