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１．経緯 

 介護人材の養成体系は以下のような経緯を経て見直されました。 

 

 介護福祉士については資質の向上を図る観点から、一定の教育過程を経た後に国
家試験を受験する形に資格取得方法を集約し、実務経験者には 3年以上の実務経

験に加え、実務者研修を義務付ける。なお、平成 19 年法改正、介護福祉士の資

格取得方法の見直しについては 3年間延期する。（平成 24⇒平成 27年度） 

 介護人材を安定的に確保していくためには、介護現場を魅力ある職場としていく
ことが課題であり、このためには介護の世界で働き続けることができるという展

望を持てるようなキャリアパスを整備していくことが重要である。（厚生労働省

「今後の介護人材の在り方に関する研究会報告書」） 

 

 

２．見直しのポイント 

（１）介護福祉士受験資格の見直し 

  これまで介護福祉士国家試験を実務経験ルートで受験するには、「実務経験 3年以

上」が必要でしたが、今般の見直しにより「実務経験 3年以上」に加え「実務者研修」

の修了が義務付けられました。（平成 28年 1月予定の試験から適用）（下図参照） 

  ※平成 27年 1月試験までは従来通り 

（２）研修体系の見直し 

研修体系については、具体的には現在のﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級研修は平成 25 年度から初任

者研修に移行し、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、介護職員基礎研修は平成 25 年度から実務者研修へ

集約化することに見直しされました。（下図参照） 

  ※平成 24 年度については、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級、介護職員基礎研修のい

ずれの研修も存続します。 

  ※ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級、介護職員基礎研修の既取得者は、平成 24 年度以

降も業務に従事することは可能です。 

（出所）厚生労働省資料より 
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（３）実務者研修の受講生と修了認定 

平成27年度(平成28年 1月予定)の介護福祉士国家試験からは実務者研修が義務付

けられますが、実務者研修は、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級、介護職員基礎研修修

了者及び未経験者・無資格者でも受講できます。 

実務者研修の期間は 6 ヶ月以上で総研修時間数は 450 時間ですが、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級、介護職員基礎研修の修了者が受講する場合、修了した各研修に応じ

て実務者研修での修了科目が免除されます。（Ｐ４「届出の必要ない研修にかかる修

了認定科目について」参照） 

 

（４）実務者研修のメリット 

  ①実務者研修修了者には介護福祉士国家試験（平成 28年１月予定）の内、実技試

験が免除されます。 

  ②介護福祉士資格取得後に都道府県が行う「喀痰吸引等研修」を受講する必要はあ

りません。 

   ただし、喀痰吸引等の実施のためには「実地研修」を修了することが必要です。 

  ③実務では習得しにくい体系的な医学知識、制度の知識、介護過程の展開、認知症

などについて学ぶことができ、スキルアップにもなります。 

  ④通信課程もあるので、実務に従事しながら受講することも可能です。（一部スク

ーリング科目有り） 

 

☆３級研修は、24年度末を以て廃止。　（介護報酬上の評価は、平成21年度末を以て既に廃止されている）

23年度 24年度 25年度 26年度

＜500時間＞

＜230時間＞

＜450時間＞

＜130時間＞

＜130時間＞

＜50時間＞

☆１級研修及び介護職員基礎研修は24年度末を以て実務者研修へ集約化。
　　　　　　　　　　　　　　（ただし、平成25年度未修了者への対応のため１年間の経過措置を設定）

☆２級研修は、24年度末を以て介護職員初任者研修へ移行。
　　　　　　　　　　　　　　（ただし、平成25年度末修了者への対応のため１年間の経過措置を設定）

介護職員養成研修移行スケジュール

介護職員基礎研修

1級研修

介護職員初任者研修

3級研修

2級研修

介護福祉士養成の
ための実務者研修

 

