令和２年度（2020年度）

看護師特定行為研修
募集要項

社会医療法人愛仁会

１．研修概要
１） 特定行為研修の特徴
社会医療法人愛仁会は、平成 27 年 3 月 13 日「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第
一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令（平成 27 年 厚生
労働省令 33 号）の交付を受けて、さまざまな領域で特定行為を活用して看護の専門性を高め実
践する看護師の役割モデルを示し、その役割発揮に必要な特定行為区分を組み合わせた研修を企
画実施するものである。
※「特定行為」とは、診療の補助であって、看護師が手順書により行なう場合には、実践的な理
解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして
厚生労働省令で定められるものをいう。
当法人は下記、特定行為区分(１２区分)について指定研修機関の指定を受ける予定である。
令和元年１１月
①呼吸器（気道確保に係るもの)関連

②呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

③呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連

④ろう孔管理関連

⑤創傷管理関連

⑥動脈血液ガス分析関連

⑦栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

⑧感染に係る薬剤投与関連

⑨血糖コントロールに係る薬剤投与関連

⑩術後疼痛管理関連

⑪循環動態に係る薬剤投与関連

⑫精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

２）研修の目的
本研修の目的は、少子超高齢社会において、地域医療及び高齢者の医療現場で安心・安全に配
慮し、健康状態を的確に判断・予測し、生活と医療の両面から、一人一人に合わせたタイムリー
かつ効果的な医療・看護を提供できる看護師を育成する。
３）特定行為研修のカリキュラム
【共通科目】
以下の全科目必修とし、e-ﾗｰﾆﾝｸﾞによる講義および対面講義・演習で行なう。
科目名

時間数

臨床病態生理学

３１

臨床推論

４５

フィジカルアセスメント

４５

臨床薬理学

４５

疾病・臨床病態概論

４１

医療安全学

４５

特定行為実践
合計

２５２

【区分別科目】
区分
在

呼吸器（長期呼吸療法に係るも

宅

の）関連

・

ろう孔管理関連

時間数

症例数

８

５

１７

５

２６

５

１１

５

９

５

２３

各５

１３

各５

１１

５

８

５

１２

５

９

５

２９

各５

１３

各５

脱水症状に対する輸液による補正

１１

５

抗けいれん剤の臨時の投与

１４

５

インスリンの投与量の調整

１６

５

気管カニューレの交換
胃ろうｶﾃｰﾃﾙ若しくは腸ろうｶﾃｰﾃﾙ又は胃ﾎﾞ
ﾀﾝの交換

慢
性

特定行為

創傷管理関連

期

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

領

栄養及び水分管理に係る薬剤投

域

与関連

脱水症状に対する輸液による補正

呼吸器（気道確保に係るもの）

経口用気管ﾁｭｰﾌﾞ又は経鼻用気管ﾁｭｰﾌﾞの位

関連

置の調整
侵襲的陽圧換気の設定の変更

術

呼吸器（人工呼吸療法に係るも

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮

中

の）関連

静薬の投与量の調整
人工呼吸器からの離脱

麻
酔
管

動脈血液ガス分析関連

理

栄養及び水分管理に係る薬剤投

領

与関連

域

術後疼痛管理関連

直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ﾗｲﾝの確保
脱水症状に対する輸液による補正
硬膜外ｶﾃｰﾃﾙによる鎮痛剤の投与及び投与
量の調整

循環動態に係る薬剤投与関連

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投
与量の調整

呼吸器（気道確保に係るもの）

経口用気管ﾁｭｰﾌﾞ又は経鼻用気管ﾁｭｰﾌﾞの位

関連

置の調整
侵襲的陽圧換気の設定の変更

救
急

呼吸器（人工呼吸療法に係るも
の）関連

領

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

域
動脈血液ガス分析関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投

直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ﾗｲﾝの確保

与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投
与関連
血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙに係る薬剤投与関連

４）研修期間
１２ヶ月間（４月開講、３月終講）とする。
共通科目 ：２０２０年４月～８月
１ヶ月に平日及び休日を合わせ各３～４日程度の受講とする。但し、講師都合
による日程変更あり。
区分別科目：２０２０年９月～２０２１年３月
1ヶ月に平日及び休日を合わせ各３～７日程度の受講とするが、各区分の時間
数に合わせて時期を設定する。（別紙）
５）研修時間
８：３０～１７：００（予定）
１コマの講義・演習時間

