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特定行為及び特定行為研修の基準等に関する意見 

 

平成２６年１２月２４日 

医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会 

 

特定行為に係る看護師の研修制度については、「地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）」

により、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号。以下「保助看法」という。）

の一部が改正され、平成２７年１０月から施行されることとなる。 

改正後の保健師助産師看護師法では、厚生労働大臣は、特定行為又は特定行為研修の

基準に係る厚生労働省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医

道審議会の意見を聴かなければならないとされている。 

平成２６年９月に医道審議会保健師助産師看護師分科会の下に設置された看護師特

定行為・研修部会では、計６回にわたり、厚生労働省令で定めることとされる特定行為

及び特定行為研修の基準のほか、特定行為研修の内容全般、手順書の記載事項等につい

て審議を行ってきたところであるが、これまでの審議を踏まえ、特定行為及び特定行為

研修の基準等に関する意見を以下のとおり取りまとめた。 

厚生労働省においては、本部会の意見を十分に踏まえ、厚生労働省令の整備等を着実に

実施されたい。 

なお、本制度については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律附則第２条第４項の規定に基づき、その施行の状況等を勘

案し、必要があると認めるときは、所要の見直しを行うべきである。特に、本制度の施行

時（平成２７年１０月１日）には特定行為として含めないこととした「経口・経鼻気管挿

管の実施」及び「経口・経鼻気管挿管チューブの抜管」に関しては、その在り方について

早期に検討を行うべきである。 

  

１ 特定行為について 

 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るものをいう（保助看法第３７条の２第２項第１号）。具

体的には、以下に掲げる３８行為を特定行為とする。 

 

（注）「歯科医行為」の場合は「医師」を「歯科医師」と読み替えるものとする。 

行為 行為の概要 

経口・経鼻気管挿管チュ 医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸音、一回換気量、胸郭



  

 

 

 

2 

 

ーブの位置調節 

 

の上がりなど）及び検査結果（SpO２（経皮的動脈血酸素飽和度）、レン

トゲン所見など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確認

し、適切な部位に位置するように、経口・経鼻気管挿管チューブの深さ

の調節を行う。 

人工呼吸器モードの設

定条件の変更 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（人工呼吸器との同調、一回

換気量、意識レベルなど）や検査結果（動脈血液ガス分析、SpO２（経

皮的動脈血酸素飽和度）など）が医師から指示された病状の範囲にある

ことを確認し、酸素濃度や換気様式、呼吸回数、一回換気量等の人工呼

吸器の設定条件を変更する（NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）を除く）。 

人工呼吸管理下の鎮静

管理 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（睡眠・覚醒のリズム、呼吸

状態、人工呼吸器との同調など）や検査結果（動脈血液ガス分析、SpO

２（経皮的動脈血酸素飽和度）など）が医師から指示された病状の範囲

にあることを確認し、鎮静薬の投与量の調整を行う。 

人工呼吸器装着中の患

者のウィーニングの実

施 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、一回換気量、努

力呼吸の有無、意識レベルなど）、検査結果（動脈血液ガス分析、SpO２

（経皮的動脈血酸素飽和度）など）や、血行動態が医師から指示された

病状の範囲にあることを確認し、人工呼吸器のウィーニングを実施す

る。 

NPPV（非侵襲的陽圧換気

療法）モード設定条件の

変更 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、気道の分泌物の

量、努力呼吸の有無、意識レベルなど）や検査結果（動脈血液ガス分析、

SpO２（経皮的動脈血酸素飽和度）など）が医師から指示された病状の

範囲にあることを確認後、NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）の設定条件を

変更する。 

気管カニューレの交換 

 

医師の指示の下、手順書により、気管カニューレの状態（カニューレ内

の分泌物の貯留、内腔の狭窄の有無など）、身体所見（呼吸状態など）

や検査結果（SpO２（経皮的動脈血酸素飽和度）など）が医師から指示

された病状の範囲にあることを確認し、留置している気管カニューレを

交換する。 

直接動脈穿刺による採

血 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無

など）や検査結果（SpO２（経皮的動脈血酸素飽和度）など）が、医師

から指示された病状の範囲にあることを確認し、経皮的に橈骨動脈、上

腕動脈、大腿動脈等を穿刺し、動脈血を採取した後、針を抜き圧迫止血

を行う。 

橈骨動脈ラインの確保 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、努力呼吸の有無、

チアノーゼなど）や検査結果（動脈血液ガス分析、SpO２（経皮的動脈

血酸素飽和度）など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確

認し、経皮的に橈骨動脈から穿刺し、内套針に動脈血の逆流を確認後に
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針を進め、最終的に外套のカニューレのみを動脈内に押し進め留置す

る。 

「一時的ペースメーカ

ー」の操作・管理 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（血圧、自脈とペーシングと

のバランス、動悸の有無、めまい、呼吸困難感など）や検査結果（心電

図モニター所見など）などが医師から指示された病状の範囲にあること

を確認し、ペースメーカーを、操作・管理する。 

「一時的ペースメーカ

ーリード」の抜去 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（血圧、自脈とペーシングと

のバランス、動悸の有無、めまい、呼吸困難感など）や検査結果（心電

図モニター所見など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確

認し、経静脈的に挿入され右心室内に留置されていたリードを抜去す

る。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシングを貼付する。縫合糸で

固定されている場合は抜糸を行う。 

PCPS（経皮的心肺補助装

置）等補助循環の操作・

管理 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（挿入部の状態、末梢冷感の

有無、尿量など）、血行動態（収縮期圧、PCWP（ウエッジ圧）、CI（心係

数）、SVO2（混合静脈血酸素飽和度）、CVP（中心静脈圧）など）や検査

結果（ACT（活性化凝固時間）など）が医師から指示された病状の範囲

にあることを確認し、PCPS（経皮的心肺補助装置）の作動状況を確認・

操作を行う。 

大動脈内バルーンパン

ピング離脱のための補

助頻度の調整 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（胸部症状、呼吸困難感の有

無、尿量など）や血行動態（血圧、肺動脈楔入圧、SVO2（混合静脈血酸

素飽和度）、CI（心係数）など）が医師から指示された病状の範囲にあ

ることを確認し、大動脈内バルーンパンピング（IABP）離脱のための補

助頻度の調整を実施する。 

急性血液浄化に係る透

析・透析濾過装置の操

作・管理 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（血圧、体重の変化、心電図

モニター所見など）や検査結果（動脈血液ガス分析、BUN（血中尿素窒

素）、Ｋ値など）、循環動態が医師から指示された病状の範囲にあること

を確認し、急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置を操作、管理する。 

腹腔ドレーン抜去（腹腔

穿刺後の抜針含む） 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（排液の性状や量、腹痛の程

度、挿入部の状態など）が医師から指示された病状の範囲にあることを

確認し、腹腔内に挿入・留置されたドレーン又は穿刺針を抜去する。抜

去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシング剤を貼付する。縫合糸で固定

されている場合は抜糸を行う。 

胸腔ドレーン抜去 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、エアリークの有

無、排液の性状や量、挿入部の状態など）や検査結果（レントゲン所見

など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、手術後の

出血等の確認や液体等の貯留を予防するために挿入されている状況又

は患者の病態が長期にわたって管理され安定している状況において、胸
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腔内に挿入・留置されたドレーンを、患者の呼吸を誘導しながら抜去す

