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医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンターは、特定行為研修の指定研修機関として現在

申請中であり、2019年 2 月に認可の見込み、4 月に開講予定としております。 

1. 医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター特定行為研修の特色 

当センターが位置する名古屋尾張中部地域の特徴は、入院患者の地域依存率が高く、他

の 2次医療圏や県外からの患者の流入が多い地域であり、 高度な医療を広域に支える役

割として他の構想区域との適切な連携体制を構築していく必要があります。当院の精神

である「世界最高水準の心臓病治療を目指す」を掲げ、地域医療の中核を担い、循環器

専門病院の高度急性期病院としての役割を果たしています。 

これらの特徴をふまえ、2019年 4月より看護師特定行為研修の１区分 5行為を開講し

ます。研修は eラーニングを導入し、就業しながら学習できること、名古屋市内に立地

しておりアクセスが良く通学しやすい環境にあります。 

 

医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター理念 

１）世界最高水準の心臓病治療を目指し、24時間体制で包括的循環器診療を提供すること 

２）患者様本位の優しい医療を実施し、病診連携の重視や、地域貢献として心臓病予防の

啓発・普及に努めること 

2. 特定行為研修の教育目的 

 本院の理念をもとに、専門職としての向上心および人間としての成熟を追求し、熟練

した技術を備え、「チーム医療」を推進できる調整力、問題解決能力を有する看護師を

育成する。 

3. 特定行為研修の教育目標 

1) 地域医療または高度先進医療の現場において、重大な病態の変化や疾患を包括的に

アセスメントし当該特定行為を行うための知識、技術、態度の基礎的な能力を養う 

2) 患者の倫理面・安全面に配慮して、必要な特定行為を実施する基礎的な能力を養う 

3) 円滑なチーム医療推進のため、他職種が高い専門性を発揮し、協働して効果的な問

題解決ができるための調整役となれる能力を養う 

4) 自己研鑽を継続し、医学的・看護的視点において看護実践を確立する能力を養う 

4. 研修内容と時間数 

 研修は共通として学ぶ「共通科目」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分か

れています。共通科目は必須、区分別科目は選択制の研修となります。 

【共通科目】 

 e-ラーニングでの講義は個別学習、演習・実習は月に１−２回程度の指定日に名古屋

ハートセンターに集合し研修を実施します。 
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【区分別科目】 

 医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンターの観察室や重症患者個室で実習を行い

ます。共通科目を修得後に、選択した区分別科目を履修します。 

共通科目（必修研修）時間数には試験時間も含む 

共 通 科 目 名 総時間数 講義 

（e ラーニングにて個別学習） 

演習・実習 

（集合研修） 

臨床病態生理学 4 5 時 間 43 時間（試験時間含む） 2 時間(演習) 

臨 床 推 論 4 6 時 間 37 時間（試験時間含む） 8 時間（演習）1時間（実習） 

フィジカルアセスメント 46 時間 41 時間（試験時間含む） 3 時間（演習）2時間（実習） 

臨 床 薬 理 学 45 時間 36 時間（試験時間含む） 9 時間(演習) 

疾病・臨床病態概論Ⅰ 45 時間 41 時間（試験時間含む） 4 時間(演習) 

疾病・臨床病態概論Ⅱ 15 時間 11 時間（試験時間含む） 4 時間(演習） 

医 療 安 全 学 31 時間 21 時間（試験時間含む） 9 時間（演習）1時間（実習） 

特 定 行 為 実 践 45 時間 25 時間（試験時間含む） 12 時間(演習)8時間(実習） 

 

開講する区分別科目 指定時間数（試験時間含む） 

区分別科目名 学習内容 指定時間数 

循環動態に関わる薬剤投

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 

60時間 

区分別科目は 1名の患者に複数の特定行為が実施される場合は同時進行で研修を実施し

ます。 

5. 研修期間 

2019年 4月１日〜2020年 3月 31日 １年間 

前期：2019年 4月 1日〜2019年 10月（共通科目履修時間） 

後期：2019年 11月〜2020年 2月（区分別科目履修時間） 

＊3月に修了審査を実施し、3月末に研修が修了となります。 

集合研修・実習時間 8:30〜17:30（状況に応じて調整実施） 
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6. 修了要件 

