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○本制度を活用し、看護師の専門性をさらに

発揮し、少子超高齢社会における国民の

ニーズに積極的に応えていく。

○本制度創設の趣旨を鑑み、在宅医療等の

推進に向け、それぞれの活動場所で求めら

れる看護師の役割をさらに発揮できるよう、

本制度の活用を推進する。

特定行為に係る看護師の研修制度

— 日本看護協会の基本的な考え方 —

日本看護協会の基本的な考え方

公益社団法人 日本看護協会
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看護の専門性発揮に活用可能

○本制度の意義は特定行為のみを行うのではなく、

看護の関わりの中で特定行為も含めた医療を提供す

ることである。

○それぞれの活動場所で期待される役割を踏まえ、

看護の専門性の更なる発揮につながるような特定行

為研修を受講することが重要である。

≪本会の活動方針≫

○本制度創設の趣旨を鑑み、在宅医療等の推進に向け、

それぞれの活動場所で求められる看護師の役割を

さらに発揮できるよう、本制度の活用を推進する。

・本制度を活用した大学院教育の推進

・大学院以外での特定行為研修の推進(モデルカリキュラムの公表・研修の実施等)

制度の意義と活動方針

公益社団法人 日本看護協会
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「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」が成立

⇒「保健師助産師看護師法」を改正

・特定行為、手順書の定義

・特定行為を手順書により行う場合の研修を義務化

・特定行為の区分を設けること

・研修機関は厚生労働大臣が指定すること などを規定

2014年年年年6月月月月：：：：「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立2014年年年年6月月月月：：：：「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立「特定行為に係る看護師の研修制度」の成立

・特定行為の内容、区分

・手順書に記載する事項

・特定行為に係る研修の基準

・指定研修機関の指定基準 などを規定

2015年年年年3月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出2015年年年年3月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出月：省令・施行通知の発出

2015年年年年4月月月月1日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付2015年年年年4月月月月1日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付日～：指定研修機関の申請受付

2015 102015年年年年10月～：制度施行、研修の開始月～：制度施行、研修の開始月～：制度施行、研修の開始月～：制度施行、研修の開始

制度成立から研修開始までの流れ

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修制度の概要

公益社団法人 日本看護協会 6

医師又は歯科医師

が患者を特定した

上で、看護師に手

順書により特定行

為を実施するよう指

示

『患者の病状の

範囲』の確認を

行う

病状の

範囲内

看護師が手順書に

定められた『診療の

補助の内容』を実施

看護師が医

師又は歯科

医師に

結果を報告

病状の範囲外

医師又は歯科医師に

指示を求める

厚労省作成資料

保健師助産師看護師法（抄）

（昭和23年法律第203号）（平成27年10月1日施行）

制度の概要

公益社団法人 日本看護協会
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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