る。抜去部は、縫合あるいは結紮閉鎖する。縫合糸で固定されている場

合は抜糸を行う。 

胸腔ドレーン低圧持続

吸引中の吸引圧の設

定・変更 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（呼吸状態、エアリークの有

無、排液の性状や量など）や検査結果（レントゲン所見など）が医師か

ら指示された病状の範囲にあることを確認し吸引圧の設定・変更をす

る。 

心嚢ドレーン抜去 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（排液の性状や量、挿入部の

状態、心タンポナーデ症状の有無など）や検査結果などが医師から指示

された病状の範囲にあることを確認し、手術後の出血等の確認や液体等

の貯留を予防するために挿入されている状況又は患者の病態が長期に

わたって管理され安定している状況において、心囊部へ挿入・留置して

いたドレーンを抜去する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッシング

剤を貼付する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。 

創部ドレーン抜去 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（排液の性状や量、挿入部の

状態、発熱の有無など）や検査結果などが医師から指示された病状の範

囲にあることを確認し、創部に挿入・留置されたドレーンを抜去する。

抜去部は開放、ガーゼドレナージ、または閉塞性ドレッシング剤を貼付

する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。 

硬膜外チューブからの

鎮痛剤の投与、投与量の

調整 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（疼痛の程度、嘔気・呼吸苦

の有無、血圧など）、術後経過（安静度の拡大など）や検査結果が医師

から指示された病状の範囲にあることを確認し、硬膜外チューブからの

鎮痛剤の投与、投与量を調整する（PCA（患者自己調節鎮痛法）を除く）。 

褥瘡・慢性創傷における

血流のない壊死組織の

除去 

 医師の指示の下、手順書により、身体所見（血流のない壊死組織の範

囲、肉芽の形成状態、膿・滲出液の有無、褥瘡部周囲の皮膚の発赤の程

度、感染徴候の有無など）や検査結果、使用中の薬剤が医師から指示さ

れた病状の範囲にあることを確認し、鎮痛が担保された状況において、

血流のない遊離した壊死組織を滅菌ハサミ（剪刀）、滅菌鑷子等で取り

除き、創洗浄、注射針を用いた穿刺による排膿などを行う。出血があっ

た場合は圧迫止血や双極性凝固器による止血処置を行う。 

創傷の陰圧閉鎖療法の

実施 

 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（創部の深さ、創部の分泌物、

壊死組織の有無、発赤、腫脹、疼痛など）や血液検査データ、使用中の

薬剤が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、創面全体を

被覆剤で密封し、ドレナージ管を接続し吸引装置の陰圧の設定、モード

（連続、間欠吸引）選択を行い、創に陰圧をかけることにより、創の保

護、肉芽形成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒を

促進させる。  
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持続点滴投与中薬剤（降

圧剤）の病態に応じた調

整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（意識レベル、尿量の変化、

血圧など）や検査結果が医師から指示された病状の範囲にあることを確

認し、持続点滴中の降圧剤（注射薬）の投与量の調整を行う。 

持続点滴投与中薬剤（カ

テコラミン）の病態に応

じた調整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（動悸の有無、尿量、血圧な

ど）、血行動態や検査結果が医師から指示された病状の範囲にあること

を確認し、持続点滴中のカテコラミン（注射薬）の投与量の調整を行う。 

持続点滴投与中薬剤（利

尿剤）の病態に応じた調

整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（口渇、血圧、尿量、水分摂

取量、不感蒸泄など）や検査結果（電解質など）が医師から指示された

病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の利尿剤（注射薬）の投与

量の調整を行う。 

持続点滴投与中薬剤（K、

Cl、Na）の病態に応じた

調整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（口渇・倦怠感の程度、不整

脈の有無、尿量など）や検査結果（電解質、酸塩基平衡など）が医師か

ら指示された病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の K、Cｌ、

Na（注射薬）の投与量の調整を行う。 

持続点滴投与中薬剤（糖

質輸液、電解質輸液）の

病態に応じた調整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（食事摂取量、栄養状態、尿

量、水分摂取量、不感蒸泄など）が医師から指示された病状の範囲にあ

ることを確認し、持続点滴中の糖質輸液、電解質輸液の投与量の調整を

行う。 

病態に応じたインスリ

ン投与量の調整 

医師の指示の下、手順書（スライディングスケールは除く）により、身

体所見（口渇、冷汗の程度、食事摂取量など）や検査結果（血糖値など）

が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、インスリンの投

与量を調整する。 

脱水の程度の判断と輸

液による補正 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（食事摂取量、皮膚の乾燥の

程度、排尿回数、発熱の有無、口渇・倦怠感の程度など）や検査結果（電

解質など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、輸液

による補正を行う。 

持続点滴投与中薬剤（高

カロリー輸液）の病態に

応じた調整 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（食事摂取量、栄養状態など）

や検査結果が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、持続

点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整を行う。 

中心静脈カテーテルの

抜去 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（発熱の有無、食事摂取量な

ど）や検査結果が医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、

中心静脈に挿入しているカテーテルを引き抜き、止血するとともに、全

長が抜去されたことを確認する。抜去部は、縫合あるいは閉塞性ドレッ

シング剤を貼付する。縫合糸で固定されている場合は抜糸を行う。 

PICC（末梢静脈挿入式静

脈カテーテル）挿入 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（末梢血管の状態に基づく末

梢静脈点滴実施の困難さ、食事摂取量など）や検査結果が医師から指示

された病状の範囲にあることを確認し、超音波検査において穿刺静脈を
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選択し、経皮的に肘静脈又は上腕静脈を穿刺し、PICC（末梢静脈挿入式

静脈カテーテル）を挿入する。  

臨時薬剤（抗けいれん

剤）の投与 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（発熱の程度、頭痛や嘔吐の

有無、発作の様子など）、既往の有無が、医師から指示された病状の範

囲にあることを確認し、抗けいれん剤を投与する。 

臨時薬剤（抗精神病薬）

の投与 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（興奮状態の程度、継続時間、

せん妄の有無など）が医師から指示された病状の範囲にあることを確認

し、抗精神病薬を投与する。 

臨時薬剤（抗不安薬）の

投与 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（不安の程度、継続時間など）

が、医師から指示された病状の範囲にあることを確認し、抗不安薬を投

与する。 

臨時薬剤（感染徴候時の

薬剤）の投与 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（尿混濁の有無、発熱の程度

など）や検査結果が、医師から指示された病状の範囲にあることを確認

し、感染徴候時の薬剤を投与する。 

抗癌剤等の皮膚漏出時

のステロイド薬の調

整・局所注射の実施 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（穿刺部位の皮膚の発赤や腫

脹の程度、疼痛の有無など）、漏出した薬剤の量が医師から指示された

病状の範囲にあることを確認し、持続点滴中の副腎皮質ステロイド薬

（注射薬）の投与量の調整・局所注射を実施する。 

胃ろう・腸ろうチュー

ブ、胃ろうボタンの交換 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（瘻孔の破たんの有無、接着

部や周囲の皮膚状態、発熱の有無など）が医師から指示された病状の範

囲にあることを確認し、胃ろうボタンの交換や、胃ろう・腸ろうチュー

ブの入れ替えを実施する。 

膀胱ろうカテーテルの

交換 

医師の指示の下、手順書により、身体所見（瘻孔の破たんの有無、接着

部や周囲の皮膚状態、発熱の有無など）が医師から指示された病状の範

囲にあることを確認し、膀胱ろうカテーテルの交換を行う。 

 

 

 

 

２ 特定行為研修について 

（１）特定行為研修の定義及び特定行為区分 

特定行為研修とは、看護師が手順書により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及び技能の向上を図るた

めの研修であって、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをい

う（保助看法第３７条の２第２項第４号）。特定行為区分は、以下の２１区分とする。 
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特定行為区分 特定行為区分に含まれる行為 

呼吸器関連（気道確保に係る行為） 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

呼吸器関連（人工呼吸療法に係る行

為） 

人工呼吸器モードの設定条件の変更 

人工呼吸管理下の鎮静管理 

人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更 

呼吸器関連（長期呼吸療法に係る行

為） 

気管カニューレの交換 

動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺による採血 

橈骨動脈ラインの確保 

循環器関連 「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

「一時的ペースメーカーリード」の抜去 

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の操作・管理 

大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調

整 

透析管理関連 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作・管理 

腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） 

胸腔ドレーン管理関連 胸腔ドレーン抜去 

胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 

心囊ドレーン管理関連 心囊ドレーン抜去 

術後疼痛管理関連 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 

創部ドレーン管理関連 創部ドレーン抜去 

創傷管理関連 褥瘡・慢性創傷における血流のない壊死組織の除去 

創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の病態に応

じた調整 

血糖コントロールに係る薬剤投与関

連 

病態に応じたインスリン投与量の調整 

栄養・水分管理に係る薬剤投与関連 脱水の程度の判断と輸液による補正 

持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に応じた調

整 

栄養に係るカテーテル管理関連（中 中心静脈カテーテルの抜去 
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心静脈カテーテル関連）  

栄養に係るカテーテル管理関連

（PICC関連） 

PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 

精神・神経症状に係る薬剤投与関連 臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 

臨時薬剤（抗不安薬）の投与 

感染に係る薬剤投与関連 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の

実施 

ろう孔管理関連 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 

膀胱ろうカテーテルの交換 

 

 

