
【別添１】

【業務独占資格、名称独占資格又は必置資格の取得を目標とする養成課程等】 令和４年８月３日現在

目標資格等 都道府県 施設名 講座名 指定講座番号 実施方法 実施区分 訓練期間 開講月

特定行為研修 青森県 八戸市立市民病院
看護師特定行為研修（救急領域パッケー
ジ）

0222001-2220013-7
eラーニン
グのみ

- 12か月 10月

【９講座】 青森県 青森中央学院大学
看護師特定行為研修（栄養及び水分管理
に係る薬剤投与関連）

0222002-2220013-9
eラーニン
グのみ

- 12か月 10月

新潟県 新潟大学医歯学総合病院
看護師特定行為研修（呼吸器（人工呼吸
療法に係るもの）関連）

1520154-2220013-9
eラーニン
グのみ

- 12か月 4月

新潟県 新潟大学医歯学総合病院
看護師特定行為研修（外科系基本領域
パッケージ）

1520154-2220023-1
eラーニン
グのみ

- 12か月 4月

岡山県 岡山大学病院
看護師特定行為研修（術中麻酔管理領域
パッケージ）

3322001-2220013-9
eラーニン
グのみ

- 12か月 4月

岡山県 岡山大学病院
看護師特定行為研修（外科術後病棟管理
領域パッケージ）

3322001-2220023-1
eラーニン
グのみ

- 12か月 4月

福岡県
福岡県立大学看護実践教育セ
ンター　特定行為研修部門

在宅・慢性期領域パッケージ 4022002-2220013-1
eラーニン
グのみ

- 12か月 4月

福岡県
福岡県立大学看護実践教育セ
ンター　特定行為研修部門

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 4022002-2220023-4
eラーニン
グのみ

