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厚生労働省からのお知らせ

特定行為研修指定研修機関連絡会の会員機関の皆さまへお届けするニュースレター

 第2号

　看護師の特定行為研修に係る申請・届け出等様
式の電子化及び運用が2022年7月より始まりまし
た。（令和４年７月１日から導入、令和５年４月１日
から完全移行）
　これまで特定行為研修に係る申請・届出等様式
を紙書類にて提出いただいておりましたが、この

度、新たに作成した電子申請用の様式を使用し、
メールにて提出いただく方法へと移行致します。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認いた
だき、申請や届け出等の準備を進め
て頂きますようお願い致します。

2022年9月
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　当院は、横浜市戸塚区にある148床の二次救急指
定病院です。2017年より指定研修機関として研修
を開始しました。現在（2021年度4月時点）、院内
外の看護師を延べ8名養成し11名の方が受講中で
す。研修開始当初は、血液ガス分析関連の1区分で
したが、院内のタスクシフトが進むと共に、17区分
を追加申請し、全18区分の指定研修機関として運
営にあたっています。
　当院は現在、医師からNP教育課程修了者へ、NP
教育課程修了者から特定行為研修修了者へとタス
クシフトを進めております。必要な医療を安全かつ
タイムリーに提供することを目指し、2021年度から
は、NP教育課程修了者のサポートの下、看護部運
営のPICC挿入チームを立ち上げ（写真1）、特定行
為研修修了者達による安全かつタイムリーな実践
が行われています（図1）。
　また特定行為研修の運営ではeラーニングを活用
し、医師、NP教育課程修了者、特定行為研修修了者
が中心となり指導を行っています。研修修了後の実
践に特定行為をどう活用していくのかを、看護の視
点で考える臨床に則した研修に取り組んでいます。
また、当院の特定行為研修指導者講習会を受講し
た特定行為研修修了者が、特定行為研修の指導に
あたる屋根瓦方式により、研修修了後も受講生への

教育を通じ自身もさらなる成長ができるシステムと
なっています。
　神奈川県内の指定研修機関と協働で研修を行う
など、地域の連携強化にも取り組んでいます！

厚生労働省の情報はこちらのQRコードから

写真１：当院のPICC挿入チーム

図１. PICC設立前と設立後の月毎の件数の比較

申請・届け出等様式の電子化及び運用が始まる！

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第１病院
 研修責任者／診療看護師長 三重野雅裕

看護部運営のPICC挿入チームが活躍

指定研修機関連絡会会員機関の連携（第2回）
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開催案内については各事業者のホームページ等で最新の情報をご確認ください。
開催日前にWebによる事前学習が必要な研修があります。また、感染状況によって開催方法が変更になる可能性があります。

　日本看護協会は、全ての特定行為研修指定研修
機関の研修修了者を対象にフォローアップ研修を
実施しています。2021年度は、前年の参加者から
要望が多かった臨床推論の講義、領域別の研修修
了者からの実践報告、意見交換の3部構成で行い
ました（表1）。新型コロナウイルス感染症の影響
を鑑みオンラインによるライブ配信と事後配信で
開催し約600名が参加しました。
　研修後のアンケートから、本研修によって特定行
為実践に必要な知識や情報が得られ（参加者

95%）、自己の活動を拡大する戦略について考える
機会になった（参加者80%）ことがわかりました。

[情報提供]特定行為研修制度の最新情報 厚生労働省医政局看護課

[講義]臨床推論総論 富山大学学術研究部医学系医学教育学講座 
教授 高村 昭輝

[講演1]クリティカル領域における
特定行為実践報告

[講演2]慢性期領域における特
定行為実践報告

[講演3]在宅領域における特
定行為実践報告

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院
クリティカルケア特定認定看護師 坂田 稔

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院
糖尿病看護特定認定看護師 山崎 優介

訪問看護ステーションほほえみ
特定行為研修修了者 田中久美子

意見交換
座長：木澤 晃代　
演者：高村 昭輝、坂田 稔、山崎 優介、田中 久美子

内容 講師

新潟大学医歯学総合病院
[日時]2022年11月下旬(予定)
[形式]Web開催(状況に応じてハイブリッド開催)
[定員]30名程度（新潟県内の看護師特定行為研修修了者）
[申込・詳細]
https://www.med.niigata-u.ac.jp/nrs/forvisitor