（２）特定行為研修の基本理念 

 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・国民や、医師・歯

科医師その他の医療スタッフ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、自己研鑽を継続す

る基盤を構築するものでなければならないものとする。 

 

 

（３）想定される受講者 

特定行為研修の受講者は、医療現場の状況によるため一律に示すことは難しいが、概ね

３～５年以上の実務経験を有する看護師を想定するものとする。ただし、これは、特定行

為研修の受講者の要件を設定するものではない。 

なお、概ね３～５年以上の実務経験を有する看護師とは、所属する職場において日常的

に行う看護実践を、根拠に基づく知識と実践的経験を応用し、自律的に行うことができる

ものであり、チーム医療のキーパーソンとして機能することができるものである。 

 

 

（４）特定行為研修の内容 

特定行為研修は、 

○ 看護師が手順書により特定行為を実施するために共通して必要な知識・技能を修得

するために必要な科目（以下「共通科目」という。） 

○ 看護師が手順書により特定行為を実施するために特定行為区分ごとに必要な知識・

技能を修得するために必要な科目（以下「区分別科目」という。） 

で構成するものとする。 

なお、各指定研修機関において専門的な教育が必要と考える内容等について、各指定研
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修機関の判断により追加することは差し支えないものとする。 

 

共通科目の教育内容及び時間数は、以下のとおりとする。 

教育内容 時間 

臨床病態生理学 ４５ 

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 ６０ 

医療安全学 ３０ 

特定行為実践 ４５ 

 

区分別科目の教育内容及び時間数は、以下のとおりとする。 

区分 教育内容 時間 

呼吸器関連（気道確保に係る行

為） 
経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 ２２ 

呼吸器関連（人工呼吸療法に係

る行為） 

人工呼吸器モードの設定条件の変更、人工

呼吸管理下の鎮静管理、人工呼吸器装着中

の患者のウィーニングの実施及び NPPV（非

侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の変更

に必要な知識及び技能 

６３ 

呼吸器関連（長期呼吸療法に係

る行為） 

気管カニューレの交換に必要な知識及び技

能 
２１ 

動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺による採血及び橈骨動脈ライ

ンの確保に必要な知識及び技能 
３０ 

循環器関連 「一時的ペースメーカー」の操作・管理、

「一時的ペースメーカーリード」の抜去、

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の

操作・管理及び大動脈内バルーンパンピン

グ離脱のための補助頻度の調整に要な知識

及び技能 

４５ 

透析管理関連 急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の

操作・管理に必要な知識及び技能 
２７ 

腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む

）に必要な知識及び技能 
２１ 

胸腔ドレーン管理関連 胸腔ドレーン抜去及び胸腔ドレーン低圧持

続吸引中の吸引圧の設定・変更に必要な知
３０ 
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識及び技能 

心嚢ドレーン管理関連 心囊ドレーン抜去に必要な知識及び技能 ２１ 

術後疼痛管理関連 硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与

量の調整に必要な知識及び技能 
２１ 

創部ドレーン管理関連 創部ドレーン抜去に必要な知識及び技能 １５ 

創傷管理関連 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組

織の除去及び創傷の陰圧閉鎖療法の実施に

必要な知識及び技能 

７２ 

循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応

じた調整、持続点滴投与中薬剤（カテコラ

ミン）の病態に応じた調整、持続点滴投与

中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調整、持

続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に

応じた調整及び持続点滴投与中薬剤（糖質

輸液、電解質輸液）の病態に応じた調整に

必要な知識及び技能 

６０ 

血糖コントロールに係る薬剤

投与関連 

病態に応じたインスリン投与量の調整に必

要な知識及び技能 
３６ 

栄養・水分管理に係る薬剤投与

関連 

脱水の程度の判断と補液による補正及び持

続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病

態に応じた調整に必要な知識及び技能 

３６ 

栄養に係るカテーテル管理関

連（中心静脈カテーテル関連） 

中心静脈カテーテルの抜去に必要な知識及

び技能 
１８ 

栄養に係るカテーテル管理関

連(PICC関連） 

PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿

入に必要な知識及び技能 
２１ 

精神・神経症状に係る薬剤投与

関連 

臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与、臨時薬

剤（抗精神病薬）の投与及び臨時薬剤（抗

不安薬）の投与に必要な知識及び技能 

５７ 

感染に係る薬剤投与関連 臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与に必

要な知識及び技能 
６３ 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調

整・局所注射の実施に必要な知識及び技能 
３９ 

ろう孔、カテーテル管理 胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの

交換及び膀胱ろうカテーテルの交換に必要

な知識及び技能 

４８ 

 

共通科目及び区分別科目の到達目標及び当該科目において学ぶべき事項は、別添１のと
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おりとする。 

 

 

（５）特定行為研修の方法 

① 方法 

特定行為研修は、講義、演習及び実習で構成されるものとし、指定研修機関において

当該研修のすべてを実施し、又は指定研修機関以外で当該研修の一部を実施するものと

する。 

共通科目及び区分別科目の教育方法については、別添２のとおりとする。また、演習

及び実習の具体的な方法やこれらに要する時間は、指定研修機関において定めるものと

する。 

研修を実施する際には、研修受講者の準備状況を考慮し、指定研修機関において、研

修開始時に能力評価を実施し、各研修受講者の知識及び技能に応じて補習を行うことが

望ましい。 

なお、実習は、病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護ステーション等で行うも

のとし、受講生の所属施設等での実施も可能とする。 

 

② 授業の実施形態について 

講義及び演習については、通信による方法により行うことができるものとする。なお、

この場合は、大学通信教育設置基準（昭和５６年文部省令第３３号）に準じたものとす

る。 

 

③ 留意事項 

研修を実施する際には、効果的な研修となるよう、学習の順序を考慮することとする。 

また、現場での実習前には、ペーパーシミュレーション、ロール・プレイ、模擬患者

の活用、シミュレーターの利用等のシミュレーションによる学習を行うこととする。 

さらに、患者に対して実施する実習については、以下のプロセスで行うことが望まし

い。 

・1 例目は、指導医（者）の医行為を見学又は手伝うこと。 

・2 例目からは、指導医（者）の指導監督下で実施し、次第に指導監督の程度を軽くし

ていく（指導医（者）の判断で実施）こと。 

・経験すべき症例数をスキルの難度に応じて 5 例又は 10 例程度とすること。 

 

 

（６）特定行為研修の評価 

① 共通科目及び区分別科目の修得の評価 

  受講者が、教育内容を修得していることについて、評価を行うものとする。 
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評価は、講義、実習等を必要な時間数以上受けていることを確認するとともに、当該

科目ごとに試験等を実施することにより行うものとする。共通科目及び区分別科目の評

価方法については、別添３のとおりとする。 

なお、実技試験（Objective Structured Clinical Examination（OSCE））については、

指定研修機関及び実習施設以外の医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療関係

者を含む体制で行うものとする。また、筆記試験及び構造化された評価表を用いた観察

評価については、指定研修機関及び実習施設以外の医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

その他の医療関係者を含む体制で行うことが望ましい。 

 

区分別科目の評価は、以下の方法で行うこととする。 

○ 特に侵襲性が高く、かつ、シミュレーションが可能な行為については、現場での

実習を行う前に実技試験（OSCE）で評価すること。 

○ 各種実習では、構造化された評価表を用いて観察評価を行うこと。（Direct 

Observation of Procedural Skills （DOPS）等） 

なお、構造化された評価表を用いた観察評価では、「指導監督なしで実施できる」レベ

ルと判定されることが求められること。 

 

また、ポートフォリオを利用して評価結果を集積し、自己評価、振り返りを促すこと

が望ましい。 

 

② 特定行為研修の修了の評価 

受講者が、特定行為研修を修習していることについて認定するため、評価を行うもの

とする。 

その評価に当たっては、特定行為研修管理委員会（仮称） （特定行為研修の実施を統

括管理する機関をいう。以下同じ。）を設置し、同委員会において、評価を行うものとす

る。 

研修管理委員会には、指定研修機関及び実習施設以外の医師、歯科医師、薬剤師、看

護師、その他の医療関係者を外部評価者として含むものとする。 

 

 

