
お問い合わせ・資料請求は

TEL: 03-6431-1228
FAX

（代表）
平日9：00～18：00
担当：営業部

03-6431-1414 https://gakken-meds.jpWEB〒141-8414　東京都品川区西五反田 2-11-8
株式会社　学研メディカルサポート

受講費用（税別）
研修受講者や受講予定者などご利用方法にあわせて IDを発行します
※学校法人など複数施設でご利用いただく場合、ご契約について別途ご案内しております

看護がかわる！ 現場がかわる！

共通科目 約80テーマ改訂
特定行為研修をe-ラーニングで！
共通科目、区分別科目、領域別パッケージを取りそろえています
必要な教材だけではなく指導者用の資料も充実

でデモ体験できます！

で検索学研　特定行為

無 料e-ラーニング上で受講者へのフィードバック、
合否判定が可能になりました
修了試験受験管理機能など新機能も充実！

2021年6月発行2021年度版

領域別パッケージ名 公開時期 金額
在宅・慢性期領域パッケージ

公開済み

40,000円/月
術中麻酔管理領域パッケージ 50,000円/月
救急領域パッケージ 50,000円/月
集中治療領域パッケージ 50,000円/月
外科系基本領域パッケージ 2021年7月 60,000円/月
外科術後病棟管理領域パッケージ 公開済み 80,000円/月

※領域別パッケージは連続した3か月以上の契約となります
※4か月目から月単位での契約が可能になります

区分別科目名 公開時期 研修時間数 金額
呼吸器（気道確保に係るもの）関連 

公開済み 5～11 各10,000円/月

呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連

心嚢ドレーン管理関連 

腹腔ドレーン管理関連 

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

創部ドレーン管理関連 

透析管理関連

術後疼痛管理関連 

循環器関連

公開済み
12～23 各20,000円/月

胸腔ドレーン管理関連  

ろう孔管理関連 

動脈血液ガス分析関連 

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 

皮膚損傷に係る薬剤投与関連 2021年8月

呼吸器（人工呼吸療法に係るもの）関連

公開済み
24～34 各30,000円/月

創傷管理関連 

循環動態に係る薬剤投与関連 

精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

感染に係る薬剤投与関連　 2021年7月
※区分別科目は月単位での契約が可能です
※旧時間数での研修をご希望の場合はご相談ください

領域別パッケージ

区分別科目

共通科目

未公開の区分別科目の公開時期についてはお問い合わせください

病床数 ～199床 200～399床 400～599床 600床～
指導者用ID数 20 ID 30 ID 40 ID 50 ID

学研ナーシングサポートをご契約の場合
（学研ナーシングサポート料金＋特定行為研修オプション料金） 39,800円/月+5,000円/月 49,800円/月+10,000円/月 59,800円/月+10,000円/月 69,800円/月+10,000円/月

看護師の特定行為研修 共通科目単体で
ご契約の場合 34,800円/月 49,800円/月 59,800円/月 69,800円/月

ビジュアルナーシングメソッドをご契約の場合
（特定行為研修料金＋ビジュアルナーシングメソッド料金） 34,800円/月＋20,000円/月 49,800円/月＋20,000円/月 59,800円/月＋20,000円/月 69,800円/月＋20,000円/月

※共通科目は年度契約のみとなります
※年度途中からのお申し込みも可能です
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※2019年4月までの旧カリキュラム（315時間）にも対応しております。旧カリキュラムの教材は2019年5月以降の新カリキュラム（250時間）で研修される施設でもご覧いただけます
†： 弊社教材の時間数です

臨床病態生理学  （31時間）† 臨床薬理学 (45時間）

豊富な解剖図と病理写真を交えて、
正常な状態と異常な状態の違いを
理解する

薬の多様性、作用機序、相互作用を理解
し、副作用を予測して対策できる。薬の
検索方法や添付文書の読み方も解説

臨床推論 （45時間） 疾病・臨床病態概論 （41時間）†

医療面接のプロが教える秘訣で
問診スキルを身につけ、症例カン
ファレンスをもとにした演習で
思考を鍛える

20以上の診療科の主要疾患の原因、
診断、治療を概括。演習で重症度判断や
ケア・治療方針の提案も

フィジカルアセスメント （45時間） 医療安全学／特定行為実践 （45時間）

頭から爪先まで手技と手順の解説
つきの実演動画18本で徹底模倣。
全身のアセスメントを自分の型に
落とし込む

医療安全学：事故の分析・対応。安全な
行為を実践し、安全な体制をつくる
特定行為実践：医師への実施後報告、
患者へのIC。多様な事例で連携の基盤
を構築

広い領域で深い理解
医学・薬学知識

論理的思考力、判断力

フィジカルアセスメント
で患者の状態を
的確にとらえる

多職種の専門性を
理解してチーム医療の

中核になる

臨床推論で
行為の必要性を判断

迅速、安全で
正確な行為

タイムリーな
介入で

患者の負担減 !