自治医科大学
[日時]2022年11月中、2023年1月中、3月中
[形式]Web開催
[定員]30名
[申込・詳細] https://www.jichi.ac.jp/tokutei/

岩手医科大学附属病院
[日時]2022年12月3日(土)
[形式]Web開催と集合研修併用
[定員]80名予定
[申込・詳細]
https://www.hosp.iwate-med.ac.jp/ant/

日本看護協会
[日時]2022年12月12日(月)
[形式]Web開催
[定員]900名
[申込・詳細]https://www.nurse.or.jp/nursing/
tokutei_katsuyo/follow_up/index.html

「今後取り上げて欲しいテーマ」アンケートより
・臨床現場での実際の成功例や失敗例
・各分野の実践報告
・領域別パッケージ研修修了者
の活用実態と展望
・有害事象が生じたときの対応
など

表1：2021年度特定行為研修修了者フォローアップ研修会プログラム

看護師特定行為研修指定研修機関からの情報提供

安全に特定行為を実践するためのフォローアップ研修開催

特定行為研修修了者のフォローアップ研修会（後期開催）
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議案1　2021年度活動報告
１．看護師の特定行為研修の質向上及び拡充に
関する活動
２．看護師の特定行為研修の周知・啓発
３．看護師の特定行為研修に係る調査
４．特定行為研修修了者の支援に関する活動
５．その他本会の目的を達成するために必要な活動
６．指定研修機関連絡会理事会の実施（遠隔会議）

議案2　役員の選出
　「看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡
会規約」に基づき、2021年12月16日公示、2022
年2月9日理事候補者公報、総会において役員選
出を実施し決議された。（表1）

議案3　法人化含む看護師の特定行為に係る指定
研修機関連絡会のあり方について
　2020年度総会可決され法人化を見据えた看護
師の特定行為に係る指定研修機関連絡会のあり
方ワーキンググループが設置された。神野副会長
より「指定研修機関の、指定研修機関による、指
定研修機関のための、法人化が必要ではないか」
また、「法人化に向けて会費について検討する必
要性がある」との説明と提案があり決議された。

議案4　 2022年度の活動計画
１．看護師の特定行為研修の質向上及び拡充に関す
る活動
・メールやポータルサイトを活用した情報提供や共有
・新規指定研修機関へ連絡会入会案内（4月、10月）
・ポータルサイトへ新規情報、更新の掲載（8月、1月）
・会員名簿の更新と公表
・会員向けニュースレターの発行（2回）
・特定行為に係る看護師の研修制度のシンポジウム
の企画検討、内容の充実
２．看護師の特定行為研修の周知・啓発
・ポータルサイトの運営・拡充
・特定行為に係る看護師の研修制度のシンポジウム
の開催(2月)
３．看護師の特定行為研修に係る調査  
・研修修了者の就業状況調査（10月）、法人化に向け
ての調査
４．特定行為研修修了者の支援に関する活動
・研修修了者の名簿作成と公表、指定研修機関間連
携の検討
５．その他本会の目的を達成するために必要な活動
・法人化に向けての連絡会のあり方を検討
６．指定研修機関連絡会理事会の実施
・年3回程度開催
７．総会の実施（2023年2月に開催）

　2021年度第6回看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡会総会は、2022年2月6日にWebにて開催
し、終了いたしました。会員245機関のうち、ご出席153機関、欠席48機関のうち48機関の委任状の提出が
あり下記の議案は全て可決されましたのでご報告いたします。尚、次回は2023年2月に開催予定です。

氏名
栗田 康生
藤内 美保
神野 正博
北川 裕利
安井 はるみ
永井 良三
村上 礼子
塚本 容子
矢野 諭
三重野 雅裕
見城 明
鈴木 靖子
髙橋 陽子
木澤 晃代