（７）特定行為研修の履修の一部免除 

① 既修の学習内容の取扱い 

受講者が、既に履修した学習内容については、本研修制度における当該教育内容の履

修の一部を免除することができるものとし、指定研修機関において、既修の学習内容が

各教育内容に合致しているかを確認するとともに、必要に応じて当該教育内容を修得し

ているかを確認することとする。 

既修の学習内容としては、例えば、指定研修機関における特定行為研修の共通科目、
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平成２２年度及び２３年度特定看護師（仮称）養成調査試行事業における研修及び平成

２４年度看護師特定能力養成調査試行事業における研修の病態生理学、フィジカルアセ

スメント及び臨床薬理学等が想定される。 

 

② 既に特定行為の実施に係る知識及び技能を有している看護師の取り扱い 

既に特定行為の実施に係る知識及び技能を有している看護師については、その能力を

勘案し、指定研修機関において当該行為に関する知識及び技能を有していることを確認

できた場合、本研修制度における区分別科目の履修の一部を免除することができるもの

とする。 

上記の確認は、指定研修機関において、別添３の評価方法により行うものする。 

 

 

３ 指定研修機関の基準 

指定研修機関は、一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院

その他の者であって、厚生労働大臣が指定するものをいう（保助看法第３７条の２第２

項第５号）。指定研修機関の基準は、以下のとおりとする。 

  ○ 指定研修機関による特定行為研修は、特定行為研修として厚生労働省令で定める

基準に適合していること。 

  ○ 特定行為研修の専任の責任者を配置していること。 

○ 適当な指導者による研修を行うこと。 

・指導者は、教育内容を教授するのに適当な者であることを要件とし、適当な職種、

人数を確保すること。共通科目の指導者は、その教育内容の特性に鑑み、医師、

歯科医師、薬剤師又は知識及び経験を有する看護師が適当であること。 

・区分別科目の指導者は、医師、歯科医師、薬剤師、知識及び経験を有する看護師、

その他の医療関係者とする。なお、区分別科目の医師又は歯科医師の指導者は、

臨床研修指導医と同等以上の経験を有すること。 

  ○ 講義及び演習を行うのに適当な施設及び設備を利用することができること。 

・指定研修機関以外で、講義及び演習を行う場合は、当該施設において適切な指導体

制を有しているとともに、当該施設との緊密な連携体制を確保していること。 

  ○ 実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること。 

・指定研修機関以外で実習を行う場合は、実習施設において適切な指導体制を有し

ているとともに、実習施設との緊密な連携体制を確保していること。 

・訪問看護ステーションで実習を行う場合は、診療所の医師が指導医となる等の指

導体制を確保していること。 

・実習施設は、医療に関する安全管理のための体制を確保していること。 

○ 実習を実施する際には、利用者・患者への説明が適切になされること 
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○ 特定行為研修管理委員会（仮称）を設置していること。 

・特定行為研修管理委員会（仮称）には、指定研修機関及び実習施設以外の医師、

歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療関係者を外部評価者として含まなけれ

ばならないこと。 

 

 

４ 手順書の記載事項について 

手順書とは、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として

厚生労働省令で定めるところにより作成する文書又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）であって、看護師に診療の補助を行わ

せる患者の病状の範囲及び診療の補助の内容その他の厚生労働省令で定める事項が定めら

れているものをいう（保健師助産師看護師法第３７条の２第２項第２号）。具体的には、手

順書の記載事項は、「患者の病状の範囲」及び「診療の補助の内容」のほか、以下の事項と

する。 

・手順書の対象となる患者（手順書が適用される患者の状態を示すものであり、医師又は

歯科医師が手順書により指示を行う段階で、患者が特定されている必要があることに

留意すること。） 

・特定行為を実施するに際しての確認事項 

・医療の安全を確保するために必要な時の医師又は歯科医師との連絡体制 

・行為実施後の医師又は歯科医師への報告方法 

 

 

５ 特定行為研修の修了者が医療現場で当該行為を実施するに当た

っての留意事項 

 特定行為研修の修了者は、特定行為研修の修了後に実際に患者に対して当該行為を実施

する前に、その行為を実施する医療機関等において、当該行為に係る知識や手技に関する

事前の確認を受けることが望ましい。 

 

  特定行為を実施する医療機関等においては、既存の医療安全管理体制等も活用しつつ、

特定行為の実施に関して以下のような検証を行うことが望ましい。 

 ・特定行為の実施を開始する前に、使用する手順書の妥当性を検討すること。 

 ・特定行為を実施した後には、定期的に手順書の妥当性の検証や特定行為の実施に係る

症例検討等を行うこと。 
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（別添１） 

共通科目及び区分別科目の到達目標及び当該科目において学ぶべき事項 

【共通科目】 

○到達目標 

・多様な臨床場面において重要な病態の変化や疾患を包括的にいち早くアセスメント

する基本的な能力を身につける。 

・多様な臨床場面において必要な治療を理解し、ケアを導くための基本的な能力を身

につける。 

・多様な臨床場面において患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実践す

る能力を身につける。 

 ・問題解決に向けて多職種と効果的に協働する能力を身につける。 

 ・自らの看護実践を見直しつつ標準化する能力を身につける。 

 ○学ぶべき事項 

教育内容 学ぶべき事項 時間 

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．臨床解剖学総論 

２．臨床解剖学各論 

３．臨床病理学総論 

４．臨床病理学各論 

５．臨床生理学総論 

６．臨床生理学各論 

45 

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 
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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 

臨床薬理学 薬剤学、薬理学（年齢による特性（小児/高齢者）を含む）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 

疾病・臨床病態概

論 

主要疾患（５大疾病）の臨床診断・治療を学ぶ 

１．５大疾病の病態と臨床診断・治療の概論 

   悪性腫瘍/脳血管障害/急性心筋梗塞 

   /糖尿病/精神疾患 

２．その他の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 

45 

年齢や状況に応じた臨床診断・治療（小児、高齢者、救急医学等）

を学ぶ 

１．小児の臨床診断・治療の特性と演習 

２．高齢者の臨床診断・治療の特性と演習 

３．救急医療の臨床診断・治療の特性と演習 

４．在宅医療の臨床診断・治療の特性と演習 

15 
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医療安全学 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．医療倫理の理論 

２．医療倫理の事例検討 

３．医療管理の理論 

４．医療管理の事例検討 

５．医療安全の法的側面 

６．医療安全の事例検討・実習 

７．ケアの質保証の理論 

８．ケアの質保証の事例検討 

30 

特定行為実践 多職種協働実践（Inter Professional Work＝ IPW）（他職種との

事例検討などの演習を含む）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 

※チーム医療における研修修了者の役割を含む 

 

特定行為実践のための関連法規を学ぶ 

１．特定行為関連法規 

２．インフォームドコンセントの理論 

３．インフォームドコンセントの演習 

 

根拠に基づいて特定行為の手順書を医師、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 

 

