社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案に
対して寄せられた御意見について

平成２３年１０月７日
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厚生労働省では、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省
令案について、平成２３年８月１０日（水）から平成２３年９月９日（金）ま
で御意見を募集したところ計１１６件の御意見を頂きました。
お寄せいただいた御意見とそれに対する当省の考え方について、以下のとお
り取りまとめましたので、公表いたします。
なお、取りまとめの都合上、いただいた御意見は、適宜集約して掲載してお
ります。御意見をお寄せいただきました皆様にお礼申し上げます。
番号
１

御意見の概要

御意見に関する考え方

昨今の介護人材の不足を考え
ご意見として賜わります。新たな制
ると、医師や看護師だけでは要 度下においても引き続き介護サービ
介護高齢者が求めるケアを十分 スの質の向上に努めてまいります。
に提供することができないと思
われる。また、介護職員がたん
の吸引等を実施するためには、
医療的な知識を身に付けた上で
行為を実施する必要があるた
め、今回の制度化に賛同する。
（他４件）

２

介護職は業務多忙であり、さ
介護職員が喀痰吸引等行為を実施
らにたんの吸引等の業務が課せ するにあたっては、当該業務に従事す
られた場合、安全面で支障が出
てくる恐れもあり、介護職員の
負担増につながるものと思われ
る。介護職の医行為はあくまで
も看護職が不在時に行うものと
して常態化することがないよう

る介護職員に対し、研修を通じて必要
な知識及び技術を修得することとし
ています。また、喀痰吸引等行為が適
正かつ安全に行われるよう、医療従事
者と介護職員の連携及び役割分担を
図ること、対象者ごとに計画書を作成

指導すべき。
すること、を登録事業者の要件として
また、在宅等においては介護 定めています。
福祉士有資格者に限定するなど
認定者を拡大しないようにすべ
きではないか。（他９件）
３

・「気管カニューレ内への吸引」
など、試行事業においても実施
ケース数が少なく、介護職員が
行うにはリスクが高い医行為が
含まれているのは問題ではない

今回の制度では、医療行為の安全性
を確保するため、基本研修の内容や行
為種別ごとの演習、実地研修の回数
を、昨年度から実施した試行事業の結
果等を踏まえ設定し、関係者による検

か。（他１件）
・日々の業務を行いながら、50
時間もの長時間講習を受けさせ
ることは難しく、事業所への負
担も大きい。また、演習、実地
研修の回数は現在の案は多く、
修了までにかかる時間を考える
と現実的でない。（他１９件）
・現在定められている研修時間
では、技術や問題発生時の対処

討会を経て決定したものです。
また、医療従事者による修得度の判
定、医師の管理下での実地研修の実施
など、｢試行事業｣を踏まえた取組みを
導入しているところであり、ご指摘の
点についてはご意見として賜わりま
す。

法など必要な知識を学べないも
のと思われるため、研修時間を
増やす必要がある。（他１件）
４

安全確保の観点から、ヒヤ
事業所の登録基準として、安全確保
リ・ハットの収集や分析など安 のための体制を確保することを義務
全評価の方法を取り決めること 付けております。
が必要。（他２件）
ヒヤリ・ハット事例の蓄積、分析を
行うための体制を確保すること等、各
事業所における安全確保体制の具体
的内容については、通知でお示しする
予定です。

５

研修については、国が主体的
今年度は国の事業として、指導者講
に研修受託機関や研修システム 習等を実施し、その指導者が都道府県
を確保し、研修を受ける機会の において介護職員の研修を行うこと
拡充や都道府県での格差が生じ としております。
ないようにすべき。（他５件）

６

登録事業者となる施設や事業
登録事業所となる要件として、医療
所の管理責任を明確にすべき。 従事者との連携確保や安全確保のた
めの体制の確保を義務付けておりま
す。

７

喀痰吸引等の行為は「医師の
指示の下に行われる」ことを徹
底すべきであり、医療関係者へ
の周知を徹底していただきた
い。一方で、在宅現場は施設と
比較して人材不足が著しいた

施設のみならず在宅においても、医
師・看護師等の医療関係者が対象者を
中心としたケアカンファレンス体制
等を構築するなど、適切かつ安全な喀
痰吸引等の提供体制が確保されるよ
う、通知等において連携方法等をお示

め、在宅での展開についてはき
め細やかな配慮が必要。
また、介護職員が医行為を行
うにあたりＯＪＴ研修を充実さ
せることが必要。（他６件）

しする予定です。
各事業所においては、安全確保に関
する研修体制の整備等を登録要件と
して定めており、また、業務に応じた
実践的な研修を職員に対して実施す
ることを通知でお示しする予定です。