役職

副会長

会長

副会長

施設名・肩書
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 教授
公立大学法人大分県立看護科学大学大学院看護学研究科 教授
社会医療法人財団薫仙会 恵寿総合病院 理事長
国立大学法人滋賀医科大学 麻酔学講座 教授
セコム医療システム株式会社 担当課長
学校法人自治医科大学 学長
学校法人自治医科大学 看護学部 教授
学校法人東日本学園北海道医療大学大学院看護福祉学部 教授
一般社団法人日本慢性期医療協会／医療法人社団大和会多摩川病院 理事長
医療法人横浜未来ヘルスケアシステム戸塚共立第1病院 診療看護師長
公立大学法人福島県立医科大学 看護師特定行為研修センター長 教授
公益社団法人地域医療振興協会NP・NDC研修センター 次長
公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 看護部長
公益社団法人日本看護協会 常任理事

※届出順

役員一覧表1

第6回看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡会総会のご報告
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看護師特定行為
ポータルサイトの
詳細については、
こちらのQRコード
からアクセスして
くださいね。
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　2022年2月28日付で指定研修機関に指定された
施設を含む、319施設の研修情報の掲載・更新をいた
しました。ポータルサイトをご参照ください。
　なお、本年度2回目の更新は2023年1月を予定して
います。10月中旬頃に情報更新に関するご連絡をい
たしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

　2022年度も看護師の特定行為研修制度の普及・
理解促進を目的としたシンポジウムを開催いたしま
す。ぜひご参加ください。

詳細が決まり次第、ポータルサイトよりご案内致します。

　特定行為研修修了者の活動推進が図られる
ためには、可能な限り正確な研修修了者の活動
を把握し、必要な支援の検討を行い、各地域に
おいて研修修了者の活動が可視化される必要
があります。以上の理由から、看護師の特定行
為に係る指定研修機関連絡会では、特定行為研
修修了者の名簿作成を行っております。そして、
公表の同意を得られた修了者の情報をポータル
サイト上に公表しております。（2022年1月時点
での修了者名簿掲載人数は3,790名です。）
　本年度は9月中旬より修了者名簿掲載情報
の確認、更新のための調査を予定しています。
詳細は指定研修機関宛にあらためてご連絡い
たします。
　指定研修機関なら
びに研修修了者の皆
さまのご協力をお願
い申し上げます。

　指定研修機関連絡会は「看護師の特定行為
研修に係る指定研修機関が相互の情報共有を
図るとともに、特定行為研修の普及・啓発を図る
ことにより、人々の健康や質の高い保健・医療・
福祉の実現に貢献すること」を目的にしておりま
す。なお、2022年5月末現在、全319施設中263
の指定研修機関の皆様に任意でご入会いただ
いております。
　会員は、ポータルサイトの研修機関向けペー
ジやメール、ニュースレターによる定期的な最新
情報や会員機関向け情報、セミナーやシンポジ
ウム等の開催情報が共有できます。ぜひ、ご検討
ください。

2022年9月　
看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡会
指定研修機関連絡会事務局：公益社団法人日本看護協会
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-8-2
TEL　03-5778-8831（代）
URL　https://www.nurse.or.jp

お問い合わせ先　
日本看護協会看護研修学校　認定看護師教育課程　
〒204－0024　東京都清瀬市梅園1-2-3
e-mail　tokutei@nurse.or.jp
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令和4年度 厚生労働省看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業

テ ーマ：

目的　1）

　　　2）

日 程 ：

対 象者：

参加者数：

参 加 費：

院内から地域へ特定行為研修修了者の活用
を考える

特定行為研修制度の普及・理解促進のため
に必要な情報や知識を得ることができる。

看護師の特定行為研修修了者の活用の実際
から課題を明らかにし、今後に活かすことが
できる。

①2023年2月15日（水）14：30～16：30
（ライブ配信）

②2023年2月24日（金）～3月10日（金）
（オンデマンド配信）

医療従事者

800名（一般500名、指定研修機関連絡会会
員300機関）
※指定研修機関連絡会会員は予約不要

無料

看護師の特定行為研修ポータルサイト更新

2022年度特定行為研修シンポジウム開催案内

特定行為研修修了者名簿更新ご協力のお願い

｜指定研修機関連絡会 入会案内｜


