
都道府県 指定研修機関名

北海道 国立大学法人　北海道大学病院

北海道 社会医療法人恵和会　西岡病院

北海道 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院

北海道 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院

北海道 独立行政法人国立病院機構北海道医療センター

北海道 独立行政法人国立病院機構函館病院

北海道 医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院

北海道 清水赤十字病院

北海道 旭川赤十字病院

北海道 医療法人渓仁会　法人本部

北海道 医療法人社団　エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病院

北海道 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院

北海道 学校法人東日本学園北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻

北海道 旭川医科大学病院

北海道 北見赤十字病院

北海道 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター

青森県 八戸市立市民病院

青森県 学校法人青森田中学園　青森中央学院大学

岩手県 独立行政法人国立病院機構岩手病院

岩手県 学校法人岩手医科大学　岩手医科大学附属病院高度看護研修センター

宮城県 石巻赤十字病院

宮城県 医療法人　浄仁会　大泉記念病院

宮城県 学校法人東北文化学園大学東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻

宮城県 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院

秋田県 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院

秋田県 秋田赤十字病院

秋田県 秋田大学医学部附属病院

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

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

福島県 公立大学法人福島県立医科大学

福島県 公益財団法人星総合病院

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

茨城県 国立大学法人筑波大学　筑波大学附属病院

栃木県 学校法人自治医科大学　自治医科大学

栃木県 学校法人獨協学園　獨協医科大学

群馬県 前橋赤十字病院

群馬県 伊勢崎市民病院

群馬県 公益財団法人　脳血管研究所　附属美原記念病院

群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

群馬県 医療法人　群馬会　群馬病院

群馬県 学校法人群馬パース大学 群馬パース大学 看護実践教育センター

群馬県 学校法人高崎健康福祉大学
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群馬県 独立行政法人国立病院機構　高崎総合医療センター

群馬県 群馬県公立大学法人　群馬県立県民健康科学大学

埼玉県 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター

埼玉県 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院

埼玉県 医療法人社団　武蔵野会　ＴＭＧあさか医療センター

埼玉県 社会医療法人財団石心会　埼玉石心会病院

千葉県 国立大学法人千葉大学医学部附属病院

千葉県 社会医療法人社団さつき会袖ヶ浦さつき台病院看護師特定行為研修センター

千葉県 医療法人社団葵会　柏たなか病院

千葉県 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院

千葉県 医療法人徳洲会　鎌ケ谷総合病院

千葉県 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院

千葉県 自動車事故対策機構　千葉療護センター

東京都 公益社団法人地域医療振興協会NP・NDC研修センター

東京都 公益社団法人日本看護協会

東京都 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター

東京都 東京医科歯科大学病院

東京都 国立大学法人東京大学　東京大学医学部附属病院

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

東京都 町田市民病院

東京都 日本赤十字社

東京都 武蔵野赤十字病院

東京都 一般社団法人　日本周麻酔期看護医学会

東京都 医療法人社団　明芳会

東京都 学校法人杏林学園　杏林大学医学部付属病院

東京都 公益財団法人日産厚生会玉川病院

東京都 社会医療法人河北医療財団　河北総合病院

東京都 社会医療法人社団正志会　花と森の東京病院

東京都 社会福祉法人三井記念病院

東京都 セコム医療システム株式会社

東京都 独立行政法人地域医療機能推進機構

東京都 医療法人財団慈生会　野村病院

東京都 医療法人社団ダイアステップ

東京都 医療法人社団永生会

東京都 一般社団法人日本慢性期医療協会

東京都 学校法人青葉学園東京医療保健大学大学院看護学研究科

東京都 学校法人東邦大学

東京都 医療法人社団東山会　調布東山病院

東京都 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保健医療学専攻

東京都 医療法人社団時正会　佐々総合病院

東京都 学校法人順天堂　順天堂大学医学部附属練馬病院

東京都 東京医療保健大学大学院　医療保健学研究科　医療保健学専攻
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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

