平成24年度喀痰吸引等指導者講習事業

喀痰吸引等指導者マニュアル
第三号研修（特定の者対象）

研修講師の方へ
基本研修：
初めて吸引や経管栄養を学ぶ介護職員等への指導として、まず第Ⅰ章及び第Ⅱ章の内容の2つ
の講義を行います。内容はすべてDVDに収録してありますので、講師の方がDVDやテキストを
用いて講義をして下さい。
なお、最初の講義の「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」については、必ずしも
医師・看護師等が講義を行う必要がない講義ですのでご承知おきください。
その後1時間の演習を行いますが、限られた時間ですので、前述の講義で説明されている喀痰
吸引は60〜73頁、経管栄養の注入は、89〜95頁の手順を参考に、必要物品を準備し、適宜ア
レンジしながら行って下さい。
評価は、巻末資料の「評価票」を適宜利用して行って下さい。
最後に研修者に対して試験を行います。この試験は落とすためのものではなく、知識定着の
確認のための試験ですので、講義での内容や演習を通じて重要なポイントが理解でき、合格点
が得られるように、ご指導ください。
演習の評価については、各利用者がいる現場において、利用者が実際に使用する吸引器や気
管カニューレを用いて行います。一連の行為はすべての項目が｢手順通りに実施できる｣となっ
た場合に修了となり、実地研修に進みます。

実地研修：
実地研修用に、喀痰吸引と経管栄養に関する演習の手順と留意点（留意事項）および指導ポ
ントに関する説明と、評価票を掲載しています。
喀痰吸引の評価票に関しては、以下のバリエーションを準備しました。これら全てを行うこ
とではなく、対象者の状況に応じて使用してください。
●口腔内吸引（通常手順）
●口腔内吸引（口鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）
●鼻腔内吸引（通常手順）
●鼻腔内吸引（口鼻マスク・鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）
●気管カニュ−レ内吸引（通常手順）
●気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸器装着者用手順）
なお、手洗いに関しては、利用者の体位を調整するなどで利用者の体に触れた場合、吸引を
行う直前に改めて行うべきと考え、訪問時の第1回目の手洗いと別に記載しました。
経管栄養の評価票に関しては、以下のバリエーションを準備しました。これら全てを行うこ
とではなく、対象者の状況に応じて使用してください。
●胃ろう（滴下）からの注入…腸ろうについても同様の手順となります。
●胃ろう（半固形タイプ）からの注入…腸ろうについても同様の手順となります。
●経鼻胃管からの注入
演習及び実地研修の評価票については、上記喀痰吸引、経管栄養とも標準的な手順にしたが
って作成していますが、実地研修講師となる看護師等、利用者本人、家族等とよく相談し、当
該「特定の者」に適合した方法になるよう適宜アレンジしてご使用下さい。なお、実地研修の
合格終了の判定は、評価票のすべての項目について実地研修講師となる看護師等の評価結果が、
連続2回「手順通りに実施できる」となった場合となっています。
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