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看護師の特定行為研修を行う指定研修機関の指定等について 

（平成 31年２月 21日） 

 

 

１ 指定研修機関の指定について 

  次の者を指定研修機関として指定する。（計 26件） 

所在 

都道府県 
名称 

特定行為 

区分数 
特定行為区分 

北海道 清水赤十字病院 １ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

宮城県 石巻赤十字病院 ４ ・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 

宮城県 医療法人 浄仁会 大泉

記念病院 

２ ・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

東京都 公益財団法人日産厚生会

玉川病院 

５ ・胸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 

・感染に係る薬剤投与関連 

東京都 社会医療法人社団正志会 

花と森の東京病院 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

 

神奈川県 独立行政法人労働者健康

安全機構 

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（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 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病

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 

富山県 富山県立中央病院 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 
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富山県 南砺市民病院 ２ ・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

長野県 社会医療法人財団慈泉会

相澤病院 

４ ・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 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

岐阜県 県北西部地域医療センタ

ー 国保白鳥病院  

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

静岡県 国立大学法人浜松医科大

学 浜松医科大学医学部

附属病院 

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 

・循環器関連 

・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 

・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

愛知県 医療法人名古屋澄心会 

名古屋ハートセンター 

１ ・循環動態に係る薬剤投与関連 

愛知県 学校法人 藤田学園 藤

田医科大学病院 

６ ・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 

・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 

愛知県 国立大学法人名古屋大学 

名古屋大学医学部附属病

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 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 
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・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 

大阪府 医療法人藤井会石切生喜

病院 

２ ・循環器関連 

・術後疼痛管理関連 

大阪府 社会福祉法人恩賜財団済

生会支部大阪府済生会 

泉南医療福祉センター   

２ ・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 

和歌山県 日本赤十字社和歌山医療

センター 

３ ・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 

鳥取県 鳥取赤十字病院 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 

島根県 松江市立病院 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 

島根県 松江赤十字病院 １ ・創傷管理関連 

広島県 国立大学法人 広島大学

病院 

６ ・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 

・感染に係る薬剤投与関連 

山口県 医療法人茜会 ウエスト

ジャパン看護専門学校 

２ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・創傷管理関連 

佐賀県 地方独立行政法人 佐賀

県医療センター好生館 

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 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

熊本県 独立行政法人国立病院機

構熊本医療センター 

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 

・動脈血液ガス分析関連 

鹿児島県 公益財団法人慈愛会 今

村総合病院  

２ ・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 
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２ 指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分の変更申請の承認について 

  次の者を当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分の変更申請を承認する。 

  （計 17件） 

所在 

都道府県 
指定研修機関名 

追加する

特定行為 

区分数 

特定行為区分 

北海道 旭川赤十字病院 １ ・創傷管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し

ている特定行為区分【１区分】 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

福島県 医療法人 平心会 須賀

川病院 

２ ・ろう孔管理関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【４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 
・循環動態に係る薬剤投与関連 

茨城県 社会福祉法人恩賜財団済

生会支部 茨城県済生会

水戸済生会総合病院 

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 

・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・創傷管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 

栃木県 学校法人自治医科大学 

自治医科大学 

１ ・術後疼痛管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 
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東京都 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 

４ ・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 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

東京都 セコム医療システム株式会

社 

２ ・創傷管理関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【８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（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 

石川県 社会医療法人財団董仙会 

恵寿総合病院 

３ ・創傷管理関連 

・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 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【４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 
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

静岡県 公益社団法人有隣厚生会

富士病院 

１ ・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 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【10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 
・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 

滋賀県 国立大学法人 滋賀医科

大学 

１ ・術後疼痛管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 
・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 
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・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 

大阪府 公立大学法人大阪市立大

学 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 
・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 

和歌山県 公立大学法人和歌山県立

医科大学 

１ ・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【５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 
・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 

岡山県 学校法人 川崎学園 ３ ・胸腔ドレーン管理関連 

・創部ドレーン管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【10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 
・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 

香川県 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 

１ ・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【２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 

高知県 社会医療法人  近森会 

近森病院 

１ ・創傷管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【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 

福岡県 社会医療法人  弘恵会 

ヨコクラ病院 

１ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【１区分】 
・創傷管理関連 

鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学 

鹿児島大学病院 

１ ・創傷管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【７区分】 
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・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 社会医療法人仁愛会 浦

添総合病院 

１ ・ろう孔管理関連 

（参考）当該指定研修機関において、既に実施し
ている特定行為区分【２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 

 

＜紹介先＞ 

看護課看護サービス推進室 

担当：室長補佐 後藤 友美（内線 4173） 

   看護研修推進係長 浅田 祥乃（内線 4177） 

電話：03-5253-1111（代） 