経過措置期間

経過措置期間

＜介護職員初任者研修＞

＜実務者研修＞

経過措置期間

既取得者については、施行後
も業務に従事可能

既取得者については、施行後
も業務に従事可能

施行準備期間

既取得者については、初任者研修
修了相当として業務に従事可能

実務者研修を受講する
場合一部の科目を免除

新研修への円滑な移行のため、研
修実施主体である都道府県におけ
る研修実施要綱の整備や指定事
務等のための準備期間を設ける。

（出所）厚生労働省資料より 
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３．実務者研修の概要 

（１）目的 

  養成施設等で必要な研修時間（1800 時間）のうち、実務経験のみでは修得できない

知識・技術を中心に構成し、原則として科目をⅠ・Ⅱに分割するとともに既存研修に

よる科目単位での修了認定を認めています。（研修済み科目の修了免除） 

  

（２）課程、研修時間数、面接授業、等 

 ①昼間課程、夜間課程のほか、通信課程を設けることも可能 

  （「介護過程Ⅲ」、「医療的ケア」のうち演習については面接授業で行う） 

 ②研修総時間数は 450 時間 （別途；「医療的ケア」の演習が必要） 

 ③通信課程では科目毎にレポート（課題）を提出し、添削指導、評価を行う 

 

（３）科目単位での修了認定 

  訪問介護員養成研修（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、2 級）、介護職員基礎研修、認知症介護実践研

修、喀痰吸引等研修、等の研修を修了した場合には実務者研修において修了認定（研

修済み科目の修了免除）されます 

（次表「届出の必要ない研修にかかる修了認定科目について」参照） 

（出所）厚生労働省資料より 
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４．受験に至る幾つかのルート（養成施設、福祉系高校ルートを除く） 

  平成 27年度介護福祉士国家試験（平成 28年 1月予定）から「実務経験 3年以上」

に加え、平成 24 年度導入の実務者研修が義務付けられました。ただし、訪問介護養

成研修（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、2級）、介護職員基礎研修は平成 24年度も存続します。また、

実務者研修では修了済み科目の修了免除も認められており、受験に至る幾つかのルー

トが設定されています。 

 

（１）未経験・無資格の方 

   これから介護分野で働き、介護福祉士を目指そうとする場合には、 

《平成２４年度》と《平成２５年度以降》 ともに 2 つのルートがあります。 

 

 ①平成２４年度 

当該研修を修了後に「実務者研修（科目免除有り）＋実務経験 3年」に至るコ

ースと、「実務者研修（科目免除なし）＋実務経験 3 年」を初めから選ぶコース

があります。 

 

  （1-1 図の例） 

介護職員基礎研修、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ１級、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級の各研修は 24 年度も存続す

ることから、この内のいずれか１つの研修を選択・修了の後、「実務者研修」の

修了と「実務経験 3年以上」を満たすことが必要です。 

この場合、修了した研修に応じて実務者研修での修了認定が認められています

ので（修了科目免除）、以下のような科目・時間数の修了になります。 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所）厚生労働省資料より作成 

1-1図 
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  （1-2 図の例） 

既存の研修を修了することなく「実務者研修」を選択する場合は、全研修時間

（450 時間）の修了と、「実務経験 3年以上」が必要です。 

 

 

 

②平成２５年度以降 

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 2 級が初任者研修へ移行し、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級と介護職員基礎研修につい

ては実務者研修に集約化されますが、2つのルートがあります。 

 

（1-3 図の例） 

初任者研修を選択した場合、「実務者研修」修了と「実務経験 3 年以上」を満

たすことが必要です。この場合、初任者研修で修了した科目は実務者研修で修了

認定として修了が免除されます。 

 

 

（1-4 図の例） 

実務者研修を選択した場合には、全研修時間（450 時間）の修了と、「実務経験

3年以上」が必要です。 

1-3図 

1-4図 

1-2図 

（出所）厚生労働省資料より作成 

（出所）厚生労働省資料より作成 

（出所）厚生労働省資料より作成 
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（２）ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級・2 級、介護職員基礎研修を修了済みの場合 

