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１．南部徳洲会病院の理念と基本方針 

南部徳洲会病院（以下、本院という。）は「いつでも、どこでも、だれでもが、安心して最善の

医療を受けられる社会」を目指し、「生命だけは平等だ」という基本理念の基に、１）生命を安心

して預けられる病院、２）健康と生活を守る病院の実現に取り組んでいます。 

本院は、基幹型臨床研修病院として臨床研修医の育成や専門医の育成を行うとともに、救急医

療を中心とした地域医療における使命と役割を果たし、離島・へき地医療にも参画しています。

これからの医療福祉の多様なニーズに応える豊かな人間性と高度な専門知識、確かな実践力を備

えた医療人の育成を目的とし、優れた医学教育と南部徳洲会病院での診療を通じて社会へ貢献し

ています。 

２．南部徳洲会病院看護師特定行為研修の沿革 

わが国では、平成 37 年（2025年）には、75 歳以上の高齢者は５人に１人となり、超高齢社会

構造になると予測されております。より一層、高まる医療ニーズに対応できるよう、手順書によ

り一定の診療の補助を行うといった高度かつ専門的な知識と技術を目的に、国は特定行為に係る

看護師の研修制度を創設（保健師助産師看護師法第 37条の２第２項第１号に規定する特定行為及

び同項第４号に規定する特定行為研修に関する省令、平成 27年 10月１日施行）しました。特定

行為研修は、チーム医療のキーパーソンと言われている看護師が、患者さまや医師・歯科医師等

の医療関係者から期待される役割を十分に担うために医療安全に配慮し、在宅を含む様々な医療

現場において活動するための高度な臨床実践能力を発揮できるよう、継続的に学習する基盤を構

築するものです。この新たな研修制度は、今後の在宅を含む医療を支えていくことができる看護

師を計画的に養成していくことを目的としています。 

本院は、本院の理念を踏まえ、高度かつ専門的な臨床実践能力を有し、期待される役割を果た

すことのできる看護師を育成するために、看護師特定行為研修に取り組むことになりました。 

３．南部徳洲会病院看護師特定行為研修計画の目的・基本理念と特徴 

【基本理念】 

特定行為研修は、チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者並びに医師及び歯科医師そ

の他医療関係者から期待される役割を十分に担うため、医療安全に配慮し、在宅を含む医療現場

において、高度な臨床実践能力を発揮できるよう、自己研鑽を継続できる基盤を構築することを

理念としています。 

【教育目的】 

本院の看護師特定行為研修（以下、本研修という）においては、沖縄県における地域医療及び  

在宅医療の現場において、特定行為を実践する看護師としての社会的責任と役割を自覚しながら、 

高度な臨床実践能力を発揮し、チーム医療のキーパーソンとして機能できる看護師を育成するこ

とを目的とします。 
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【教育目標】 

１） 臨床現場において、特定行為研修に必要な臨床判断を迅速かつ包括的にできる知識、技術

を修得します。 

２） 特定行為を適切なタイミングで倫理的かつ安全に行える能力を修得します。 

３） 多職種と協働して、主体的に問題解決できる能力を修得します。  

４） 医学的視点だけでなく、看護学的視点を融合した全人的な看護を展開でき、それを標準化

する能力を修得します。 

【特徴】 

１） 指導医・専門医資格などを有する医師と認定看護師・特定行為研修を修了した看護師等の

豊富な人材による充実した研修指導体制 

２） 離島・へき地、小規模施設の看護職が受講しやすいような学習環境の支援 

３） 臨床経験豊富な医師、及び歯科医師によって作成された手順書に基づいた指導 

４） 病院事務局によるサポート体制 

 

４．研修科目と募集定員数 

研修は、必修である「共通科目」と選択を行う「区分別科目」に分かれています。研修は講義 

演習、または実習によって行われます。 

 科目名（特定行為区分） 時間数 定員数 

必修 共通科目 252 時間  

選択 

「在宅・慢性期領域」パッケージ 

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連 

ろう孔管理関連（＊） 

創傷管理関連 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 

67時間 ５名 

南徳「病棟管理」パッケージ 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈  

カテーテル管理）関連 

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 

動脈血液ガス管理関連 

52時間 ５名 

（＊）南部徳洲会病院の「在宅・慢性期領域」パッケージは膀胱ろうカテーテルの交換も必須です。 
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５．受講資格 

