
 

保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第 37 条の 2 第 2 項第 5 号の

規定による指定研修機関 

（平成 28 年２月 10 日現在） 

都道府県 指定研修

機関番号 

名称 

 

特定行為区分 

 

指定日 

（変更承認日） 

北海道 1501001 学校法人東日本学園 

北海道医療大学大学

院看護福祉学研究科

看護学専攻 

（13区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

岩手県 1503001 学校法人岩手医科大

学 

岩手医科大学附属病

院高度看護研修セン

ター 

（１区分） 

・創傷管理関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

宮城県 1604001 学校法人東北文化学

園大学 

東北文化学園大学大

学院健康社会システ

ム研究科健康福祉専

攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

平成 28 年 

２月 10 日 



 

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

福島県 1607001 公益財団法人星総合

病院 

（１区分） 

・創傷管理関連 

平成 28 年 

２月 10 日 

栃木県 1509001 学校法人自治医科大

学 

自治医科大学 

（19区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

埼玉県 1511001 医療法人社団愛友会 

上尾中央総合病院 

（７区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 



 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

（６区分） 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

（平成 28年 

２月 10 日） 

1611002 学校法人埼玉医科大

学 

埼玉医科大学総合医

療センター 

 

（５区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

・透析管理関連 

平成 28 年 

２月 10 日 

千葉県 1612001 社会医療法人社団さ

つき会 袖ケ浦さつ

き台病院看護師特定

行為研修センター 

（１区分） 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

平成 28 年 

２月 10 日 

東京都 1513001 一般社団法人日本慢

性期医療協会 

（７区分） 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

1513002 学校法人青葉学園  

東京医療保健大学大

学院看護学研究科看

護学専攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 



 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

1513003 学校法人国際医療福

祉大学 

国際医療福祉大学大

学院医療福祉学研究

科保健医療学専攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 



 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

1513004 公益社団法人地域医

療振興協会  

JADECOM-NDC 研修セ

ンター 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

1513005 公益社団法人日本看

護協会 

（11区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 



 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

1613006 独立行政法人地域医

療機能推進機構  

東京新宿メディカル

センター 

（２区分） 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

平成 28 年 

２月 10 日 

愛知県 1523001 学校法人愛知医科大

学 

愛知医科大学大学院

看護学研究科看護学

専攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

1523002 学校法人藤田学園  

藤田保健衛生大学大

学院保健学研究科保

健学専攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 



 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

滋賀県 

 

1625001 国立大学法人滋賀医

科大学 

 

 

（３区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

平成 28 年 

２月 10 日 

京都府 1526001 医療法人社団洛和会 

洛和会音羽病院 

（５区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

大阪府 1627001 社会医療法人愛仁会 （９区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・創傷管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 28 年 

２月 10 日 



 

奈良県 1529001 公立大学法人奈良県

立医科大学 

 

（７区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

大分県 1544001 公立大学法人大分県

立看護科学大学 

大分県立看護科学大

学大学院看護学研究

科看護学専攻 

（21区分） 

・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・循環器関連 

・心囊ドレーン管理関連 

・胸腔ドレーン管理関連 

・腹腔ドレーン管理関連 

・ろう孔管理関連 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテ

ーテル管理）関連 

・栄養に係るカテーテル管理（末梢留置型中

心静脈注射用カテーテル管理）関連 

・創傷管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・透析管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・感染に係る薬剤投与関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

平成 27 年 

10 月 1 日 

 

 


