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Ⅰ 看護師の特定行為に係る研修制度の概要 

 
1. 「看護師の特定行為に係る研修制度」の趣旨 

 
2025 年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した

看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療

の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定

し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することによ

り、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目

的です。 

（厚生労働省 HP より抜粋） 
 
 

2. 「看護師の特定行為に係る研修制度」を受講する方に期待すること 

 
「看護師の特定行為に係る研修制度」創設の趣旨と下記の基本的考えに則り、研修修了後

に特定行為を実践できる方を募集致します。 

 
■  看護職の使命と役割の認識を基盤に、看護専門職としての姿勢・態度および看護

の思考を実践で示すことができる 

■  健康問題を抱える人々の早期回復と、健康障害によって失った生活の質や営みの

再獲得に向けて、個々のニーズと治療方針を理解し、当該特定行為の実施に必要な

実践的な理解力、思考力、判断力、高度かつ専門的な知識と技能を用い、手順書に基

づく診療の補助ができる 

■  患者の治療および回復過程において、多職種からなるチームにおいて各々の専門

性が最大限に発揮されるよう、情報の理解を促すとともに効果的・効率的な役割分

担と環境調整、全人的ケアを提供することができる 



Ⅱ 洛和会音羽病院における特定行為研修の特色 

 
2019 年 10 月の省令改正における新基準によるカリキュラムに則り、講義・演習・ 

実習を構成しています。区分別科目における臨地実習では症例を取得するために、法人内

の病院を協力病院とした体制をとっています。 

 

 共通科目を学ぶ 
オンライン授業による講義・演習を自宅や職場において履修し、併せて指定研修機関の

研修室における集合研修を受講します。 

 

共通科目名 臨床病態生理学 30 時間

臨床推論 45 時間 

フィジカルアセスメント 45 時間 

臨床薬理学 45 時間 

疾病・臨床病態概論 40 時間 

医療安全学/特定行為実践 45 時間 総時間 250 時間 
 

 区分別科目を学ぶ 
洛和会では、21 区分 38 行為の中から、臨床現場のニーズにより随時区分別科目の見直

しを行っています。2021 年度は下記に示す 5区分 10行為の区分別科目を実施します。 

講義は e ラーニングを視聴し、演習においては研修室にて集合研修を受講します。 

患者に対する実習は、指定研修機関及び法人内の病院において行います。 

受講にあたっては、1 区分からでも可能です。 

 

1. 呼吸器 (気道確保に係るもの）関連（1 行為） 

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 

2. 呼吸器 (人工呼吸療法に係るもの) 関連（4 行為） 

侵襲的陽圧換気の設定の変更 

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整

人工呼吸器からの離脱 

3. 呼吸器 (長期呼吸療法に係るもの) 関連（1 行為） 

気管カニューレの交換 

4. 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連（2 行為） 

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正 

5. 創傷管理関連 (2 行為)  
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 
創傷に対する陰圧閉鎖療法 



Ⅲ 出願から研修修了までの流れ 
 

1. 研修期間 

2021 年 10 月～2022 年 9 月 

 

2. 研修スケジュール 

 
2021 年 4 月～5 月 2021 年度の受講者募集 

6 月～7 月 受講者選考審査及び受講者の決定 

8 月末日 受講者による放送大学入学手続き 

10 月～2 月 共通科目オンライン講義受講(各自) 

3 月 共通科目演習集合研修(研修室) 

3月～4 月 区分別科目eラーニング講義受講(各自) 

5 月 区分別科目演習集合研修(研修室) 

6 月～9 月 臨地実習 修了認定 

※上記日程は、おおむねの目安です。 
 

3. 研修方法 
 

【共通科目】 

1) すべての共通科目において、講義及び演習を行います。講義は、放送大学の修士課

程修士科目生として各自が入学し、オンライン授業を自宅等で受講します。放送大

学で取得した単位は、大学院進学時に単位として認められます。 

 

2) 指定された集合研修を洛和会音羽病院内特定行為研修室で実施します。 

集合研修では、シミュレーター等を用いた実技や事例検討、ディスカッション等におい

て受講者間、指導者を含めた意見交換を行い、知識・見識を深めていきます。 
 

【区分別科目】 

1) 区分別科目の受講は、すべての共通科目の履修認定が修了後に開始します。

講義は、全日病SQUE 看護師特定行為研修の e ラーニングを受講します。 

一部、指定された区分別科目の演習を洛和会音羽病院内特定行為研修室で実施します。研

修室では、特定行為ごとに、シミュレーターを用いた実技やペーパーシミュレーション等

により必要な知識と技術の学習を行います。 

 

2) 特定行為ごとの症例取得(患者に対する実習)については、OSCE・科目試験が合格後

に開始します。洛和会音羽病院と協力病院において医師または指導者(特定行為研修

修了者)の下、臨地実習を行います。 
 

4. 修了証の発行 
当院での研修を修了された方全員に、修了した区分別科目に対する厚生労働省が定めた特

定行為研修修了証を授与します。同時に、修了した区分別科目は厚生労働省の看護師籍に登

録されます。 



5.2021 年度の応募方法 
 

1) 募集人員 

10 名 

 