特定行為

保健師助産師看護師法第37条の２

制度の概要

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為及び特定行為区分（３８行為２１区分）

特定行為区分 特定行為

呼吸器（気道確保に係るも

の）関連

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブ

の位置の調整

呼吸器（人工呼吸療法に係

るもの）関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更

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

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

循環器関連

一時的ペースメーカの操作及び管理

一時的ペースメーカリードの抜去

経皮的心肺補助装置の操作及び管理

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行う

ときの補助頻度の調整

心囊ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去

胸腔ドレーン管理関連

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及び

設定の変更

胸腔ドレーンの抜去

腹腔ドレーン管理関連

腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置された穿刺

針の抜針を含む。）

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

膀胱ろうカテーテルの交換

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

栄養に係るカテーテル管理

（末梢留置型中心静脈注射

用カテーテル管理）関連

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入

特定行為区分 特定行為

創傷管理関連

褥(じょく)瘡(そう)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

創傷に対する陰圧閉鎖療法

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去

動脈血液ガス分析関連

直接動脈穿刺法による採血

橈骨動脈ラインの確保

透析管理関連

急性血液浄化療法における血液透析器又は

血液透析濾過器の操作及び管理

栄養及び水分管理に係る

薬剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

脱水症状に対する輸液による補正

感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

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

術後疼痛管理関連

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

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロール

の投与量の調整

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投

与量の調整

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

精神及び神経症状に係る

薬剤投与関連

抗けいれん剤の臨時の投与

抗精神病薬の臨時の投与

抗不安薬の臨時の投与

皮膚損傷に係る薬剤投与

関連

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したとき

のステロイド薬の局所注射及び投与量の調整

厚生労働省令第33号（平成27年3月13日）

制度の概要

公益社団法人 日本看護協会
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手順書

＜記載事項＞

① 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

② 診療の補助の内容

③ 当該手順書に係る特定行為対象となる患者

④ 特定行為を行うときに確認すべき事項

⑤ 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師と

の連絡が必要となった場合の連絡体制

⑥ 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する

報告の方法

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作成する文書

保健師助産師看護師法第37条の２

厚生労働省令第33号（平成27年3月13日）

制度の概要

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修について

公益社団法人 日本看護協会 11

日本看護協会の活動方針

• 本制度を活用した大学院教育の推進

• 大学院以外での特定行為研修の推進

（モデルカリキュラムの公表・研修の実施等）

⇒認定看護師を対象とした本制度の活用

公益社団法人 日本看護協会 12

本制度創設の趣旨を鑑み、在宅医療等の推進に向け、

それぞれの活動場所で求められる

看護師の役割をさらに発揮できるよう、

本制度の活用を推進する。

日本看護協会の活動方針



◎看護の専門性を発揮し、地域のニーズに応える看護師の

育成を目標としている

◎患者の負担軽減やメリットを考え、それに貢献する看護

師の育成を目的としている

◎特定行為の習得のみならず、看護の関わりの中で特定

行為を行うことやその意義について教育をしている

（医師の協力を得ながら看護職が全体のマネジメントを行うことが必要）

特定行為研修のあり方に関する日本看護協会の考え方

省令・施行通知の基準を満たすとともに、

教育目標や育成する看護師像

を明確にした研修が重要

特定行為研修のあり方に関する日本看護協会の考え方

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修を選ぶ際のポイント

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。

厚生労働省医政局長通知0317第1号

（平成27年3月17日）

研修の概要

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修の内容

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

「共通科目」

全ての特定行為区分に共通するも

のの向上を図るための研修

「区分別科目」

特定行為区分ごとに異なるものの

向上を図るための研修

。

≪共通科目の到達目標≫

• 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。

≪区分別科目の到達目標≫

• 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。

厚労省作成資料より改編

研修の概要

公益社団法人 日本看護協会
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共通科目の内容と時間数

共通科目の内容 時間数

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

合 計 ３１５

厚生労働省令第33号（平成27年3月13日）

研修の概要

公益社団法人 日本看護協会
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研修の実施方法研修の実施方法

②②②②実習実習実習実習施設施設施設施設

○ 実習は、受講生の所属施設等での実施も可能とする。

○ 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ことが考えられる。

＜＜＜＜指定研修機関指定研修機関指定研修機関指定研修機関においてにおいてにおいてにおいて全全全全てをてをてをてを実施実施実施実施するするするする場合場合場合場合＞＞＞＞