特定行為の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 

１．特定行為の実践過程の構造 

２．アセスメント、仮説検証、意思決定の理論 

３．アセスメント、仮説検証、意思決定の演習 

45 

計 315 
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【区分別科目】 

 ○到達目標 

  ・多様な臨床場面において当該特定行為を実施するための知識、技術及び態度の基礎

を身につける。 

  ・多様な臨床場面において、医師又は歯科医師から手順書による指示を受け、実施の

可否の判断、実施・報告の一連の流れを適切に行うための基礎的な実践能力を身に

つける。 

 ○学ぶべき事項 

区分名 

区分毎の

教育時間

の計 

特定行為名 
区分に含まれる行為に 

共通して学ぶべき事項 

共通して

学ぶべき

事項の 

時間 

行為毎に学ぶべき事項 

行為毎に

学ぶべき

事項の 

時間 

呼吸器関

連（気道

確保に係

る行為） 

２２ 

経口・経鼻

気管挿管チ

ューブの位

置調節 

１． 気道確保に関する局所解剖 

２． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調

節に関する病態生理 

３． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調

節に関するフィジカルアセスメント 

４． 経口・経鼻気管挿管の目的 

５． 経口・経鼻気管挿管の適応と禁忌 

６． 経口・経鼻気管チューブの種類と適応 

７． 経口・経鼻気管チューブによる呼吸管理 

８． バックバルブマスク（BVM）を用いた用手

換気    

１０ 

１． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節の目的 

２． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節の適応と禁忌 

３． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節に伴うリスク（有害

事象とその対策など） 

４． 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節の手技 

                                        １２ 

呼吸器関

連（人工

呼吸療法

に係る行

為） 

６３ 

人工呼吸器

モードの設

定条件の変

更 

１． 人工呼吸療法の目的 

２． 人工呼吸療法の適応と禁忌 

３． 人工呼吸療法に関する局所解剖 

４． 人工呼吸療法を要する主要疾患の病態

生理 

５． 人工呼吸療法を要する主要疾患のフィ

ジカルアセスメント 

６． 人工呼吸器管理の適応と禁忌 

７． 人工呼吸器のメカニズム・種類・構造 

１５ 

１． 人工呼吸器モードの設定の目的 

２． 人工呼吸器モードの設定条件の変更の適応と禁忌 

３． 人工呼吸器モードの設定条件の変更に伴うリスク（有害事象

とその対策など） 

４． 人工呼吸器モードの選択と適応 

５． 人工呼吸器モードの設定条件の変更方法 

１２ 

人工呼吸管

理下の鎮静

管理 

１． 人工呼吸管理下の鎮静管理の目的 

２． 人工呼吸管理下の鎮静管理の適応と禁忌 

３． 人工呼吸管理下の鎮静管理に伴うリスク（有害事象とその対

策など） 

４． 人工呼吸管理下の鎮静管理のための薬剤選択と投与量 

５． 人工呼吸管理下の鎮静方法 

１２ 

人工呼吸器

装着中の患

者のウィー

ニングの実

施 

１．人工呼吸器ウィーニングの目的 

２．人工呼吸器ウィーニングの適応と禁忌 

３．人工呼吸器ウィーニングに伴うリスク（有害事象とその対策な

ど） 

４．人工呼吸器ウィーニングの方法 

１２ 

NPPV（非侵

襲的陽圧換

気療法）モ

ード設定条

件の変更 

１．NPPVモードの目的 

２．NPPVモードの適応と禁忌 

３．NPPV モード設定条件の変更に伴うリスク（有害事象とその対

策など） 

４．NPPVモード設定条件の選択 

５．NPPVモード設定条件の変更方法 

１２ 

呼吸器関

連（長期

呼吸療法

に係る行

為） 

２１ 

気管カニュ

ーレの交換 

 

 

 

 

 

１． 気管切開に関する局所解剖 

２． 気管切開を要する主要疾患の病態生理 

３． 気管切開を要する主要疾患のフィジカ

ルアセスメント 

４． 気管切開の目的 

５． 気管切開の適応と禁忌 

６． 気管切開に伴うリスク（有害事象とその対

策など） 

※仮に行為に「気管切開」に関係する新た

な項目が加わることを想定した場合に共通

して学ぶべき事項 

１２ 

１．気管カニューレの適応と禁忌 

２．気管カニューレの構造と選択 

３．気管カニューレ交換の手技 

４．気管カニューレ交換困難例の種類とその対応 

９ 

動脈血液

ガス分析

関連 ３０ 

直接動脈穿

刺による採

血 

１． 動脈穿刺に関する局所解剖 

２． 動脈穿刺に関するフィジカルアセスメント 

３． 超音波検査による動脈と静脈の見分け

方 

４． 動 脈 血 採 取 が 必 要 と な る 検 査         

１２ 

１．直接動脈穿刺による採血の目的 

２．直接動脈穿刺による採血の適応と禁忌 

３．穿刺部位と穿刺に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

４．患者に適した穿刺部位の選択 

５．直接動脈穿刺による採血の手技 

９ 
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橈骨動脈ラ

インの確保 

 

 

 

 

動脈血液ガス分析が必要となる主要疾

患とその病態 

１． 動脈ラインの確保の目的 

２． 動脈ラインの確保の適応と禁忌 

３． 穿刺部位と穿刺・留置に伴うリスク（有害事象とその対策な

ど） 

４． 患者に適した穿刺・留置部位の選択 

５． 橈骨動脈ラインの確保の手技 

９ 

循環器関

連 

４５ 

「一時的ペ

ースメーカ

ー」の操作・

管理 

１． 「一時的ペースメーカー」、PCPS、大動

脈内バルーンパンピングに関する局所

解剖 

２． 「一時的ペースメーカー」、PCPS、大動

脈内バルーンパンピングを要する主要

疾患の病態生理 

３． 「一時的ペースメーカー」、PCPS、大動

脈内バルーンパンピングを要する主要

疾患のフィジカルアセスメント             

９ 

１． 「一時的ペースメーカー」の目的 

２． 「一時的ペースメーカー」の適応と禁忌 

３． 「一時的ペースメーカー」に伴うリスク（有害事象とその対策

など） 

４． ペーシング器機の種類とメカニズム 

５． ペースメーカーのモードの選択と適応 

６． 「一時的ペースメーカー」の操作・管理方法 

７． 患者・家族への指導・教育 

9 

 

「一時的ペ

ースメーカ

ーリード」の

抜去 

１． 「一時的ペースメーカーリード」抜去の目的 

２． 「一時的ペースメーカーリード」抜去の適応と禁忌 

３． 「一時的ペースメーカーリード」抜去に伴うリスク（有害事象と

その対策など） 

４． 「一時的ペースメーカーリード」抜去の方法 

９ 

PCPS （経皮

的心肺補助

装置）等補

助循環の操

作・管理 

１．PCPSの目的 

２．PCPSの適応と禁忌 

３．PCPS とそのリスク（有害事象とその対策など） 

４．PCPS器機のメカニズム 

５．PCPSの操作・管理の方法 

９ 

大動脈内バ

ルーンパン

ピング離脱

のための補

助頻度の調

整 

１． 大動脈内バルーンパンピングの目的 

２． 大動脈内バルーンパンピングの適応と禁忌 

３． 大動脈内バルーンパンピングに伴うリスク（有害事象とその対

策など） 

４． 大動脈内バルーンパンピングの操作・管理の方法 

５． 大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整

の適応と禁忌 

６． 大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻度の調整

に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

７． 大動脈内バルーンパンピング離脱の操作・管理の方法 

９ 

透析管理

関連 

２７ 

急性血液浄

化に係る透

析・透析濾

過装置の操

作・管理 

１． 透析装置のメカニズム・種類・構造 

２． 透析方法の選択と適応 

３． 透析装置の操作・管理の方法 

※仮に行為に「透析濾過装置」に関係する

新たな項目が加わることを想定した場合に

共通して学ぶべき事項 

９ 

１．急性血液浄化に関する局所解剖 

２．急性血液浄化を要する主要疾患の病態生理 

３．急性血液浄化を要する主要疾患のフィジカルアセスメント 

４．急性血液浄化に係る透析の目的 

５．急性血液浄化に係る透析の適応と禁忌 

６．急性血液浄化に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

１８ 

腹腔ドレ

ーン管理

関連 

２１ 

腹腔ドレー

ン抜去 （腹

腔穿刺後の

抜針含む） 

１． 腹腔ドレナージに関する局所解剖 

２． 腹腔ドレナージを要する主要疾患の病

態生理 

３． 腹腔ドレナージを要する主要疾患のフィ

ジカルアセスメント 

４． 腹腔ドレナージの目的 

５． 腹腔ドレナージの適応と禁忌 

６． 腹腔ドレナージに伴うリスク（有害事象と

その対策など） 

※仮に行為に「腹腔ドレナージ」に関係する

新たな項目が加わることを想定した場合に

共通して学ぶべき事項 

１２ 

１．腹腔ドレーン抜去の適応と禁忌 

２．腹腔ドレーン抜去に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．腹腔ドレーン抜去の方法と手技 

９ 

胸腔ドレ

ーン管理

関連 

３０ 

胸腔ドレー

ン抜去 

１． 胸腔ドレナージに関する局所解剖 

２． 胸腔ドレナージを要する主要疾患の病

態生理 

３． 胸腔ドレナージを要する主要疾患のフィ

ジカルアセスメント 

４． 胸腔ドレナージの目的 

５． 胸腔ドレナージの適応と禁忌 

６． 胸腔ドレナージに伴うリスク（有害事象と

その対策など） 

１２ 

１．胸腔ドレーン抜去の適応と禁忌 

２．胸腔ドレーン抜去に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．胸腔ドレーン抜去の方法と手技   ９ 

