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保健師助産師看護師法に基づく特定行為研修の 

指定研修機関の指定等について 

 

第２４回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会（部会長 

國土 宏典 国立国際医療研究センター理事長）の審議の結果を受け、保健師助産師看

護師法に基づく特定行為研修の指定研修機関の指定等に関し、下記のとおりとなったこと

をお知らせします。 

 

記 

 
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５７件） 

また、あわせて申請のあった領域別パッケージ研修について認定する。（計２８件） 

所在 
都道府県 

名称 特定行為 

区分数 
特定行為区分 認定する領域別 

パッケージ研修 

北海道 医療法人渓仁会 法人

本部 

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 

・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 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

・在宅・慢性期領域 

・術中麻酔管理領域 

令和２年３月２日 

【照会先】 

医政局看護課看護サービス推進室 

 課 長 補 佐 奥田清子（内線 4173） 

看護業務推進係長 高橋真麻（内線 4176） 

(代表電話)03(5253)1111 

(直通電話)03(3593)2206 



 

 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

北海道 医療法人徳洲会 札幌

徳洲会病院            

   ３ ・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 

なし 

北海道 国立大学法人 

北海道大学病院 

１２ ・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

北海道 社会医療法人禎心会 

札幌禎心会病院 

３ ・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 

・感染に係る薬剤投与関連 

なし 

青森県 学校法人青森田中学

園 青森中央学院大学 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 なし 

秋田県 国立大学秋田大学大

学院医学系研究科保

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 

なし 



 

 

・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 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

山形県 国立大学法人山形大

学医学部附属病院 

１２ ・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

山形県 地方独立行政法人山

形県・酒田市病院機構 

日本海総合病院 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

術中麻酔管理領域 

群馬県 群馬県公立大学法人 

群馬県立県民健康科

学大学 

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 

なし 

千葉県 国立大学法人千葉大

学医学部附属病院 

６ ・循環器関連 

・心嚢ドレーン管理関連 

・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 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

なし 

東京都 医療法人社団ダイアス

テップ 

１ ・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 なし 

東京都 学校法人順天堂 順天

堂大学医学部附属順

天堂医院 

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 

・術中麻酔管理領域 



 

 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

東京都 学校法人東邦大学 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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

東京都 国立研究開発法人 国

立国際医療研究センタ

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 

・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 

なし 

東京都 国立大学法人東京医

科歯科大学医学部附

属病院 

１２ ・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 

・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 

なし 

東京都 国立大学法人東京大

学 東京大学医学部附

属病院 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

東京都 町田市民病院 １ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 なし 

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会 

湘南鎌倉総合病院 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

神奈川県 学校法人北里研究所 

北里大学病院 

６ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・創部ドレーン管理関連 

なし 



 

 

・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 

神奈川県 学校法人聖マリアンナ

医科大学 聖マリアン

ナ医科大学病院 看護

師特定行為研修センタ

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 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

なし 

神奈川県 公立大学法人 横浜市

立大学 看護キャリア

開発支援センター 

１７ ・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 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・外科術後病棟管理

領域 



 

 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

神奈川県 公立大学法人横浜市

立大学 横浜市立大学

大学院医学研究科看

護学専攻 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

神奈川県 社会福祉法人 親善福

祉協会 国際親善総合

病院 

４ ・腹腔ドレーン管理関連 

・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 

なし 

富山県 黒部市民病院 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 

なし 

石川県 金沢医科大学病院 ６ （６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 

・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 

・術中麻酔管理領域 

福井県 国立大学法人福井大

学大学院医学系研究

科 

３ ・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 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

なし 

長野県 地方独立行政法人長

野県立病院機構 長野

県立信州医療センター 

４ ・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 

なし 

長野県 長野赤十字病院 １ ・創傷管理関連 なし 

岐阜県 国立大学法人岐阜大

学医学部附属病院 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

岐阜県 社会医療法人蘇西厚

生会 松波総合病院 

１ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 なし 

岐阜県 美濃市立美濃病院 ４ ・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 

・在宅・慢性期領域 



 