2) 受講資格 

下記の要件をすべて満たしており、証明する関係書類が提出できることを条件としま

す。 

①日本国の看護師免許を有すること 

②看護師としての実務経験を 5 年以上有すること 

③院長(施設長)及び看護部長(所属長)の推薦書があること 

④区分別科目の受講については、選択科目の看護実務経験が 3 年以上あること 

⑤区分別科目において、「創傷管理関連」の選択においては、日本看護協会の認定看護制

度に基づく「皮膚・排泄ケア」認定看護師であること 
 

3) 出願書類受付期間 

2021 年 4 月 1 日（木）〜2021 年 5 月31 日（月） 必着 
 

4) 出願書類 

①受講申請書 （様式 1） 

②履歴書 （様式 2） 

③勤務証明書 （様式 3-1） 

④資格要件確認表（様式 3-2） 

⑤志望動機 （様式 4） 

⑥推薦書：病院長または施設長（様式 5-1） 

看護部長または所属長（様式 5-2） 

⑦審査料払込証明（様式 6） 

⑧看護師・保健師・助産師免許証の写し 

⑨認定看護師認定証の写し (区分別科目「創傷管理関連」選択者のみ) 

⑩小論文 : 800 字 ～1000 字、A4 縦横書き 1 枚、ワード形式 

【小論文テーマ】 

根拠に基づく看護とはどのようなことをいうのか、これまでの看護実践を振り

返り、考察してください。 

１行目にタイトル、２行目に氏名、３行目から本文を記載のこと 
 

※各様式については、本募集要項から印刷またはダウンロードし、記入してください。 

※提出された出願書類は返却致しません。 

 

※応募書類の送付先 

〒607-8062 

 京都市山科区音羽珍事町2 

洛和会TQM支援センター 特定行為研修担当係 宛 

 

注 1 応募書類は、簡易書留で郵送すること 

封筒の表面に朱書で特定行為研修応募書類と必ず記載すること 

注 2 応募書類を入れた封筒の裏には、選考結果が郵送できる住所を記載すること 



6. 選考方法 
 

1) 審査方法 書類審査、小論文評価 

2)審査料 20,000 円 

※ 様式 6 を用い、審査料振込証明（入金の際のレシートなど）を添付すること。 

※ 原則として、一旦納入された審査料は返還しません。 

   ■ 

   ■ 

口座 

種類 

京都銀行 本店 

普通 

■ 番号 675273 

■ 名義 医療法人社団 洛和会 

■ カナ イ）ラクワカイ 

 

3)審査結果 

※ 応募者各自に、2021 年 6 月下旬までに、選考結果通知を郵送します。 

 

7. 研修受講料 
 

1) 学費 

■ 入学金 40,000 円

■ 施設利用料 20,000 円

■ 研修費用  

項目 受講料 演習料 実習料 認定料 合計 

共通科目 演習(集合) ※ ¥125,000   ¥125,000

区分別科目 演習(集合)      

1.呼吸器（気道確保に係るもの）関連 ¥60,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥10,000 ¥115,000

2.呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連 ¥180,000 ¥45,000 ¥100,000 ¥40,000 ¥365,000

3.呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 ¥60,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥10,000 ¥115,000

4.栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ¥120,000 ¥15,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥205,000

5.創傷管理関連 ¥180,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥280,000

全科目履修時の合計金額   \1,205,000

 

※共通科目は放送大学での履修となりますので、2021 年度放送大学の入学金 14，000 円 + 共通科目 6 科目  

7 単位分の授業料 11，000 円×7＝77，000 円について、各自で別途入金する必要があります。(本学費とは
別 ) 

 

2) 学費納付 

受講決定通知が届いた方は、速やかに入金の手続きをお願い致します。 

 入学金、施設使用料及び各自の区分別科目受講料合計を、2021 年 7 月 30 日（金） 

までにお振込みください。 

 いずれの振込先も下記の口座となります。 

■ 

■ 

口座 

種類 

京都銀行 本店 

普通 

■ 番号 675273 

■ 名義 医療法人社団 洛和会 

■ カナ イ）ラクワカイ 

原則として、一旦納入された学費は返還しません。 



8. その他 
 

1) 個人情報の取り扱いについて 

出願にあたって提供いただいた氏名、住所、その他の個人情報については、特定行為

研修に係る募集手続きにおいてのみ利用し、それ以外の目的では利用致しません。 
 

2) 受講期間における宿泊・滞在について

受講者ご自身でご用意ください。 

 

3) 受講に関するお問合せ 

洛和会TQM支援センター 特定行為研修担当 

℡ （075）593-4111 内線35202 

Email dtd-tokutei@rakuwa.or.jp