  次の各号に定める要件をすべて満たしていることが必要です。 

【必須要件】 

１） 日本国内における看護師免許を有すること。 

  ２） 看護師の免許取得後、通算５年以上の実務経験を有すること。 

３） 日本看護協会または徳洲会グループ看護師賠償責任保険等の賠償責任保険に加入して  

いること。 

  ４） 所属施設の病院長（施設長）もしくは、看護部長の推薦を有すること。 

  ５） 臨床実習（患者に対する実技）を自施設で実施できること。  

    ※自施設：受講者の所属する施設および同一関連法人の施設 

    ※各特定行為に係る症例数が確保できること。また、指導医として臨床経験が７年以上で、

「医師の臨床研修に係る指導医講習会」を受講した医師がいること。 

 

６．研修期間 

１） 原則１年（12ヶ月）とし、在籍期間は２年（24 ヶ月）を限度とします。 

    ＊共通科目を履修後、区分別科目を受講開始します。 

２） 実習は、基本的に当院で行われますが、実習期間内に必要な症例が経験できない場合には、 

実習期間の延長ならびに他の実習方法等の検討を行います。 

 

７．履修モデル 

・共通科目を修得後に選択した区分別科目を履修します。区分別科目毎に筆記試験、実習期間が

異なります。 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

共通科目             

区分別科目             

 

８．出願手続き 

１）出願期間：2022 年 １月 10日（月）～ １月 17日（月）必着 

２）下記の出願提出書類を当院ホームページよりダウンロードし募集期間内に郵送して下さい。   

   （１）研修受講願書（様式１） 

   （２）履歴書（様式２） 

   （３）小論文（様式３） 

   （４）推薦書（様式４）＊原則として所属機関の推薦とします。 
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   （５）受験票（様式５） 

   （６）履修免除願（様式６）・・・希望者のみ 

   （７）看護師免許証（写） 

   （８）予防接種証明書（HBs、麻疹、風疹、水痘、ムンプスの抗体価がわかる書類） 

（９）審査合否結果送付用封筒 

     （郵便局でレターパックライトを購入（370 円）して下さい。表に住所・氏名を明記し、

二つ折りにして書類に同封してください。） 

※ 提出された出願書類は返却いたしません。  

３）出願書類提出方法 

    封筒の表に「特定行為研修審査書類在中」と明記の上、必ず簡易書留で下記まで郵送して

下さい。 

〒901-0493 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 171番地 1 

                        医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 

                           看護師特定行為研修担当 

４）選考方法及び合否について 

（１）筆記および面接審査 

2021年２月５日（土）10：00～ ＜予定＞ 

審査料 10,000円（当日お支払いいただきます） 

※受講申し込み書類をお送りいただきましたら、折り返し受験票をお送りします。 

※審査の合否結果は、本人宛てに発送します。 

なお、合否に関する問い合わせには応じられません。 

 

９．受講手続き（納付）期間等について 

  ・受講予定者には、受講手続きについての詳細をご案内します。なお、受講手続き期間および   

納付金については以下の通りです。 

 １）受講手続き期間：2022年 ２月 21 日（月）～２月 25日（金） 

 ２）納付金（消費税込）：共通科目と特定行為科目の受講料（下記の受講料一覧表参照） 

 科目名 受講料 

必修 共通科目   400,000 円（＊） 

選択 
「在宅・慢性期領域」パッケージ 240,000円 

南徳「病棟管理」パッケージ 156,000円 

   （＊）徳洲会グループ職員は 300,000 円となります。 

・一旦納入した受講料は原則として返還しません。 
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  ・研修のための宿泊及び交通費等は実費負担となります。 