 

静岡県 順天堂大学医学部附

属静岡病院 

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 

・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 

なし 

愛知県 愛知医科大学病院    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 

・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 

・術中麻酔管理領域 

三重県 国立大学法人三重大

学医学部附属病院 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

京都府 医療法人医仁会 武田

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 

・創傷管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

なし 

京都府 医療法人社団石鎚会

田辺中央病院 

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 

なし 

京都府 公立大学法人 京都府

立医科大学 

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 

・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

大阪府 大阪医科大学附属病

院 

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 

・在宅・慢性期領域 

・外科術後病棟管理



 

 

・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 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

領域 

・術中麻酔管理領域 

大阪府 大阪大学医学部附属

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 

・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 

・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 

・術中麻酔管理領域 

大阪府 関西医科大学附属病

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 

・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 

・術中麻酔管理領域 

兵庫県 公益社団法人日本麻

酔科学会 

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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

兵庫県 社会医療法人 榮昌会

吉田病院 

２ （２区分） 

・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 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

なし 

島根県 公立大学法人島根県 ８ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 ・在宅・慢性期領域 



 

 

立大学 島根県立大学

大学院看護学研究科

看護学専攻 

・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 

・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 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

島根県 国立大学法人島根大

学医学部附属病院 

４ ・創傷管理関連 

・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・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 

なし 

岡山県 国立大学法人岡山大

学 岡山大学病院 

１２ ・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

山口県 国立大学法人山口大

学医学部附属病院 

１２ ・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

徳島県 国立大学法人徳島大

学徳島大学病院  

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 

なし 



 

 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

香川県 国立大学法人香川大

学 

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 

・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 

・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 

・在宅・慢性期領域 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

高知県 国立大学法人高知大

学 高知大学医学部附

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 

・胸腔ドレーン管理関連 

・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 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

 

福岡県 医療法人八女発心会

姫野病院 

２ ・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 

なし 

福岡県 社会福祉法人恩賜財

団済生会支部福岡県

済生会福岡総合病院 

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 

なし 



 

 

・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 

福岡県 地方独立行政法人福

岡市立病院機構 福岡

市民病院 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 なし 

長崎県 国立大学法人  

長崎大学病院 

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 

・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 

なし 

長崎県 独立行政法人国立病

院機構長崎医療センタ

ー 

４ ・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 

なし 

熊本県 学校法人銀杏学園熊

本保健科学大学 

キャリア教育研修セン

ター 

２ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

なし 

熊本県 国立大学法人熊本大

学 熊本大学病院 

１２ ・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

熊本県 社会福祉法人恩賜財

団済生会熊本病院 

   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 

・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 

・術中麻酔管理領域 

 



 

 

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、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 41 件） 

  また、あわせて申請のあった領域別パッケージ研修について認定する。（計 18 件） 

所在 
都道府県 

名称 特定行為

区分数 
特定行為区分 認定する領域別 

パッケージ研修 

宮城県 医 療 法 人  浄 仁 会 

大泉記念病院 

２ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 
・ろう孔管理関連 

・在宅・慢性期領域 

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 

５ ・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 
・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 
・透析管理関連 

なし 

福島県 公立大学法人福島県

立医科大学 

１ ・循環器関連 なし 

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 

４ ・循環器関連 
・透析管理関連 
・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 

なし 

栃木県 学校 法人獨協学 園 

獨協医科大学 

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 

・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 

・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 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

・在宅・慢性期領域 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

・救急領域 

群馬県 公益財団法人脳血管

研究所 附属美原記

念病院 

３ ・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 

・在宅・慢性期領域 

東京都 社会医療法人社団正

志会 花と森の東京

病院 

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 

・胸腔ドレーン管理関連 

・外科術後病棟管理

領域 



 

 

・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 

・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 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