   「経験年数 3年」を満たす時期によっては国家試験の取扱が異なります。 

 

 （2-1 図の例） 

平成 26年度国家試験（平成 27年 1月予定）までは実務者研修が義務付けられ

ていないので、「経験年数 3年以上」を満たせば受験は可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2-2 図の例） 

平成 28 年 1 月試験時に「経験年数 3 年以上」を満たすことになる場合は、実

務者研修が義務付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2図 

平成２５～２７年の各１月の国家試験時に実務経験３年以上 

以下の各課程修了者で平成２７年１月国家試験時に実務経験３年以下の者 

 

（出所）厚生労働省資料より作成 

2-1図 

（出所）厚生労働省資料より作成 
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５．喀痰吸引等研修と実務者研修との関係 

  

介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等も認定事業所において、医療

や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件の下で喀痰吸引

等の実施が平成２４年度から可能となります。 

都道府県が実施する「喀痰吸引等研修（含、実地研修）」修了者は喀痰吸引等の

実施が可能ですが、「喀痰吸引等研修」と実務者研修の関係は以下のとおりです。 

 

 

（1）介護福祉士（平成 28 年 1 月試験以降合格者） 

  実務者研修で「医療的ケア」を修了していますので、実地研修を修了し、国（(財)

社会福祉振興試験センター）への登録を済ませ、認定証を得て実施が可能です。 

 

（2）介護福祉士（平成 27 年 1 月試験までの合格者） 

  実務者研修（含、医療的ケア）を修了していませんので、喀痰等吸引研修（含、

実地研修）を修了の後、都道府県への登録を済ませ、「認定特定行為業務従事者」

の認定証を得て実施可能です。 

  また、平成 27～36 年の間に国（(財)社会福祉振興試験センター）に申請すれ

ば、新たに「介護福祉士登録証（特例登録証）」が交付される。 

 

（3）上記以外の介護職員（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ 1 級、2 級、介護職員基礎研修修了者） 

   

①喀痰吸引等の業務実施資格のみ希望の場合は、（介護福祉士資格は希望しな

い）喀痰吸引等研修（含、実地研修）を修了し、都道府県への登録を済ませ、

認定証を得て実施が可能です。 

   

  ②喀痰吸引等の業務実施と介護福祉士を希望 

   (ｲ)平成 27年 1 月の介護福祉士試験までは実務者研修は義務付けられていま

せんので、実務経験 3 年以上の条件を満たせば介護福祉士試験は受験可

能です。喀痰吸引等を実施するためには喀痰吸引等研修（含、実地研修）

を修了し、都道府県への登録を済ませ、認定証を得て実施可能です。 

(ﾛ)平成 28 年 1 月試験を受験する場合には、実務者研修が義務付けられてい

ますので、実務者研修（含、医療的ケア）を修了し、介護福祉士試験を

受験します。喀痰等吸引を実施するには実地研修を修了し、国（(財)社

会福祉振興試験センター）への登録を済ませ実施が可能です。 
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（参考） 主たる関係法令・通知等 
・社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号） 

  ・社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成 19年法律第 125号） 
  ・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（平成 23 年法律

第 72号） 
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行令（昭和 62年政令第 402号） 
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令（平成

20年政令第 84号） 
  ・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の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令（平成 23年政令第 376号） 
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62

年厚生省令第 49号） 
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（平成 23 年厚生労働省

令第 132号） 
  ・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の公布について（平

成 23年 6月 22日社援発 0622号第 1号） 
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正の省令の施行について（平成 23

年 10月 28日社援発 1028号第 1号） 
  ・実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について（平成 23年 11月 4日社

援発 1104第 1号） 
 ・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（平成 23年 11月 11
日社援発 1111第 1号） 

 
※本資料は厚生労働省ホームページ掲載資料、説明会資料などを基に介護労

働安定センターで作成しました。 

（出所）厚生労働省資料より 