指定研修機関指定研修機関指定研修機関指定研修機関

実習施設実習施設

実習

講義・演習

・実習評価

・指導体制の確認

・講義・演習

・評価基準の提示

・実習評価

・指導体制の確認

・評価基準の提示

＜＜＜＜指定研修機関以外指定研修機関以外指定研修機関以外指定研修機関以外でででで一部一部一部一部をををを実施実施実施実施するするするする場合場合場合場合＞＞＞＞

指定研修機関指定研修機関指定研修機関指定研修機関

実習施設

実習施設

①①①①研修研修研修研修方法方法方法方法

○研修は、講義及び演習並びに実習とし、以下の場合が考えられる。

・指定研修機関において、すべてを実施する場合

・指定研修機関以外の施設（協力施設）で、一部を実施する場合

厚労省作成資料

研修の概要

公益社団法人 日本看護協会
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都道府県看護協会

指定研修機関

病院 ・ 介護施設 ・ 訪問看護ステーション等

行行行行

政政政政

国民国民国民国民

研修普及・推進

のための地域内

における支援

看護師を派遣

看護師・看護師・看護師・看護師・

医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者

本研修を活用した

大学院教育の推進

日本看護協会

・モデルカリキュラムの作成・公表

・ＣＮを対象とした研修の実施

本制度の活用推進に向けた今後の取り組み（例）本制度の活用推進に向けた今後の取り組み（例）本制度の活用推進に向けた今後の取り組み（例）本制度の活用推進に向けた今後の取り組み（例）

研修機関からの情報提供・相談

・情報提供・共有

・相談対応・支援

＜看護管理者の役割＞＜看護管理者の役割＞＜看護管理者の役割＞＜看護管理者の役割＞

○自施設における本制度の活用についての検討

○研修修了看護師の役割の明確化

○業務実施体制の整備 ○医療安全管理体制の整備 等

要望：

財政的支援等

今後の取り組み（例）

制度の周知

要望：

財政的支援等

指定研修機関についての情報収集

制度の概要や活用方法、

難易度が高い診療の補助行為

についての考え方を周知

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修制度の活用について

公益社団法人 日本看護協会 19

公益社団法人 日本看護協会
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③業務実施体制・安全管理体制の整備

①自施設における制度の活用についての検討

�施設内施設内施設内施設内において本制度を活用する意義やニーズ、研修修了看護師に期待する役割についてのにおいて本制度を活用する意義やニーズ、研修修了看護師に期待する役割についてのにおいて本制度を活用する意義やニーズ、研修修了看護師に期待する役割についてのにおいて本制度を活用する意義やニーズ、研修修了看護師に期待する役割についての

共通共通共通共通認識の認識の認識の認識の構築構築構築構築

�期待期待期待期待するするするする役割役割役割役割やニーズに対応する能力を獲得できうる研修機関の検討・選択やニーズに対応する能力を獲得できうる研修機関の検討・選択やニーズに対応する能力を獲得できうる研修機関の検討・選択やニーズに対応する能力を獲得できうる研修機関の検討・選択

�研修受講中（研修派遣中も含む）の支援体制の検討・構築研修受講中（研修派遣中も含む）の支援体制の検討・構築研修受講中（研修派遣中も含む）の支援体制の検討・構築研修受講中（研修派遣中も含む）の支援体制の検討・構築

�患者患者患者患者に対してのに対してのに対してのに対しての周知内容・方法等の検討周知内容・方法等の検討周知内容・方法等の検討周知内容・方法等の検討 などなどなどなど

�特定行為に関する業務特定行為に関する業務特定行為に関する業務特定行為に関する業務実施基準・手順書の作成・および定期的な見直しのルール化実施基準・手順書の作成・および定期的な見直しのルール化実施基準・手順書の作成・および定期的な見直しのルール化実施基準・手順書の作成・および定期的な見直しのルール化

�特定行為研修修了者の業務実施特定行為研修修了者の業務実施特定行為研修修了者の業務実施特定行為研修修了者の業務実施状況についての定期的な共有・課題の抽出・対応策の状況についての定期的な共有・課題の抽出・対応策の状況についての定期的な共有・課題の抽出・対応策の状況についての定期的な共有・課題の抽出・対応策の検討検討検討検討

�特定特定特定特定行為の実施に係る医療安全管理体制を含めた院内の体制整備の行為の実施に係る医療安全管理体制を含めた院内の体制整備の行為の実施に係る医療安全管理体制を含めた院内の体制整備の行為の実施に係る医療安全管理体制を含めた院内の体制整備の再構築再構築再構築再構築