  ・合格者へは、「受講手続き資料及び振込先」の書類一式を郵送いたします。 

10．履修科目と時間数 

【共通科目】 

  特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ

専門的な知識・技能で全ての特定行為区分に共通するものです。 

共通科目名 学ぶべき事項 時間数 

臨床病態生理学 

臨床解剖学、臨床病理学、臨床生理学を学ぶ 

１）臨床解剖学 

２）臨床病理学 

３）臨床生理学 

31時間 

臨床推論 

臨床診断学、臨床検査学、症候学、臨床疫学を学ぶ 

１）診療のプロセス 

２）臨床推論（症候学を含む）の理論と演習 

３）医療面接の理論と演習・実習 

４）各種臨床検査の理論と演習 

心電図/血液検査/尿検査/病理検査/微生物学検査/    

生理機能検査/その他の検査 

５）画像検査の理論と演習 

放射線の影響/単純エックス線検査/超音波検査/CT・

MRI/その他の画像検査 

６）臨床疫学の理論と演習 

45時間 

フィジカル 

アセスメント 

身体診察・診断学（演習含む）を学ぶ 

１）身体診察基本手技の理論と演習・実習 

２）部位別身体診察手技と所見の理論と演習・実習 

全身状態とバイタルサイン/頭頸部/胸部/腹部/       

四肢・脊柱/泌尿・生殖器/乳房・リンパ節/神経系 

３）身体診察の年齢による変化 

小児/高齢者 

４）状況に応じた身体診察 

救急医療/在宅医療 

45時間 

臨床薬理学 

薬剤学、薬理学を学ぶ 

１）薬物動態の理論と演習 

２）主要薬物の薬理作用・副作用の理論と演習 

３）主要薬物の相互作用の理論と演習 

４）主要薬物の安全管理と処方の理論と演習 

※年齢による特性（小児/高齢者）を含む 

45時間 
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疾病・臨床病態概論 

主要疾患の臨床診断・治療を学ぶ 

１）主要疾患の病態と臨床診断・治療の概論 

循環器系/呼吸器系/消化器系/腎泌尿器系/内分泌・ 

代謝系/免疫・膠原病系/血液・リンパ系/神経系/   

小児科/産婦人科/精神系/運動器系/感覚器系/感染症/

その他 

状況に応じた臨床診断・治療を学ぶ 

１）救急医療の臨床診断・治療の特性と演習 

２）在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習 

41時間 

医療安全学 / 

特定行為実践 

特定行為実践におけるアセスメント、仮説検証、意思決定、

検査・診断過程を学ぶ中で以下の内容を統合して学ぶ 

１）特定行為実践に関連する医療倫理、医療管理、    

医療安全、ケアの質保証（Quality Care Assurance）

を学ぶ 

① 医療倫理 

② 医療管理 

③ 医療安全 

④ ケアの質保証 

２）特定行為研修を修了した看護師チーム医療における役

割発揮のための多職種協働実践（Inter Professional 

Work（IPW））（他職種との事例検討等の演習を含む）を

学ぶ 

① チーム医療の理論と演習・実習 

② チーム医療の事例検討 

③ コンサルテーションの方法 

④ 多職種協働の課題 

３）特定行為実践のための関連法規、意思決定支援を学ぶ 

① 特定行為関連法規 

② 特定行為実践に関連する患者への説明と意思決定支

援の理論と演習 

４）根拠に基づいて手順書を医師、歯科医師等とともに  

作成し、実践後、手順書を評価し、見直すプロセスに

ついて学ぶ 

① 手順書の位置づけ 

② 手順書の作成演習 

③ 手順書の評価と改良 

45時間 

合計  252 時間 
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【区分別科目】 

  特定行為を行う場合に、高度かつ専門的な知識・技能で、特定行為区分ごとに異なるものです。 

 区分別科目名 時間数 

「在宅・慢性期領域」 

パッケージ 

呼吸器（長期療法に係るもの）関連 8時間 

ろう孔管理関連 22時間 

創傷管理関連 26時間 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 11時間 

南徳「病棟管理」   

パッケージ 

栄養に係るカテーテル管理 

（中心静脈カテーテル管理）関連 
7時間 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 16時間 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 16時間 

動脈血液ガス管理関連 13時間 

 

11．研修方法と評価について 

【共通科目】 

・共通科目は eラーニングを中心とした講義及び実習を受講し、全ての科目において筆記試験

に合格する必要があります。 

  ・「臨床推論」「フィジカルアセスメント」「医療安全学」「特定行為実践」は筆記試験に合格後、

実習へ進み観察評価が行われます。 

 

 

 

 