東京都 独立行政法人地域医

療機能推進機構 

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 

なし 

神奈川県 医療法人 横浜柏堤

会 戸塚共立第１病

院 

１７ ・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 

・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 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・精神及び精神症状に係る薬剤投与関連 

・皮膚損傷に係る薬剤投与関連 

なし 

神奈川県 独立行政法人労働者

健康安全機構 

   ３ ・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 

・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 

なし 

石川県 公立松任石川中央病

院 

２ ・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

心静脈用カテーテル管理）関連 

なし 

石川県 国民健康保険小松市

民病院 

１ ・創傷管理関連 なし 

福井県 市立敦賀病院 ４ ・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 

・創傷管理関連 

・在宅・慢性期領域 

長野県 社会医療法人財団慈 １０ ・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 なし 



 

 

泉会 相澤病院 ・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 

・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 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態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 

１ ・動脈血液ガス分析関連 なし 

静岡県 社会福祉法人 
聖隷福祉事業団 

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 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

愛知県 医療法人名古屋澄心

会 名古屋ハートセン

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 

なし 

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 

１ ・ろう孔管理関連 なし 

愛知県 学校法人 藤田学園 

藤田医科大学病院 

１０ ・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 

・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 

・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 

なし 

滋賀県 国立大学法人滋賀医

科大学 

７ ・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 

・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 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

・救急領域 

京都府 市立福知山市民病院 ３ ・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 

・在宅・慢性期領域 



 

 

大阪府 社会医療法人 愛仁

会 

３ ・感染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 

・在宅・慢性期領域 

・術中麻酔管理領域 

・救急領域 

大阪府 社会医療法人きつこ

う会 多根総合病院 

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 

なし 

兵庫県 学校法人兵庫医科大

学 医療人育成研修

センター 

２ ・呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

なし 

奈良県 公立大学法人奈良県

立医科大学 

３ ・循環器関連 

・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 

なし 

和歌山県 公立大学法人和歌山

県立医科大学 

２ ・ろう孔管理関連 

・創傷管理関連 

・在宅・慢性期領域 

鳥取県 国立大学法人 鳥取

大学医学部附属病院 

２ ・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 

なし 

島根県 松江市立病院 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 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 

島根県 松江赤十字病院 ４ ・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 

なし 

広島県 国立大学法人 広島

大学病院 

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 

・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 

なし 

高知県 社会医療法人 近森

会 近森病院 

１２ ・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 

・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 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・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 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

・救急領域 

福岡県 社会医療法人雪の聖

母会 聖マリア病院 

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 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・術中麻酔管理領域 



 

 

福岡県 社会医療法人 共愛

会 戸畑共立病院 

２ ・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 

なし 

佐賀県 社会医療法人謙仁会 

山元記念病院 

４ ・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 

・在宅・慢性期領域 

佐賀県 社会医療法人  
祐愛会織田病院 

４ ・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 

・在宅・慢性期領域 

熊本県 独立行政法人国立病

院機構 熊本医療セ

ンター 

３ ・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 

・救急領域 

大分県 社会医療法人敬和会 

大分岡病院 

１２ ・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 

・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 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・循環動態に係る薬剤投与関連 

・在宅・慢性期領域 

・外科術後病棟管理

領域 

・術中麻酔管理領域 

鹿児島県 公益社団法人慈愛会 

今村総合病院 

２ ・呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 

・ろう孔管理関連 

なし 

鹿児島県 国立大学法人鹿児島

大学 鹿児島大学病

院 

７ ・胸腔ドレーン管理関連 

・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 

・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 

・創部ドレーン管理関連 

・動脈血液ガス分析関連 

・術後疼痛管理関連 

・外科術後病棟管理

領域 

沖縄県 国立大学法人琉球大

学医学部附属病院 

２ ・呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 

なし 

沖縄県 社会医療法人仁愛会 

浦添総合病院 

１ ・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 なし 

 
 

以上 

 