８

福祉系高校や介護福祉士養成
講義については養成課程の中で実
校に現在課せられているカリキ 施頂く必要がありますが、実地研修に
ュラムに、さらに医療的ケアの ついては、実施に伴う負担等も考慮
講義や実地研修を行うことは時 し、登録事業所に就職後実施できる制
間的に難しいものがある。介護 度としております。
職員等によるたんの吸引等は現
場に就職してから経験を積んで
実施すればよいと思われる。
（他
５件）

９

特定の者の研修時間は９時間
とされているが、これに比べ不
特定の者の研修は長すぎるので
はないか。また、特定の者の研
修時間は９時間とされている

不特定多数の者の研修及び特定の
者の研修の研修カリキュラムはいず
れも試行事業の結果等を踏まえ設定
し、関係者による検討会を経て決定し
たものです。

が、これは新規利用者が入所す
また、特定の者の研修については、
る 度 に 受 講 す る 必 要 が あ る の 新たな対象者に対し、喀痰吸引等を行
か。（他１件）
う必要がある場合や、同一の対象者で
あっても新たに別の喀痰吸引等の行
為を行う必要が生じた場合などにつ
いては、基本研修を免除し、当該行為

の実地研修のみの受講で認定が可能
となるよう検討してまいります。
10

関係団体の準備や都道府県の
登録事務作業を考え、現行のヘ
ルパーのたんの吸引の通知を廃
止せずに延長してほしい。
（他２
件）

11

たんの吸引や経管栄養以外の
喀痰吸引等の範囲の拡大について
医療的ケアについても、対象に は、本制度の施行状況、現場のニーズ
していただきたい。また、たん や実態等を踏まえながら、必要に応

12

の吸引と経管栄養以外の医療的
ケアはグレーゾーンなので、利
用者がヘルパーにお願いする場
合については、市町村が制限を
かけないように国に指導をして
頂きたい。（他４件）

じ、関係者を含めた議論を経て判断す
ることとしております。
また、介護現場等において実施され
ている個々の行為が医行為に該当す
るか否かについては、その様態（緊急
性など）に応じて個別具体的に判断さ
れる場合があるものと考えており、今
回の制度化後も、この考え方に変更は
ありません。

経過措置について、
「必要な知

経過措置対象者が、喀痰吸引等を行

識・技能を有していることを証
明する書類」は「第３者（施設
長、学校長等の責任者）」が出す
こととなっている。本人に対す
るケアが適切にできるかどうか
の「証明」は当事者・家族もで
きる取扱いとしていただきた
い。（他１件）
13

っている場合については、対象者の同
意を前提としていると考えられるこ
とから、「必要な知識・技能を有して
いることを証明する書類」は施設長、
学校長等の第三者が証明することと
しています。

家族支援の観点から、障害児
登録事業所においては、安全性確保
の訪問介護においても医療的ケ 措置として、医師、看護師等の医療関
アが実施されることが望まし
く、主治医との細かな連携も含
めた対応が可能となる体制を望
む。（他１件）

14

本制度の施行後には、基本的には実
質的違法性阻却による運用は解消さ
れるものと考えていますが、具体的な
取扱いについては、関係者のご意見を
お聞きしながら検討してまいります。

係者を含む委員会の設置その他の安
全確保のための体制の確保、研修の実
施が登録基準として求められていま
す。

各学校現場において子どもと
今回の制度では、介護の業務に従事
直接関わる職員もケアを実施で する者のうち、認定特定行為業務従事

15

きるようにすべき。（他２件）

者認定証の交付を受けている者は、診
療の補助として、医師の指示の下に、
特定行為を行うことを業とすること
ができるとされているところです。

障害児は、状況の判断に医学
的なものが求められることも多
く、介護現場においても原則と
して医療職を配置すべきであ
り、配置されない場合は連携方
法についても明確にし、安全性

今回の制度では、認定特定行為業務
従事者が、特定行為を行うに当たって
は、医師、看護師その他の医療関係者
との連携が確保されなければならな
いとしています。
また、登録事業所においては、安全

を確保すべき。

担保措置として、医師、看護師等の医
療関係者を含む委員会の設置その他
の安全確保のための体制の確保、研修
の実施が、登録基準として求められて
います。

16

特別支援学校の教職員につい
研修については３類型を設け、各業
ては、これまでどおり、特定の 務の必要性に応じて選択できるもの
者に対する医療的ケアを実施で とします。
きることとして、不特定多数へ
の実施を可能とすべきでない。

17

その他、事実関係に関するご
お寄せいただいたご質問に関しま
質 問 等 カ リ キ ュ ラ ム に つ い て しては、今後の施策の参考とさせてい
（35 件）
ただきたいと考えております。