�on the job training（（（（OJT）を含む指導体制の構築、継続研修への参加に対する）を含む指導体制の構築、継続研修への参加に対する）を含む指導体制の構築、継続研修への参加に対する）を含む指導体制の構築、継続研修への参加に対する支援支援支援支援 などなどなどなど

②施設全体での共通認識・支援体制の構築

�自施設において本制度自施設において本制度自施設において本制度自施設において本制度を活用する意義やニーズを活用する意義やニーズを活用する意義やニーズを活用する意義やニーズ、研修修了看護師、研修修了看護師、研修修了看護師、研修修了看護師に期待する役割に期待する役割に期待する役割に期待する役割についての検討についての検討についての検討についての検討

研修への派遣

本制度を看護の専門性の発揮に活用するための

看護管理者の役割看護管理者の役割看護管理者の役割看護管理者の役割

看護管理者の役割



特定行為研修制度の活用への期待

「治療」と「生活」の両面「治療」と「生活」の両面「治療」と「生活」の両面「治療」と「生活」の両面

から患者へアプローチから患者へアプローチから患者へアプローチから患者へアプローチ

患者の状態に合わせた患者の状態に合わせた患者の状態に合わせた患者の状態に合わせた

タイムリーな対応が可能タイムリーな対応が可能タイムリーな対応が可能タイムリーな対応が可能

・・・・生活習慣病コントロールの改善生活習慣病コントロールの改善生活習慣病コントロールの改善生活習慣病コントロールの改善

・患者・家族の立場から治療や・患者・家族の立場から治療や・患者・家族の立場から治療や・患者・家族の立場から治療や

検査について分かりやすく説明検査について分かりやすく説明検査について分かりやすく説明検査について分かりやすく説明

・多職種をつないだチーム・多職種をつないだチーム・多職種をつないだチーム・多職種をつないだチーム医療医療医療医療

・重症化予防・早期回復・重症化予防・早期回復・重症化予防・早期回復・重症化予防・早期回復

（異常の早期発見・早期介入）（異常の早期発見・早期介入）（異常の早期発見・早期介入）（異常の早期発見・早期介入）

・患者の待ち時間の減少・患者の待ち時間の減少・患者の待ち時間の減少・患者の待ち時間の減少

・外来受診減少・在宅療養の継続・外来受診減少・在宅療養の継続・外来受診減少・在宅療養の継続・外来受診減少・在宅療養の継続

(在宅・介護施設での迅速な対応在宅・介護施設での迅速な対応在宅・介護施設での迅速な対応在宅・介護施設での迅速な対応)

病態の変化等を的確に判断する能力が強化され、

看護の関わりの中で特定行為も含めた医療を提供することで、

質の高い医療を効率的に提供可能に！質の高い医療を効率的に提供可能に！質の高い医療を効率的に提供可能に！質の高い医療を効率的に提供可能に！

制度を活用した看護師の活動への期待

公益社団法人 日本看護協会
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制度を活用した看護師の活動例

■医学的視点を含めたより深いアセスメントが可能となり、重症化、重度化を予防

■異常の早期発見・早期介入により、緊急搬送を減少

■手順書によるタイムリーな介入ができ、外来受診等による患者負担を減少

■医学的視点を含めたより深いアセスメントが可能となり、重症化、重度化を予防

■異常の早期発見・早期介入により、緊急搬送を減少

■手順書によるタイムリーな介入ができ、外来受診等による患者負担を減少

①訪問看護において⇒患者の希望に沿う在宅療養の継続

③外来において⇒患者の生活に合わせた治療による病状の改善

■きめ細かい利用者の病状の把握・管理により、緊急搬送・入院件数が減少

■生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施による利用者・家族の負担の軽減

■きめ細かい利用者の病状の把握・管理により、緊急搬送・入院件数が減少

■生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施による利用者・家族の負担の軽減

■生活習慣病患者の生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施で病状の改善

■治療および生活指導が一度に可能となり、外来待ち時間の減少

■生活習慣病患者の生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施で病状の改善

■治療および生活指導が一度に可能となり、外来待ち時間の減少

様々な場で、看護の専門性を更に発揮した活動が可能

②介護施設において⇒利用者の希望に沿う生活の実現

制度を活用した看護師の活動例

公益社団法人 日本看護協会
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特定行為研修制度がどのように