科目 研修方法 評価方法 

臨床病態生理学 講義（eラーニング）、演習 筆記試験 

臨床推論 講義（eラーニング）、演習、実習 
筆記試験 

各種実習の観察評価 

フィジカルアセスメント 講義（eラーニング）、演習 
筆記試験 

各種実習の観察評価 

臨床薬理学 講義（eラーニング）、演習 筆記試験 

疾病・臨床病態概論 講義（eラーニング）、演習 筆記試験 

医療安全学 / 

特定行為実践 
講義（eラーニング）、演習、実習 

筆記試験 

各種実習の観察評価 
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【区分別科目】 

区分別科目 特定行為 研修方法 評価方法 

呼吸器（長期呼吸療法

に係るもの）関連 
気管カニューレの交換 講義、実習 

筆記試験、 

実技試験（OSCE）、 

各種実習の観察評価 

ろう孔管理関連 

胃ろうカテーテル若しくは腸ろう 

カテーテル又は胃ろうボタンの交換 
講義、実習 筆記試験、 

実技試験（OSCE）、 

各種実習の観察評価 
膀胱ろうカテーテルの交換 講義、実習 

創傷管理関連 
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 
講義、実習 

筆記試験、 

実技試験（OSCE）、 

各種実習の観察評価 

栄養及び水分管理に 

係る薬剤投与関連 

脱水症状に対する輸液による補正 
講義、演習、

実習 

筆記試験、 

各種実習の観察評価 

持続点滴中の高カロリー輸液の投与

量の調整 

講義、演習、

実習 

筆記試験、 

各種実習の観察評価 

栄養に係るカテーテル

管理（中心静脈カテー

テル管理）関連 

中心静脈カテーテルの抜去 講義、実習 

筆記試験、 

実技試験（OSCE）、 

各種実習の観察評価 

血糖コントロールに係る

薬剤投与関連 
インスリンの投与量の調整 

講義、演習、

実習 

筆記試験、 

各種実習の観察評価 

動脈血液ガス管理関連 

直接動脈穿刺法による採血 講義、実習 
筆記試験、 

実技試験（OSCE）、 

各種実習の観察評価 橈骨動脈ラインの確保 講義、実習 

・区分別科目は eラーニング又は、スクリーニングを中心とした講義及び演習を受講し、筆記   

試験に合格する必要があります。 

 ・実習は、まずは見学から始め、指導者の判断で段階的に進めていきます。 

・最終評価として構造化された評価表を用いた観察評価を実施します。 
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12．修了要件 

本研修を修了するためには、以下の要件を満たし、本院の特定行為研修管理委員会において修

了が認定されることが必要です。 

（１） 共通科目を全て履修し、筆記試験もしくは観察評価に合格すること。 

（２） （１）修了後、選択した区分別科目を履修し筆記試験及び観察評価、一部の科目では実技

試験（OSCE）に合格すること。 

＊なお、特定行為研修終了後は、南部徳洲会病院において修了した特定行為区分ごとの修了証を

交付し、研修修了者の名簿を厚生労働省に提出します。 

 

13．他の特定行為研修機関で取得した履修項目について 

受講者に履修免除の申出がある場合、特定行為研修管理委員会で審議した上で履修免除を認め

ます（様式５を提出して下さい）。ただし、履修免除は特定行為研修の共通科目に限ります。 

 

14.研修日程（予定） 

2022年 4月 1日（金）              開講式・オリエンテーション 

2022年 4月 2日（土）～ 2022年 9月 30 日（金） 共通科目（e-learning・演習・実習） 

2022年 10月 1日（土）～ 2023年 2月 28 日（火） 区分別科目（e-learning・演習・実習） 

2023年 3月下旬                 閉講式（修了証交付） 

＊演習・実習に関しては、定期的に南部徳洲会病院にて集合研修を行います。 

＊区分別科目においては、進捗状況により「補講」を行います。 

＊開講式・オリエンテーション、閉校式には必ず出席すること。 
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○アクセス 

バスでお越しの場合                                

那覇市内より沖縄バス 100、200系統にて徳洲会病院前バス停下車 

または、那覇バスターミナルから 50・51・53・54・83系統をご利用ください。 

※バスの運行については変更のおそれなどあるため念のためご確認をしてください。 

お車・タクシーでお越しの場合                           

那覇空港より約２０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎個人情報の取り扱いについて 

  南部徳洲会病院では「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おります。出願及び受講手続

きにあたって提供いただいた個人情報は、選考試験の実施、合格発表、受講手続き、

履修関係等の必要な業務において使用させていただきます。なお、本院が取得した個

人情報は、法律で定められた適正な手続きにより開示を求められた場合以外に、本院

の承諾なしに第三者へ開示・提供することはありません。 

 

 

医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 

看護師特定行為研修担当 

〒901-0493 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 171番地 1 

TEL:098-998-3221  FAX:098-998-3220 