- 9か月 4月

福岡県
福岡県立大学看護実践教育セ
ンター　特定行為研修部門

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

4022002-2220033-7
eラーニン
グのみ

- 9か月 4月

介護支援専門員 千葉県
社会福祉法人　千葉県社会福
祉協議会

千葉県介護支援専門員更新研修 1220212-2220013-1 通学 平日昼間,土日 4か月 9月,12月

【７講座】 千葉県
社会福祉法人　千葉県社会福
祉協議会

千葉県介護支援専門員再研修 1220212-2220023-4 通学 平日昼間,土日 4か月 9月,12月

東京都
公益財団法人　東京都福祉保
健財団

東京都介護支援専門員実務研修 1321462-2220013-0
一部e
ラーニン

- 4か月 1月,4月,9月

東京都
公益財団法人　東京都福祉保
健財団

東京都介護支援専門員更新研修（実務経
験者）８８時間

1321462-2220023-2
一部e
ラーニン

- 4か月 8月

東京都
公益財団法人　東京都福祉保
健財団

東京都介護支援専門員更新研修（実務経
験者）３２時間

1321462-2220033-5
一部e
ラーニン

- 2か月 1月,4月,9月

東京都
公益財団法人　東京都福祉保
健財団

東京都介護支援専門員更新研修（実務未
経験者）

1321462-2220043-8
一部e
ラーニン

- 2か月 1月,5月,9月

東京都
公益財団法人　東京都福祉保
健財団

東京都介護支援専門員再研修 1321462-2220053-0
一部e
ラーニン

- 2か月 1月,5月,9月

介護職員初任者研修 北海道 社会福祉法人　勤医協福祉会 介護職員初任者研修 0122002-2220013-8 通信 - 3か月 1月,7月

【５講座】 東京都 黎明会 介護職員初任者研修課程 1321416-2220013-4 通信 - 4か月 4月,10月

東京都 ＪＩＮＳＡＩケアスクール 介護職員初任者研修 1321503-2220013-1 通信 - 3か月 12月

富山県 株式会社　ケア・ワールド 介護職員初任者研修講座 1622001-2220013-4
一部e
ラーニン

- 3か月 毎月

奈良県 フレンド郡山研修センター ウェル介護職員初任者研修講座 2920046-2220013-8 通信 - 3か月 毎月

宅地建物取引士資格試験 大阪府 資格スクール大栄 【通信】宅建士ＳｋｉＰ講座　１１月開講 2720631-2220013-6
eラーニン
グのみ

- 11か月 11月

【３講座】 大阪府 資格スクール大栄 【通信】宅建士ＳｋｉＰ講座　１月開講 2720631-2220023-9
eラーニン
グのみ

- 9か月 1月

大阪府 資格スクール大栄 【通信】宅建士ＳｋｉＰ講座　３月開講 2720631-2220033-1
eラーニン
グのみ

- 7か月 3月

普通自動車第二種免許 東京都 足立自動車学校
普通二種免許取得コース（普通免許所持
者）

1321297-2220013-8 通学
平日昼間、夜間、土

日
1か月 毎月

【２講座】 東京都 足立自動車学校
普通二種免許取得コース（準中型５ｔ限定
免許所持者）

1321297-2220023-0 通学
平日昼間、夜間、土

日
1か月 毎月

喀痰吸引等研修修了 福岡県 福岡介護福祉専門学校 喀痰吸引等研修（２号研修Ａ） 4022001-2220013-0 通信 - 5か月 9月

【２講座】 福岡県 福岡介護福祉専門学校 喀痰吸引等研修（２号研修Ｂ） 4022001-2220023-2 通信 - 5か月 9月

大型特殊自動車免許
【１講座】

岩手県 花北モータースクール 特定大特・けん引・フォークコース（Ｐ３） 0320014-2220013-8 通学
平日昼間、夜間、土

日
1か月 毎月

大型自動車第二種免許
【１講座】

広島県 山陽自動車学校 大型二種（Ｂ）コース 3420056-2220013-1 通学
平日昼間、夜間、土

日
1か月 毎月

フォークリフト運転技能講習
【１講座】

広島県 山陽自動車学校 フォークリフト（Ｂ）コース 3420056-2220023-4 通学 平日昼間,土日 1か月 毎月

【一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程】

目標資格等 都道府県 施設名 講座名 指定講座番号 実施方法 実施区分 訓練期間 開講月

情報処理技術者試験【基本情報技
術者試験】

北海道 株式会社　ＧＫＩ Ｊａｖａエンジニア養成コース 0122001-2220013-6 通学 平日昼間 3か月 2月,8月,10月

【3講座】 東京都 東京デザインプレックス研究所
Ｗｅｂマークアップエンジニアコース（夜間
部、土ｏｒ日）

1321423-2220013-3 通学 平日夜間,土日 6か月
1月,4月,7月,10

月

東京都 東京デザインプレックス研究所
Ｗｅｂマークアップエンジニアコース（昼間
部）

1321423-2220023-6 通学 平日昼間 3か月
1月,4月,7月,10

月
情報処理技術者試験【基本情報技
術者試験】　【１講座】

京都府 Ｗｉｎスクール プログラミングマスター（Ｐｙｔｈｏｎ） 2620028-2220013-0 通学
平日昼間、夜間、土

日
8か月 毎月

【短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム】

目標資格等 都道府県 施設名 講座名 指定講座番号 実施方法 実施区分 訓練期間 開講月

職業実践力育成プログラム（短期）
【特定一般】

宮城県 仙台大学 乳幼児運動あそび指導者育成プログラム 0422001-2220013-9 通学 土日 6か月
1月,2月,3月,10
月,11月,12月

【４講座】 東京都 事業構想大学院大学
事業構想プロジェクト研究・１００時間コー
ス

1321501-2220013-8 通学
平日昼間、夜間、土

日
12か月 毎月

石川県
北陸先端科学技術大学院大学
リスキル・リカレント教育セン

北陸観光コア人材育成スクール 1720074-2220013-2 通学 平日昼間 5か月 10月

広島県 県立広島大学
備後地域次世代ビジネスリーダー養成講
座

3420192-2220013-0 通学 平日夜間,土日 6か月 10月

特定一般教育訓練　新規指定講座一覧（令和４年10月１日付け）