活用できるか知っていますか？

日本看護協会は、日本看護協会は、日本看護協会は、日本看護協会は、看護の専門性をさらに発揮する看護の専門性をさらに発揮する看護の専門性をさらに発揮する看護の専門性をさらに発揮する

ために、ために、ために、ために、特定行為研修の活用を推進しています特定行為研修の活用を推進しています特定行為研修の活用を推進しています特定行為研修の活用を推進しています！！！！
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公益社団法人 日本看護協会

特定行為は必要時に後からついてくるもの。医学的知識や

特定行為を必要なときに活用し、スピーディに対応すること

で、疾病の重症化を防いでいます。自分らしく安心して生活

できるように、必要な看護の視点を併せ持ち、疾病管理を行

うことで、患者のQOLの向上に努めています。

長く介護施設で働く中で様々な困難があり、病態についてもっ

と学びたいと試行事業に参加しました。特定行為を実施する

場面は多くないが、医学的知識を深めたことで、状態の変化

を予測し「自然に安らかに最期を迎えるための支援」に取り組

んでいます。目指している看護がある人にこそ、特定行為研

修制度を活用し、地域に貢献して欲しい。

～大学院で試行事業に参加～～大学院で試行事業に参加～～大学院で試行事業に参加～～大学院で試行事業に参加～

多田朋子多田朋子多田朋子多田朋子さんさんさんさん

300床の病院勤務床の病院勤務床の病院勤務床の病院勤務

廣瀬福美廣瀬福美廣瀬福美廣瀬福美さんさんさんさん

介護施設に勤務介護施設に勤務介護施設に勤務介護施設に勤務

特定行為研修制度がどのように

活用できるか知っていますか？
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～認定～認定～認定～認定看護師対象の試行事業に参加～看護師対象の試行事業に参加～看護師対象の試行事業に参加～看護師対象の試行事業に参加～

院内の感染管理を担っていたが、抗菌薬の適正使用が課題で

あり、試行事業に参加。グループ内の介護施設においても感染

症の治療に介入できるようになり、感染管理認定看護師として

の活動が広がりました。自施設の現状や課題を分析した上で、

研修終了後にどのような活動ができるかを組織や管理者と共

有した上で受講することが重要です。

公益社団法人 日本看護協会

病態を理解するとともに、患者の背景や退院後の生活をふま

えてベストなタイミングで特定行為を実施することは看護師と

してスムーズな治療を支援する役割の一部。看護師には、看

護の資格を活かし、アウトカムを出す責任があり、そのために

この制度も活用されるべき。

山崎早苗さん山崎早苗さん山崎早苗さん山崎早苗さん

救急看護救急看護救急看護救急看護

丁寧に状態を観察しながら看護をしていれば、多くの医行為は

実施せずに済みます。試行事業に参加し、その判断ができる

ようになりました。患者の傷と生活を誰よりも理解し、一連の創

傷管理を担っています。

松岡美木松岡美木松岡美木松岡美木さんさんさんさん

皮膚・排泄ケア皮膚・排泄ケア皮膚・排泄ケア皮膚・排泄ケア

森下幸子森下幸子森下幸子森下幸子さんさんさんさん

感染管理感染管理感染管理感染管理



日本看護協会「看護職の役割拡大の推進」

http://www.nurse.or.jp/nursing/tokutei/kenshu/

・制度の概要

・制度施行までの流れ

・日本看護協会の考え・取り組み

・よくある質問への回答 など

★今後、周知用リーフレットも掲載予定

日本看護協会ホームページをご覧ください日本看護協会ホームページをご覧ください日本看護協会ホームページをご覧ください日本看護協会ホームページをご覧ください

日本看護協会公式ホームページ

トップページ下部の

このアイコンをクリック！

公益社団法人 日本看護協会
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H21.8 ～H22.3 厚労省「チーム医療の推進に関する検討会」設置厚労省「チーム医療の推進に関する検討会」設置厚労省「チーム医療の推進に関する検討会」設置厚労省「チーム医療の推進に関する検討会」設置→→→→