胸腔ドレー

ン低圧持続

吸引中の吸

引 圧 の 設

定・変更 

１．低圧持続吸引の適応と禁忌 

２．低圧持続吸引に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．低圧持続吸引装置のメカニズム・構造 

４．低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更方法 

９ 

心嚢ドレ

ーン管理

関連 

２１ 

心囊ドレー

ン抜去 

１． 心嚢ドレナージに関する局所解剖 

２． 心嚢ドレナージを要する主要疾患の病

態生理 

３． 心嚢ドレナージを要する主要疾患のフィ

ジカルアセスメント 

４． 心嚢ドレナージの目的 

５． 心嚢ドレナージの適応と禁忌 

６． 心嚢ドレナージに伴うリスク（有害事象と

その対策など） 

※仮に行為に「心嚢ドレナージ」に関係する

新たな項目が加わることを想定した場合に

共通して学ぶべき事項 

１２ 

１．心嚢ドレーン抜去の適応と禁忌 

２．心嚢ドレーン抜去に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．心嚢ドレーン抜去の方法と手技 

９ 
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術後疼痛

管理関連 

２１ 

硬膜外チュ

ーブからの

鎮痛剤の投

与、投与量

の調整 

１． 硬膜外麻酔に関する局所解剖 

２． 硬膜外麻酔を要する主要疾患の病態生

理 

３． 硬膜外麻酔を要する主要疾患のフィジ

カルアセスメント 

４． 硬膜外麻酔の目的 

５． 硬膜外麻酔の適応と禁忌 

６． 硬膜外麻酔に伴うリスク（有害事象とその

対策など） 

※仮に行為に「硬膜外麻酔」に関係する新

たな項目が加わることを想定した場合に共

通して学ぶべき事項 

１２ 

１．硬膜外麻酔薬の選択と投与量 

２．硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整の方法  

９ 

創部ドレ

ーン管理

関連 

１５ 

創部ドレー

ン抜去 

１． 創部ドレナージに関する局所解剖 

２． 創部ドレナージを要する主要疾患の病

態生理 

３． 創部ドレナージを要する主要疾患のフィ

ジカルアセスメント 

４． 創部ドレナージの目的 

５． 創部ドレナージの適応と禁忌 

６． 創部ドレナージに伴うリスク（有害事象と

その対策など） 

※仮に行為に「創部ドレナージ」に関係する

新たな項目が加わることを想定した場合に

共通して学ぶべき事項 

６ 

１．創部ドレーン抜去の適応と禁忌 

２．創部ドレーン抜去に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．創部ドレーン抜去の方法と手技 

９ 

創傷管理

関連 

７２ 

褥瘡 ･慢性

創傷におけ

る血流のな

い壊死組織

の除去 

１． 皮膚、皮下組織(骨を含む）に関する局

所解剖 

２． 主要な基礎疾患の管理 

３． 全身・局所のフィジカルアセスメント 

４． 慢性創傷の種類と病態 

５． 褥瘡の分類、アセスメント・評価 

６． 治癒のアセスメントとモニタリング（創傷

治癒過程、TIME 理論等） 

７． リスクアセスメント 

８． 褥瘡・創傷治癒と栄養管理 

９． 褥瘡・創傷治癒と体圧分散 

10.褥瘡・創傷治癒と排泄管理 

11.DESIGN ｰ Rに基づいた治療指針 

12.褥瘡・創傷診療のアルゴリズム 

13.感染のアセスメント            

14.褥瘡･治癒のステージ別局所療法 

15.下肢創傷のアセスメント 

16.下肢創傷の病態別治療 

17.創部哆開創のアセスメントと治療 

２７ 

１． 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除去の目的 

２． 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除去の適応

と禁忌 

３． 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除去に伴うリ

スク（有害事象とその対策など） 

４． DESING-Rに準拠した壊死組織除去の判断 

５． 全身状態の評価と除去の適性判断（タンパク量、感染リスク

等） 

６． 壊死組織と健常組織の境界判断 

７． 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除去の方法 

８． 褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除去に伴う

出血の止血方法 

３０ 

創傷の陰圧

閉鎖療法の

実施 

１．創傷の陰圧閉鎖療法の種類と目的 

２．創傷の陰圧閉鎖療法の適応と禁忌 

３．創傷の陰圧閉鎖療法に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

４．物理的療法の原理 

５．創傷の陰圧閉鎖療法の方法 

６．陰圧に伴う出血の止血方法 

１５ 

循環動態

に係る薬

剤投与関

連 

６０ 

持続点滴投

与 中 薬 剤

（降圧剤）の

病態に応じ

た調整 

１． 循環動態に関する局所解剖 

２． 循環動態に関する主要症候 

３． 循環動態の薬物療法を必要とする主要

疾患の病態生理 

４． 循環動態の薬物療法を必要とする主要

疾患のフィジカルアセスメント 

５． 輸液療法の目的と種類 

６． 病態に応じた輸液療法の適応と禁忌 

７． 輸液時に必要な検査 

８． 輸液療法の計画 

１５ 

１． 降圧剤の種類と臨床薬理 

２． 各種降圧剤の適応と使用方法 

３． 各種降圧剤の副作用 

４． 病態に応じた降圧剤の調整の判断基準(ペーパーシミュレー

ションを含む) 

５． 持続点滴投与中薬剤（降圧剤）調整のリスク（有害事象とそ

の対策など） 

９ 

持続点滴投

与 中 薬 剤

（カテコラミ

ン）の病態に

応じた調整 

１． カテコラミン製剤の種類と臨床薬理 

２． 各種カテコラミン製剤の適応と使用方法 

３． 各種カテコラミン製剤の副作用 

４． 病態に応じたカテコラミン製剤の調整の判断基準(ペーパー

シミュレーションを含む) 

５． 持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）調整のリスク（有害事象

とその対策など） 

９ 

持続点滴投

与 中 薬 剤

（利尿剤）の

病態に応じ

た調整 

１． 利尿剤の種類と臨床薬理 

２． 各種利尿剤の適応と使用方法 

３． 各種利尿剤の副作用 

４． 病態に応じた利尿剤の調整の判断基準(ペーパーシミュレー

ションを含む) 

５． 持続点滴投与中薬剤（利尿剤）調整のリスク（有害事象とそ

の対策など） 

９ 

持続点滴投

与 中 薬 剤

（K、Cl、Na）

の病態に応

じた調整 

１． 持続点滴による K、Cl、Na 投与の臨床薬理 

２． 持続点滴による K、Cl、Na 投与の適応と使用方法 

３． 持続点滴による K、Cl、Na 投与の副作用 

４． 病態に応じた持続点滴による K、Cl、Na 投与の調整の判断

基準(ペーパーシミュレーションを含む) 

５． 持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）調整のリスク（有害事象と

その対策など） 

９ 
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持続点滴投

与 中 薬 剤

（糖質輸液、

電 解 質 輸

液）の病態

に応じた調

整 

１． 糖質輸液、電解質輸液の種類と臨床薬理 

２． 各種糖質輸液、電解質輸液の適応と使用方法 

３． 各種糖質輸液、電解質輸液の副作用 

４． 病態に応じた糖質輸液、電解質輸液の調整の判断基準(ペ

ーパーシミュレーションを含む) 

５． 持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）調整のリスク

（有害事象とその対策など） 

９ 

血糖コン

トロール

に係る薬

剤投与関

連 

３６ 

病態に応じ

たインスリン

投与量の調

整 

１． 糖尿病とインスリン療法に関する局所解

剖 

２． 糖尿病とインスリン療法に関する病態生

理 

３． 糖尿病とインスリン療法に関するフィジカ

ルアセスメント 

４． インスリン療法の目的 

５． 糖尿病とインスリン療法に関する検査（イ

ンスリン療法の導入基準を含む） 

６． インスリン製剤の種類と臨床薬理 

７． 各種インスリン製剤の適応と使用方法 

８． 各種インスリン製剤の副作用 

※仮に行為に「インスリン」に関係する新た

な項目が加わることを想定した場合に共通

して学ぶべき事項 

１５ 

１． 病態に応じたインスリン製剤の調整の判断基準(ペーパーシ

ミュレーションを含む) 