６０分

１日集中講義（講義・演習・実習）を原則とする。
６）研修場所
共通科目 ：社会医療法人愛仁会本部及び同法人内の研修施設で実施する。
区分別科目：原則、社会医療法人愛仁会グループの各施設および指定を受けている協力施設と
する。（所在地は法人施設参照）
７）受講資格
下記に定める要件を全て満たしていること。
（１）看護師免許取得後、看護師経験５年以上で日本国籍を有する者
（２）特定行為の医行為が発揮できる者
（３）所属長の推薦がある者
８）定員（募集人員）
各パッケージ 若干名

血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙに係る薬剤投与関連 ４名

９）受講の選択
(１)パッケージの選択
・１年間で受講できるのは、１パッケージとし、パッケージ内の区分・行為は全て受講し
なければならない。
（２）区分の選択
・区分の選択は、原則１区分とする。
・区分を選択した者は、パッケージの選択はできないものとする。
（３）既習科目がある場合
・共通科目を修了している者は、区分のみ選択することができる。
・パッケージ内区分が不足している者は、不足している区分・行為のみ受講することがで
きる。ただし、不足している区分・行為は全て受講するものとする。
・共通科目若しくは区分別科目修了後の経過年数によっては受講を認められないことがあ
る。
・既習科目については、履修証明書および履修免除申請書を提出する。

２．応募方法
１）応募期間
令和元年１１月２５日（月）～令和２年１月１５日（水）必着
２）受講申請書類
（１）特定行為研修受講申請書（様式１）
（２）研修科目および区分別科目受講申請書（様式２）
（３）履歴書（様式３）
（４）看護師特定行為研修

志望理由書 （様式４）

（５）受講推薦書 （様式５）
（６）看護師免許証の写し（Ａ４サイズに縮小）
（７）受験票送付用封筒（長形３号封筒 94円切手貼付、あて先を明記）
（８）受講審査料（33,000円 税込）振込証明書
（９）認定看護師認定証または専門看護師認定証の写し（資格のある者のみ）
（10）健康診断書（感染症含む）の写し （過去１年以内のものに限る）
（11）研修科目の履修免除を受ける者は履修証明書及び既修得科目履修免除申請書（様式６）
履修免除については申請前に事務局に確認の連絡をしてください。履修免除審査料（11,000円
税込）を別途頂く場合があります。
※申請書類は当該研修機関のホームページからダウンロードし使用してください。
※提出された出願書類は返却することはできません。
※受講開始後、所属する施設における特定行為の件数等の施設情報をお伺いする場合がありま
す。
３）書類の提出方法
封筒の表に「特定行為研修受講申請書在中」と朱記の上、受講申請書類（１）～（12）を簡易
書留で下記まで郵送してください。
〔提出先〕
〒５５５-０００１
大阪市西淀川区佃２丁目２－４６ 愛仁会地域ケアセンター３階
社会医療法人愛仁会本部 看護師特定行為研修係 宛
４）選考日時・場所・方法
日時：令和２年１月２３日(木) １４時～１６時
場所：社会医療法人愛仁会本部
大阪市西淀川区佃２丁目２－４６ 愛仁会地域ケアセンター４階
方法：書類審査、小論文、面接
５）合否結果発表日
令和２年１月３０日（木）
合格者はホームページ上に受験番号を明示するとともに本人に受講決定通知を郵送します。
電話やFAXでの合否の問合わせには応じられません。

３．受講費用
１）受講審査料
33,000円（税込）
〈振込先〉
銀行名：三菱ＵＦＪ銀行

支店名：梅田支店

預金種別：当座

口座番号：００００１２３

口座名義人：社会医療法人愛仁会 理事長

内藤嘉之

振込みは、受講者本人の名義とし、振込手数料は受講者負担でお願いします。
２）研修受講料（共通科目・区分別研修合算）
受講を希望するコースのうち、共通科目、区分別科目の選択科目を合計したもの
（１）共通科目研修受講料 300,000円（税別）
（２）区分別科目受講料
区分別科目