：特定看護師（仮称）制度創設等を提言（H22.3報告書）

H21.5 第第第第12121212回経済財政諮問会議：回経済財政諮問会議：回経済財政諮問会議：回経済財政諮問会議：麻生総理大臣 「どの範囲の業務を、どういう条件で看護師に認めるか具体的に検討すべし」

H25.12H25.12H25.12H25.12 社会保障審議会医療部会社会保障審議会医療部会社会保障審議会医療部会社会保障審議会医療部会 「医療法等改正に関する意見」「医療法等改正に関する意見」「医療法等改正に関する意見」「医療法等改正に関する意見」

： 「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」の創設を提言

H22.5H22.5H22.5H22.5～～～～ 厚労省「チーム医療推進会議」厚労省「チーム医療推進会議」厚労省「チーム医療推進会議」厚労省「チーム医療推進会議」 (20202020回回回回開催)

「チーム医療推進のための看護業務検討「チーム医療推進のための看護業務検討「チーム医療推進のための看護業務検討「チーム医療推進のための看護業務検討WGWGWGWG」」」」 ( 36363636回回回回開催)

H22.8 看護業務実態調査を実施

H22年度～ 養成の試行を開始養成の試行を開始養成の試行を開始養成の試行を開始 （事業名：看護師特定能力養成調査試行事業）（事業名：看護師特定能力養成調査試行事業）（事業名：看護師特定能力養成調査試行事業）（事業名：看護師特定能力養成調査試行事業）

H23年度～ 医療現場での試行を開始医療現場での試行を開始医療現場での試行を開始医療現場での試行を開始 （事業名：看護師特定行為・業務試行事業）（事業名：看護師特定行為・業務試行事業）（事業名：看護師特定行為・業務試行事業）（事業名：看護師特定行為・業務試行事業）

Ｈ25.3 「チーム医療推進会議」報告書とりまとめ

：大半の委員が「特定行為に係る看護師の研修制度案」に賛成

Ｈ25.10 「チーム医療推進会議」「チーム医療推進会議」「チーム医療推進会議」「チーム医療推進会議」とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ（ 「診療の補助における特定行為（案）」「特定行為に係る

看護師の指定研修の基準に係る事項（案）」）

：具体的な特定行為、指定研修の基本理念や到達目標、教育内容等が示され、大半の委員が賛成

H26. 6H26. 6H26. 6H26. 6 保健師保健師保健師保健師助産師助産師助産師助産師看護師法改正を含む「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看護師法改正を含む「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看護師法改正を含む「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看護師法改正を含む「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」が成立・公布関係法律の整備等に関する法律」が成立・公布関係法律の整備等に関する法律」が成立・公布関係法律の整備等に関する法律」が成立・公布

特定行為研修制度創設までの検討の経緯

H26. 12H26. 12H26. 12H26. 12 医道審議会医道審議会医道審議会医道審議会 看護師特定行為・研修部会とりまとめ看護師特定行為・研修部会とりまとめ看護師特定行為・研修部会とりまとめ看護師特定行為・研修部会とりまとめ

H27. 3H27. 3H27. 3H27. 3 「「「「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ににに

規定規定規定規定する特定行為研修に関する省令」（平成する特定行為研修に関する省令」（平成する特定行為研修に関する省令」（平成する特定行為研修に関する省令」（平成26262626年年年年3333月月月月13131313日厚生労働日厚生労働日厚生労働日厚生労働省令第省令第省令第省令第33333333号）、および施行通知発出号）、および施行通知発出号）、および施行通知発出号）、および施行通知発出

参考資料

公益社団法人 日本看護協会
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