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

神奈川県 社会福祉法人　親善福祉協会　国際親善総合病院

神奈川県 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会　横浜市東部病院

神奈川県 小田原市立病院

神奈川県 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

神奈川県 神奈川県厚生農業協同組合連合会　相模原協同病院

神奈川県 地方独立行政法人　神奈川県立病院機構　神奈川県立足柄上病院

神奈川県 独立行政法人労働者健康安全機構

神奈川県 横浜市立みなと赤十字病院

神奈川県 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

神奈川県 医療法人徳洲会　湘南鎌倉総合病院

神奈川県 医療法人五星会　菊名記念病院

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

神奈川県 学校法人　東海大学

神奈川県 学校法人　北里研究所　北里大学病院

神奈川県 学校法人日本医科大学　日本医科大学武蔵小杉病院

神奈川県 一般財団法人神奈川県警友会　けいゆう病院

新潟県 国立大学法人新潟大学　新潟大学医歯学総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　上越総合病院

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　長岡中央綜合病院

富山県 高岡市民病院

富山県 国立大学法人富山大学附属病院

富山県 黒部市民病院

富山県 南砺市民病院

富山県 医療法人社団藤聖会　富山西総合病院

富山県 富山県立中央病院

石川県 公立能登総合病院

石川県 社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

石川県 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院

石川県 公立松任石川中央病院

石川県 国民健康保険　小松市民病院

石川県 金沢医科大学病院

福井県 市立敦賀病院

福井県 学校法人　新田塚学園　福井医療大学

福井県 国立大学法人　福井大学大学院医学系研究科

山梨県 国立大学法人山梨大学医学部附属病院

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

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

長野県 長野赤十字病院

長野県 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

長野県 伊那中央病院
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長野県 学校法人佐久学園　佐久大学大学院看護学研究科看護学専攻

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院

岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

岐阜県 美濃市立美濃病院

岐阜県 県北西部地域医療センター　国保白鳥病院

岐阜県 医療法人澄心会　岐阜ハートセンター

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　東濃中部医療センター　東濃厚生病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　中濃厚生病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　岐阜・西濃医療センター　揖斐厚生病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　岐阜・西濃医療センター　岐北厚生病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　飛騨医療センター　久美愛厚生病院

岐阜県 岐阜県厚生農業協同組合連合会　西美濃厚生病院

静岡県 公益社団法人有隣厚生会富士病院

静岡県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団

静岡県 社会福祉法人 聖隷福祉事業団　総合病院　聖隷三方原病院

静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

静岡県 地方独立行政法人　静岡市立静岡病院

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

静岡県 静岡県公立大学法人　静岡県立大学

静岡県 学校法人　聖隷学園　聖隷クリストファー大学

静岡県 藤枝市立総合病院

静岡県 富士市立中央病院

愛知県 医療法人清須呼吸器疾患研究会　はるひ呼吸器病院

愛知県 小牧市民病院

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

愛知県 医療法人名古屋澄心会　名古屋ハートセンター

愛知県 学校法人藤田学園　藤田医科大学病院

愛知県 公益社団法人　愛知県看護協会

愛知県 国立大学法人東海国立大学機構　名古屋大学医学部附属病院

愛知県 愛知医科大学病院

愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院

愛知県 医療法人　徳洲会　名古屋徳洲会総合病院

愛知県 藤田医科大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学領域急性期・周術期分野

愛知県 社会医療法人杏嶺会　一宮西病院

愛知県 半田市立半田病院

愛知県 学校法人愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻

三重県 国立大学法人三重大学医学部附属病院

三重県 医療法人永井病院

滋賀県 国立大学法人　滋賀医科大学

京都府 京都橘大学看護教育研修センター
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京都府 京都大学医学部附属病院