受講料（税別）

在宅・慢

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連

50,000円

性期領域

ろう孔管理関連

50,000 円

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

創傷管理関連

70,000 円

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

50,000 円

計

220,000 円

術中麻酔

呼吸器（気道確保に係るもの）関連

40,000 円

管理領域

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

80,000 円

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

動脈血液ガス分析関連

50,000 円

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

50,000 円

術後疼痛管理関連

50,000 円

循環動態薬剤投与関連

40,000 円

計

310,000 円

救急領域

呼吸器（気道確保に係るもの）関連

40,000 円

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

100,000 円

動脈血液ガス分析関連

50,000 円

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

50,000 円

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

60,000 円

計

300,000 円

血糖コントロールに係る薬剤投与関連

50,000 円

例１）在宅・慢性期領域ﾊﾟｯｹｰｼﾞを選択した場合
共通科目 ＋ 在宅・慢性期領域ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
300,000円 ＋

220,000円 ＋ 消費税

＝ 572,000円（税込）

例２）血糖コントロールに係る薬剤投与関連を選択した場合
共通科目 ＋ 血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙに係る薬剤投与関連
300,000円 ＋

50,000円

＋ 消費税 ＝ 385,000円（税込）

〈振込期限〉
令和２年２月１２日（水）
当該日までに振込みが確認できない場合は合格を取り消します。
（３）その他
区分別科目によっては演習の材料費を別途請求することがあります。
研修に係る宿泊および交通費は自己負担といたします。

４．個人情報の取り扱いについて
当法人では「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努め、安全
管理のために必要な措置を講じています。
出願および受講手続にあたって提供いただいた個人情報は、受講試験の実施、合格発表、受講手
続、受講後の履修関係等に必要な業務においてのみ使用いたします。
本法人が取得した個人情報は、本人の承諾なしに第三者へ開示・提供することはありません。

審 査 会 場 案 内
▶

場 所
社会医療法人 愛仁会本部
大阪市西淀川区佃２－２－４６

▶

アクセス

愛仁会地域ケアセンター４階 会議室

阪神本線 千船駅下車徒歩１分

審査に関する問い合わせ

社会医療法人 愛仁会本部 看護部
住 所

大阪市西淀川区佃２－２－４６ 愛仁会地域ケアセンター３階

連絡先

Phone:０６-６３７５-０６１５(直)

時

９:００～１７：００（土・日・祝除く）

間

2020 年度

特定行為研修計画

進度表

《別紙》
＊予定は変更する場合があります

看護師の特定行為研修
施設名
愛仁会本部
千船病院

研修施設一覧(予定)

住所（所在地）
大阪市西淀川区佃 2‐2‐46

開講科目
共通科目

愛仁会地域ｹｱｾﾝﾀｰ 3 階
大阪市西淀川区福町
3‐2‐39
大阪府高槻市古曽部町
1‐3‐13

高槻病院

共通科目

呼吸器（気道確保、人工呼吸療法）関連

動脈血液ガス分析関連
共通科目

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

呼吸器（気道確保、人工呼吸療法）関連

動脈血液ガス分析関連

血糖コントロール関連

術後疼痛管理関連

循環動態薬剤投与関連

精神および神経症状に係る薬剤投与関連
創傷管理関連

兵庫県明石市大久保町
明石医療ｾﾝﾀｰ

八木 743‐33

共通科目

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
呼吸器（気道確保、人工呼吸療法）関連

動脈血液ガス分析関連

血糖コントロール関連

術後疼痛管理関連

循環動態薬剤投与関連

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

愛仁会

大阪府高槻市白梅町 5‐7

呼吸器（長期呼吸療法）関連

大阪府吹田市江の木町

創傷管理関連

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
井上病院

16‐17

ろう孔管理関連
呼吸器（気道確保、人工呼吸療法）関連

淀川ｷﾘｽﾄ教病院

大阪市東淀川区柴島 1-7-50

動脈血液ガス分析関連
循環動態薬剤投与関連

きつこう会
多根第二病院

大阪市港区築港 3-4-25

術後疼痛管理関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

呼吸器（長期呼吸療法）関連
ろう孔管理関連

