
 

都道府県 名称 区分数 特定行為区分 

北海道 旭川赤十字病院 １ 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

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 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 

社会医療法人恵和会 西岡病

院 

１ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

 

社会福祉法人恩賜財団済生会支

部北海道済生会小樽病院 

８ 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 

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 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

岩手県 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 

７ 

 

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 

創傷管理関連 

創部ドレーン管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

宮城県 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 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 

秋田県 社会医療法人青嵐会 本荘第一

病院 

１ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

山形県 国立大学法人山形大学 

山形大学大学院医学系研究科看

護学専攻 

16 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 

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 

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 

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 公益財団法人 星総合病院 ４ ろう孔管理関連 

創傷管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

医療法人平心会 須賀川病院 ４ 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 

循環動態に係る薬剤投与関連 

公立大学法人福島県立医科大学 18 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 

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 

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 

茨城県 国立大学法人筑波大学 

筑波大学附属病院 

12 呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

腹腔ドレーン管理関連 

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 

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 

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 

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 

栃木県 学校法人自治医科大学 

自治医科大学 

19 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 

群馬県 公益財団法人脳血管研究所 

附属美原記念病院 

１ 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

 

埼玉県 医療法人社団愛友会 

上尾中央総合病院 

13 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 

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 

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 

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 

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 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 

千葉県 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 

３ 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 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

東京都 

 

一般社団法人日本慢性期医療協

会 

９ 
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 

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 

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 

医療法人財団慈生会 野村病院 １ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

医療法人社団永生会 ２ 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

創傷管理関連 

医療法人社団 明芳会 ８ 

 

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 

創傷管理関連 

動脈血液ガス分析関連 

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 

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 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 

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 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 

公益社団法人地域医療振興協会 

JADECOM-NDC 研修センター 

21 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 

公益社団法人日本看護協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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 

社会医療法人河北医療財団  

河北総合病院 

２ 

 

創部ドレーン管理関連 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

社会福祉法人恩賜財団済生会支

部東京都済生会  

東京都済生会中央病院 

３ 

 

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 

セコム医療システム株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（末梢留置型中心静

脈注射用カテーテル管理）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 

感染に係る薬剤投与関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

独立行政法人地域医療機能推進 10 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 



機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

創部ドレーン管理関連 

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 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

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 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 

日本赤十字社 ５ 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 

武蔵野赤十字病院 ５ 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 

神奈川県 医療法人五星会 菊名記念病院 １ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

医療法人横浜柏堤会 戸塚共立

第 1病院  

１ 動脈血液ガス分析関連 

社会福祉法人恩賜財団済生会支

部 神奈川県済生会横浜市東部

病院 

 

９ 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 

腹腔ドレーン管理関連 

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 

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 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

富山県 

 

医療法人社団藤聖会 富山西総

合病院 

１ 

 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

 

石川県 医療法人社団和楽仁 芳珠記念

病院      

２ 

 

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 



 公立能登総合病院 １ 創傷管理関連 

公立松任石川中央病院 

 

 

４ 

 

 

腹腔ドレーン管理関連 

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 

国民健康保険小松市民病院   

 

２ 

 

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 

社会医療法人財団董仙会 

恵寿総合病院 

４ 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 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

福井県 学校法人 新田塚学園 

福井医療大学 

３ 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 

長野県 学校法人佐久学園 佐久大学大

学院看護学研究科看護学専攻 

８ 呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

ろう孔管理関連 

創傷管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

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 

愛知県 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 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 

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 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 

滋賀県 国立大学法人滋賀医科大学 

 

９ 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 

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 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

京都府 医療法人社団洛和会 

洛和会音羽病院  

７ 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 

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 

術後疼痛管理関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

大阪府 公益社団法人 大阪府看護協会 13 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  

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 

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 

公立大学法人大阪市立大学 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

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 

動脈血液ガス分析関連 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

社会医療法人 愛仁会 11 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 

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 

社会医療法人きつこう会 

多根総合病院 

４ 腹腔ドレーン管理関連 

創傷管理関連 

創部ドレーン管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

兵庫県 学校法人兵庫医科大学 医療人

育成研修センター 

８ 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 



   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 

術後疼痛管理関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

姫路赤十字病院 ５ 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 

奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学 10 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 

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 

術後疼痛管理関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

和歌山県 公立大学法人和歌山県立医科大

学 

５ 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 

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 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

鳥取県 国立大学法人 鳥取大学医学部

附属病院 

５ 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 

岡山県 学校法人 川崎学園 10 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 

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 

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 

山口県 綜合病院 山口赤十字病院 ２ 創傷管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

香川県 高松赤十字病院 ４ 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 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

独立行政法人国立病院機構 四

国こどもとおとなの医療センタ

ー 

２ 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 

 

高知県 社会医療法人 近森会 

近森病院 

２ 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 

福岡県 

 

 

 

医療法人 弘恵会 ヨコクラ病

院 

１ 

 

創傷管理関連 

 

社会医療法人 共愛会 戸畑共

立病院 

１ 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 

社会医療法人雪の聖母会 聖マ

リア病院   

２ 

 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

佐賀県 社会医療法人 祐愛会織田病院 １ 術後疼痛管理関連 

大分県 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 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 

鹿児島県 

 

国立大学法人鹿児島大学 

鹿児島大学病院 

 

 

 

７ 

 

 

 

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 

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 

沖縄県 国立大学法人琉球大学医学部附

属病院 

２ 創部ドレーン管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

社会医療法人仁愛会 浦添総合

病院 

２ 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 

 

 

 