京都府 京都府公立大学法人　京都府立医科大学

京都府 社会福祉法人京都社会事業財団　京都桂病院

京都府 医療法人医仁会　武田総合病院

京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院

大阪府 公益社団法人　大阪府看護協会

大阪府 公立大学法人大阪　大阪公立大学

大阪府 国立研究開発法人　国立循環器病研究センター

大阪府 社会医療法人きつこう会　多根総合病院

大阪府 医療法人東和会　第一東和会病院

大阪府 医療法人徳洲会　松原徳洲会病院

大阪府 国立大学法人 大阪大学

大阪府 森ノ宮医療大学　大学院　保健医療学研究科　看護学専攻博士前期課程　NPコース

大阪府 大阪赤十字病院

大阪府 大阪大学医学部附属病院

大阪府 独立行政法人国立病院機構　大阪南医療センター

大阪府 医療法人ダイワ会　大和病院

大阪府 医療法人藤井会　石切生喜病院

大阪府 社会医療法人愛仁会

大阪府 社会医療法人生長会　ベルランド総合病院

大阪府 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

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

大阪府 地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター

大阪府 関西医科大学附属病院

大阪府 地方独立行政法人　市立東大阪医療センター

兵庫県 公益社団法人兵庫県看護協会

兵庫県 独立行政法人国立病院機構　姫路医療センター

兵庫県 神戸アドベンチスト病院

兵庫県 姫路赤十字病院

兵庫県 地方独立行政法人加古川市民病院機構　加古川中央市民病院

兵庫県 神戸市立医療センター　中央市民病院

兵庫県 神戸大学医学部附属病院

兵庫県 医療法人社団慈恵会新須磨病院

兵庫県 兵庫医科大学　臨床教育統括センター

兵庫県 株式会社T-ICU

奈良県 公立大学法人奈良県立医科大学

奈良県 地方独立行政法人奈良県立病院機構医療専門職教育研修センター

和歌山県 公立大学法人和歌山県立医科大学

和歌山県 日本赤十字社　和歌山医療センター

鳥取県 国立大学法人　鳥取大学医学部附属病院

鳥取県 鳥取赤十字病院

島根県 公立大学法人島根県立大学　島根県立大学大学院看護学研究科看護学専攻
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島根県 国立大学法人島根大学医学部附属病院

島根県 松江市立病院

島根県 松江赤十字病院

島根県 島根県立中央病院

岡山県 国立大学法人岡山大学　岡山大学病院

岡山県 地方独立行政法人　岡山市立総合医療センター　岡山市立市民病院

岡山県 学校法人　川崎学園

岡山県 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院

広島県 国立大学法人　広島大学病院

広島県 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構　広島西医療センター

広島県 独立行政法人国立病院機構福山医療センター

広島県 地方独立行政法人　広島市立病院機構広島市立北部医療センタ－安佐市民病院

広島県 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院

山口県 国立大学法人山口大学医学部附属病院

山口県 綜合病院　山口赤十字病院

山口県 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　山口県済生会山口総合病院

山口県 独立行政法人国立病院機構関門医療センター

山口県 医療法人茜会　よしみず病院附属看護学院

徳島県 国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部保健学域保健科学部門

徳島県 国立大学法人徳島大学　徳島大学病院

香川県 高松赤十字病院

香川県 国立大学法人香川大学

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

愛媛県 国立大学法人愛媛大学

愛媛県 社会医療法人石川記念会　HITO病院

高知県 独立行政法人国立病院機構　高知病院

高知県 社会医療法人近森会　近森病院

福岡県 公立八女総合病院

福岡県 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院

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

福岡県 株式会社　麻生　飯塚病院

福岡県 久留米大学認定看護師教育センター

福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

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

福岡県 福岡赤十字病院

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

福岡県 学校法人　国際医療福祉大学　九州地区生涯教育センター

福岡県 社会医療法人　弘恵会　ヨコクラ病院

福岡県 社会医療法人　陽明会　小波瀬病院

福岡県 社会医療法人天神会　新古賀病院
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福岡県 社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院

福岡県 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

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

佐賀県 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院

佐賀県 社会医療法人謙仁会　山元記念病院

佐賀県 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館

佐賀県 社会医療法人祐愛会　織田病院

佐賀県 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター

佐賀県 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

長崎県 国立大学法人　長崎大学病院

長崎県 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター

熊本県 国立大学法人熊本大学　熊本大学病院

熊本県 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院

熊本県 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター

熊本県 熊本赤十字病院

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

大分県 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看護学専攻

大分県 社会医療法人敬和会　大分岡病院

大分県 大分大学医学部附属病院

宮崎県 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院

鹿児島県 公益財団法人慈愛会　今村総合病院

鹿児島県 鹿児島市立病院

鹿児島県 公益社団法人昭和会　いまきいれ総合病院

鹿児島県 国立大学法人鹿児島大学　鹿児島大学病院

沖縄県 国立大学法人琉球大学　琉球大学病院

沖縄県 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄県 社会医療法人　友愛会　友愛医療センター

沖縄県 社会医療法人敬愛会中頭病院

沖縄県 医療法人徳洲会　南部徳洲会病院

会員数：2022年11月末現在　281機関

看護師の特定行為に係る指定研修機関連絡会　事務局作成