２． 病態に応じたインスリン投与量の調整のリスク（有害事象とそ

れへの対応方法など） 

３． 外来でのインスリン療法と入院の適応 

４． インスリン療法に関する患者への説明 

２１ 

栄養・水

分管理に

係る薬剤

投与関連 

３６ 

脱水の程度

の判断と補

液による補

正 

１． 循環動態に関する局所解剖 

２． 循環動態に関する主要症候 

３． 脱水や低栄養状態に関する主要症候 

４． 輸液療法の目的と種類 

５． 病態に応じた輸液療法の適応と禁忌 

６． 輸液時に必要な検査 

７． 輸液療法の計画 

１２ 

１． 脱水に関する局所解剖 

２． 脱水にの原因と病態生理 

３． 脱水に関するフィジカルアセスメント 

４． 脱水に関する検査 

５． 脱水の補正に必要な補液の種類と臨床薬理 

６． 脱水の補液による補正の適応と使用方法 

７． 脱水の補液による補正の副作用 

８． 脱水の補液による補正の判断基準(ペーパーシミュレーショ

ンを含む) 

９． 脱水の程度の判断と補液による補正のリスク（有害事象とそ

の対策など） 

１２ 

持続点滴投

与 中 薬 剤

（高カロリー

輸液）の病

態に応じた

調整 

１． 低栄養状態に関する局所解剖 

２． 低栄養状態の原因と病態生理 

３． 低栄養状態に関するフィジカルアセスメント 

４． 低栄養状態に関する検査 

５． 高カロリー輸液の種類と臨床薬理 

６． 高カロリー輸液の適応と使用方法 

７． 高カロリー輸液の副作用と評価 

８． 高カロリー輸液判断基準(ペーパーシミュレーションを含む) 

９． 低栄養状態の判断と高カロリー輸液のリスク（有害事象とそ

の対策など） 

10. 高カロリー輸液に関する栄養学 

１２ 

栄養に係

るカテー

テル管理

関連（中

心静脈カ

テーテル

関連） 
１８ 

中心静脈カ

テーテルの

抜去 

１． 中心静脈カテーテルに関する局所解剖 

２． 中心静脈カテーテルを要する主要疾患

の病態生理 

３． 中心静脈カテーテルを要する主要疾患

のフィジカルアセスメント 

４． 中心静脈カテーテルの目的 

５． 中心静脈カテーテルの適応と禁忌 

６． 中心静脈カテーテルに伴うリスク（有害

事象とその対策など） 

※仮に行為に「中心静脈カテーテル」に関

係する新たな項目が加わることを想定した

場合に共通して学ぶべき事項 

９ 

１． 中心静脈カテーテル抜去の適応と禁忌 

２． 中心静脈カテーテル抜去に伴うリスク（有害事象とその対策

など） 

３． 中心静脈カテーテル抜去の方法と手技 

９ 

栄養に係

るカテー

テル管理

関連

(PICC 関

連） ２１ 

PICC （末梢

静脈挿入式

静脈カテー

テル）挿入 

１． PICC に関する局所解剖 

２． PICC を要する主要疾患の病態生理 

３． PICC を要する主要疾患のフィジカルア

セスメント 

４． PICC の目的 

５． PICC の適応と禁忌 

６． PICC に伴うリスク（有害事象とその対策

など） 

※仮に行為に「PICC」に関係する新たな項

目が加わることを想定した場合に共通して

学ぶべき事項 

９ 

１．PICC 挿入の適応と禁忌 

２．PICC 挿入に伴うリスク（有害事象とその対策など） 

３．PICC 挿入の方法と手技 

１２ 

精神・神

経症状に

係る薬剤

投与関連 ５７ 

臨 時 薬 剤

（抗けいれ

ん剤）の投

与 

１． 精神・神経系の局所解剖 

２． 神経学的主要症候 

３． 精神医学的主要症候 

４． 主要な神経疾患と病態生理 

５． 主要な精神疾患と病態生理 

６． 主要な神経疾患のフィジカルアセスメン

ト 

２１ 

１． けいれんの原因・病態生理 

２． けいれんの症状・診断 

３． 抗けいれん剤の種類と臨床薬理 

４． 各種抗けいれん剤の適応と使用方法 

５． 各種抗けいれん剤の副作用 

６． 病態に応じた抗けいれん剤投与の判断基準(ペーパーシミュ

レーションを含む) 

１２ 
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７． 主要な精神疾患の面接所見 

８． 神経学的検査 

９． 心理・精神機能検査 

10. 精神・神経系の臨床薬理（副作用、耐性

と依存性を含む） 

７． 抗けいれん剤投与のリスク（有害事象とその対策など） 

臨 時 薬 剤

（抗精神病

薬）の投与 

１． 統合失調症の原因・病態生理 

２． 統合失調症の症状・診断 

３． 抗精神病薬の種類と臨床薬理 

４． 各種抗精神病薬の適応と使用方法 

５． 各種抗精神病薬の副作用 

６． 病態に応じた抗精神病薬投与とその判断基準(ペーパーシミ

ュレーションを含む) 

７． 抗精神病薬投与のリスク（有害事象とその対策など） 

１２ 

臨 時 薬 剤

（抗不安薬）

の投与 

１． 不安障害の原因・病態生理 

２． 不安障害の症状・診断 

３． 抗不安薬の種類と臨床薬理 

４． 各種抗不安薬の適応と使用方法 

５． 各種抗不安薬の副作用 

６． 病態に応じた抗不安薬投与の判断基準(ペーパーシミュレー

ションを含む) 

７． 抗不安薬投与のリスク（有害事象とその対策など） 

１２ 

感染に係

る薬剤投

与関連 

６３ 

臨 時 薬 剤

（感染徴候

時の薬剤）

の投与 

１． 感染症の病態生理 

２． 感染症の主要症候と主要疾患 

３． 感染症の診断方法 

４． 主要感染症の診断方法            

５． 主要疾患のフィジカルアセスメント 
３３ 

１． 抗生剤の種類と臨床薬理 

２． 各種抗生剤の適応と使用方法 

３． 各種抗生剤の副作用 

４． 感染徴候時に使用するその他の薬剤の種類と臨床薬理 

５． 感染徴候時に使用するその他の各種薬剤の適応と使用方

法 

６． 感染徴候時に使用するその他の各種薬剤の副作用 

７． 病態に応じた感染徴候時の薬剤投与の判断基準(ペーパー

シミュレーションを含む) 

８． 感染徴候時の薬剤投与のリスク（有害事象とその対策など） 

３０ 

皮膚損傷

に係る薬

剤投与関

連 
３９ 

抗癌剤等の

皮膚漏出時

のステロイド

薬の調整・

局所注射の

実施 

１． 抗癌剤の種類と臨床薬理 

２． 各種抗癌剤の適応と使用方法 

３． 各種抗癌剤の副作用 

４． ステロイド剤の種類と臨床薬理 

５． ステロイド剤の副作用 

２７ 

１． 抗癌剤等の皮膚漏出の病態生理 

２． 抗癌剤等の皮膚漏出時の症候と診断(ペーパーシミュレーシ

ョンを含む) 

３． 抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の

適応と使用方法 

１２ 

ろう孔、カ

テーテル

管理 

４８ 

胃ろう・腸ろ

うチューブ、

胃ろうボタン

の交換 

１． 胃ろう・腸ろう・膀胱ろうに関する局所解

剖 

２． 胃ろう・腸ろう・膀胱ろうを要する主要疾

患の病態生理 

３． 胃ろう・腸ろう・膀胱ろうを要する主要疾

患のフィジカルアセスメント 

４． カテーテル留置と利用者の QOL 

５． カテーテルの感染管理 

６． カテーテル留置に必要なスキンケア 
２４ 

１．胃ろう・腸ろうの目的 

２．胃ろう・腸ろうの適応と禁忌 

３．胃ろう・腸ろうに伴うリスク（有害事象とその対策など） 

４．栄養に関する評価 

５．胃ろう造設の意思決定ガイドライン 

６．胃ろう、腸ろう造設術の種類 

７．胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの種類と特徴 

８．胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換時期 

９．胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換方法 

１２ 

膀胱ろうカテ

ーテルの交

換 

１．膀胱ろうの目的 

２．膀胱ろうの適応と禁忌 

３．膀胱ろうに伴うリスク（有害事象とその対策など） 

４．膀胱ろう造設術 

５．膀胱カテーテルの種類と特徴 

６．膀胱ろうカテーテルの交換時期 

７．膀胱ろうカテーテルの交換方法 

１２ 

計 ７６６ 
 

３１３ 
 

 
４５３ 
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（別添２） 

共通科目及び区分別科目の教育方法 

 