本研修を修了するためには以下の要件を満たす必要があります。 

共通科目履修後の筆記試験に合格し、特定行為区分別科目履修後に実技試験、実習の

観察評価、筆記試験などの科目ごとの合格要件とします。 

なお修了判定は特定行為研修管理委員会で行われます。 

7. 募集要件 

看護師特定行為研修の応募に当たり下記の要件、すべてを満たしていることが必要と

なります。 

1)日本国の看護師免許を取得しているもの。 

2)看護師経験年数が通算 5 年以上、かつ、希望する特定行為領域専門部門の看護経験が 

3 年以上ある看護職。 

3)所属施設において特定行為研修中における協力、研修受講後の活動への支援が得られ

ること。 

4)所属施設における看護師の特定行為を進める方針を含めた推薦理由を所属長から受け

ることができる。 

8. 定員  

定員 5名 

9. 出願手続き 

2019年 2月 4日（月）〜2019年 2月 26日（火）必着 

募集要項、必要書類は医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター ホームページより

ダウンロードしてください。 

医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター http//nagoya.heart.or.jp 

10. 出願提出書類 

１）受講申請書（様式 1） 

２）履歴書（様式 2） 

３）受講申請許可書（受講同意書）（様式 3） 

４）推薦書（様式 4） 

５）受講動機（様式 5） 

６）受験票（様式 6） 

７）看護師免許証の写し 1枚  

＊認定看護師、専門看護師は認定証の写し、特定行為研修共通科目修了者はそれを 

証明するものも同封の事 

８）受講審査料（32,400円消費税含む）の振込用紙控え 
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※ なお、提出された出願書類、受講審査料はいかなる理由があっても返却いたしません。 

振込先：蒲郡信用金庫 南栄支店 普通 口座 2072227 

    医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセンター 特定行為研修 大川育秀 

  

11. 出願書類提出方法 

上記の出願を封入の上、封筒に「特定行為研修 志願書在中」と朱書きのうえ、以下の送付

先に必ず「簡易書留」で送付するか、または直接持参してください。 

   （提出先及び問い合わせ窓口） 

〒461-0045 

       愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目 1-14 

       医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター 看護師特定行為研修担当 前田宛 

    TEL: 052-719-0810    FAX: 052-719-0811 

12. 選考方法及び日時、場所 

選考方法：書類審査及び面接 

日時  ：2019年 3月 6日(水) 

場所  ：医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター 第１会議室 

 

13. 合否発表 

2019年 3月 20日（水）本人宛に簡易書留にて郵送いたします。 

 

14. 受講手続き 

合格通知の際に、受講手続き及び研修受講料の振込についての詳細をご案内します。 

受講手続き期間中に研修受講料の振込をお願いします。 

なお、研修期間中においては「看護職賠償責任保険」の加入が必須となります。 

 

受講手続期間 2019年 3月 21日（木）〜2019年 3月 27日（水） 

＊上記の期間内に受講手続きがされない場合は、合格を取り消します。 

＊また、受講手続き期間後に受講を取り消した場合は、研修受講料は返金致しません。 
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15. 研修受講料 

＊研修受講料は、共通科目研修受講料と許可された区分別科目の合計金額となります。 

入学後の履修関係などの必要な業務のみにおいて使用させていただき、それ以外の目的

に利用することはありません。 

 

16. その他 

出願及び受講手続きにより提供いただいた個人情報は厳重に管理し、受講選考業務、入

学後の履修関係などの必要な業務のみにおいて使用させていただき、それ以外の目的に

利用することはありません。 

不明な点がありましたら、 

医療法人名古屋澄心会名古屋ハートセンター 看護師特定行為研修担当 前田   

にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

共通科目受講料 

 

¥306,000円 

特定行為研修別科目受講料 

・循環動態に関わる薬剤投与関連 ¥ 78,000円 

 

合計 ¥384,000円 