【共通科目】 

・全ての共通科目において、講義・演習を行うものとする。 

・臨床推論では医療面接、フィジカルアセスメントでは身体診察手技、医療安全学では

医療安全、特定行為実践ではチーム医療の実習を併せて行うものとする。 

科目 教育方法 

臨床病態生理学 講義 

演習 

臨床推論  講義 

演習 

実習（医療面接） 

フィジカルアセスメント 講義 

演習 

実習（身体診察手技） 

臨床薬理学 講義 

演習 

疾病・臨床病態概論 講義 

演習 

医療安全学 講義 

演習 

実習（医療安全） 

特定行為実践 講義 

演習 

実習（チーム医療） 

 

【区分別科目】 

・全ての区分別科目において、講義・実習を行うものとする。実習は患者に対する実技

を含めるものとする。また、一部の科目については、演習を行うものとする。 

区分別科目 特定行為名 教育方法 

呼吸器関連（気道確保

に係る行為） 
経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

講義 

実習※ 

呼吸器関連（人工呼吸

療法に係る行為） 

人工呼吸器モードの設定条件の変更 講義 

演習 

実習※ 

人工呼吸管理下の鎮静管理 

人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 
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NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設定条件の

変更 

呼吸器関連（長期呼吸

療法に係る行為） 
気管カニューレの交換 

講義 

実習※ 

動脈血液ガス分析関連 
直接動脈穿刺による採血 講義 

実習※ 橈骨動脈ラインの確保 

循環器関連 

「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

講義 

演習 

実習※ 

「一時的ペースメーカーリード」の抜去 
講義 

実習※ 

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環の操作・

管理 

講義 

演習 

実習※ 

大動脈内バルーンパンピング離脱のための補助頻

度の調整 

講義 

演習 

実習※ 

透析管理関連 
急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置の操作・

管理 

講義 

演習 

実習※ 

腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含む） 
講義 

実習※ 

胸腔ドレーン管理関連 

胸腔ドレーン抜去 
講義 

実習※ 

胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変

更 

講義 

演習 

実習※ 

心嚢ドレーン管理関連 心囊ドレーン抜去 
講義 

実習※ 

術後疼痛管理関連 
硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調

整 

講義 

演習 

実習※ 

創部ドレーン管理関連 創部ドレーン抜去 
講義 

実習 

創傷管理関連 
褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死組織の除

去 

講義 

実習※ 
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創傷の陰圧閉鎖療法の実施 
講義 

実習※ 

循環動態に係る薬剤投

与関連 

持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調

整 

講義 

演習 

実習※ 

持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の病態に応

じた調整 

持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に応じた調

整 

持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態に応じた

調整 

持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質輸液）の

病態に応じた調整 

血糖コントロールに係

る薬剤投与関連 
病態に応じたインスリン投与量の調整 

講義 

演習 

実習※ 

栄養・水分管理に係る

薬剤投与関連 

脱水の程度の判断と補液による補正 講義 

演習 

実習※ 

持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）の病態に

応じた調整 

栄養に係るカテーテル

管理関連（中心静脈カ

テーテル関連） 

中心静脈カテーテルの抜去 
講義 

実習※ 

栄養に係るカテーテル

管理関連(PICC関連） 
PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）挿入 

講義 

実習※ 

精神・神経症状に係る

薬剤投与関連 

臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 講義 

演習 

実習※ 

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 

臨時薬剤（抗不安薬）の投与 

感染に係る薬剤投与関

連 
臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 

講義 

演習 

実習※ 

皮膚損傷に係る薬剤投

与関連 

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局

所注射の実施 

講義 

演習 

実習※ 

ろう孔、カテーテル管

理 

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの交換 講義 

実習※ 膀胱ろうカテーテルの交換 

※は患者に対する実技を含める 

 



  

 

 

 

26 

 

注：「演習」とは、講義で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者のもとで、

議論や発表を行う形式の授業。症例検討やペーパーシミュレーションなどが含ま

れる。 

注：「実習」とは、講義や演習で学んだ内容を基礎として、少人数に分かれて指導者の

もとで、主に実技を中心に学ぶ形式の授業。実習室（学生同士が患者役になるロ

ールプレイや模型・シミュレーターを用いる）や、現場（病棟、外来、患者宅な

ど）で行われる。ただし、単に現場にいるだけでは、実習時間として算定できな

い。  
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（別添３） 

共通科目及び区分別科目の評価方法 

 

【共通科目】 

・全ての共通科目において筆記試験を行うとともに、実習を併せて行う科目は指導者に

よる構造化された評価表を用いた観察評価を行うものとする。 

科目 評価方法 

臨床病態生理学 筆記試験 

臨床推論  筆記試験 

各種実習の観察評価 

フィジカルアセスメント 筆記試験 

各種実習の観察評価 

臨床薬理学 筆記試験 

疾病・臨床病態概論 筆記試験 

医療安全学 筆記試験 

各種実習の観察評価 

特定行為実践 筆記試験 

各種実習の観察評価 

 

【区分別科目】 

・全ての区分別科目において筆記試験・指導者による構造化された評価表を用いた観察

評価を行うとともに、必要な科目については、実技試験（OSCE）を行うものとする。 

区分別科目 特定行為名 評価方法 

呼吸器関連（気道確保

に係る行為） 
経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

筆記試験 

実技試験（OSCE） 

各種実習の観察評価 

呼吸器関連（人工呼吸

療法に係る行為） 

人工呼吸器モードの設定条件の変更 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

人工呼吸管理下の鎮静管理 

人工呼吸器装着中の患者のウィーニング

の実施 

NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）モード設

定条件の変更 

呼吸器関連（長期呼吸

療法に係る行為） 

 

気管カニューレの交換 

 

筆記試験 

実技試験（OSCE） 

各種実習の観察評価 

動脈血液ガス分析関

連 

直接動脈穿刺による採血 筆記試験 

実技試験（OSCE） 橈骨動脈ラインの確保 
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各種実習の観察評価 

循環器関連 

「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

 

「一時的ペースメーカーリード」の抜去 

PCPS（経皮的心肺補助装置）等補助循環

の操作・管理 

大動脈内バルーンパンピング離脱のため

の補助頻度の調整 

透析管理関連 
急性血液浄化に係る透析・透析濾過装置

の操作・管理 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

腹腔ドレーン管理関

連 

腹腔ドレーン抜去（腹腔穿刺後の抜針含

む） 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

胸腔ドレーン管理関

連 

胸腔ドレーン抜去 
筆記試験 

各種実習の観察評価 
胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の

設定・変更 

心嚢ドレーン管理関

連 
心囊ドレーン抜去 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

術後疼痛管理関連 
硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投

与量の調整 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

創部ドレーン管理関

連 
創部ドレーン抜去 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

創傷管理関連 

褥瘡･慢性創傷における血流のない壊死

組織の除去 

筆記試験 

実技試験（OSCE） 

各種実習の観察評価 

創傷の陰圧閉鎖療法の実施 
筆記試験 

各種実習の観察評価 

循環動態に係る薬剤

投与関連 

持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に

応じた調整 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）の

病態に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（利尿剤）の病態に

応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（K、Cl、Na）の病態

に応じた調整 

持続点滴投与中薬剤（糖質輸液、電解質

輸液）の病態に応じた調整 
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血糖コントロールに

係る薬剤投与関連 
病態に応じたインスリン投与量の調整 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

栄養・水分管理に係る

薬剤投与関連 

脱水の程度の判断と補液による補正 
筆記試験 

各種実習の観察評価 
持続点滴投与中薬剤（高カロリー輸液）

の病態に応じた調整 

栄養に係るカテーテ

ル管理関連（中心静脈

カテーテル関連） 

中心静脈カテーテルの抜去 
筆記試験 

各種実習の観察評価 

栄養に係るカテーテ

ル管理関連（PICC 関

連） 

PICC（末梢静脈挿入式静脈カテーテル）

挿入 

 

筆記試験 

実技試験（OSCE） 

各種実習の観察評価 

精神・神経症状に係る

薬剤投与関連 

臨時薬剤（抗けいれん剤）の投与 
筆記試験 

各種実習の観察評価 
臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 

臨時薬剤（抗不安薬）の投与 

感染に係る薬剤投与

関連 
臨時薬剤（感染徴候時の薬剤）の投与 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

皮膚損傷に係る薬剤

投与関連 

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の

調整・局所注射の実施 

筆記試験 

各種実習の観察評価 

ろう孔、カテーテル管

理 

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタン

の交換 

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 

 