早期発見と
重症化予防で
入院日数減 !

通院の最適化で
患者の負担減 !

効率的な
仕事分担で

多職種の負担減 !

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

医師不在時に
特定行為（輸液の調整など）

単に「発熱」だけでなく、
緊急性と具体性をもって報告

高度な医学知識と
看護実践の統合

病棟で

在宅で 学研教材は
ここも手厚い !

臨床病態生理学
臨床薬理学
疾病・臨床病態概論 早期離床・退院のための

多職種カンファレンスを主催

カテーテル交換を在宅で

清拭中に
浮腫のアセスメント

身につける 発揮する 看護がかわる 現場がかわる

呼吸器（気道確保に係るもの）
関連 （9時間） 

長坂 安子 先生
聖路加国際病院 
麻酔科 部長

呼吸器（人工呼吸療法に係る
もの）関連 （29時間）

菊野 隆明 先生
東京医療センター 
救命救急センター長

血糖コントロールに係る
薬剤投与関連 （16時間）

弘世 貴久 先生
東邦大学医療センター 大森病院 
糖尿病・代謝・内分泌センター 教授

大塚 篤司 先生
近畿大学 医学部 
皮膚科学教室 主任教授

術後疼痛管理関連
 （8時間）

橋口 さおり 先生
慶應義塾大学 医学部 麻酔学教室 准教授/
慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター センター長

循環器関連
 （20時間）

安宅 一晃 先生
奈良県総合医療センター 
集中治療部 部長

心嚢ドレーン管理関連
 （8時間）

安宅 一晃 先生
奈良県総合医療センター 
集中治療部 部長

皮膚損傷に係る
薬剤投与関連 （17時間）

呼吸器（長期呼吸療法に係る
もの）関連 （8時間） 

石原 英樹 先生
八尾徳洲会総合病院 副院長/
呼吸器内科 部長

胸腔ドレーン管理関連
 （13時間）

中村 謙介 先生
日立総合病院 救急集中治療科 主任医長
救命救急センター センター長

腹腔ドレーン管理関連
 （8時間）

村上 雅彦 先生
昭和大学病院 消化器・一般外科 教授/
副院長

ろう孔管理関連
 （22時間）

土岐 彰 先生
戸塚共立第2病院 
小児外科 顧問

栄養に係るカテーテル管理
（CVC管理）関連* （7時間）

寺田 享志 先生
東邦大学 医学部 麻酔科学講座 准教授/
医療安全管理部 副部長

動脈血液ガス分析関連
 （13時間）

落合 亮一 先生
東邦大学 医学部 名誉教授

栄養に係るカテーテル管理
（PICC管理）関連** （8時間）

寺田 享志 先生
東邦大学 医学部 麻酔科学講座 准教授/
医療安全管理部 副部長

創傷管理関連
 （34時間）

大浦 紀彦 先生
杏林大学 医学部 
形成外科 教授

創部ドレーン管理関連
 （6時間）†

菊野 隆明 先生
東京医療センター 
救命救急センター長

栄養及び水分管理に係る
薬剤投与関連 （16時間）

石松 伸一 先生
聖路加国際病院 副院長/
救急部 部長

循環動態に係る
薬剤投与関連 （28時間）

木村 昭夫 先生
国立国際医療研究センター病院
救命救急センター長

精神及び神経症状に係る
薬剤投与関連 （26時間）

日本精神科看護協会

感染に係る薬剤投与関連
 （29時間）

𠮷田 理香 先生
東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科 
感染制御学 教授/感染管理認定看護師

國島 広之 先生
聖マリアンナ医科大学 
感染症学講座 教授

透析管理関連
 （11時間）

中田 孝明 先生
千葉大学大学院 医学研究院 
救急集中治療医学 教授

在宅・慢性期領域
パッケージ

外科術後病棟
管理領域パッケージ

術中麻酔管理
領域パッケージ

救急領域
パッケージ

外科系基本領域
パッケージ

集中治療領域
パッケージ

（61時間） （120時間）† （70時間） （76時間） （96時間）† （76時間）
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特定行為研修における「領域別パッケージ」とは、下記の各領域に 
おいて、実施頻度が高いとされる特定行為を組み合わせて、 
研修を受けやすくする制度です
一部の研修が免除され、研修時間を短縮することができます

区分別科目
各特定行為の実施に必要な専門的知識と技術を身につけ、
行為前後のシームレスな看護につなげます

共通科目
すべての特定行為に共通する、基礎的・総合的な医学知識を学びます

特定行為研修とは
特定行為研修は、高度急性期から在宅医療まで患者の状態に応じた適切な医療を、地域において効率的かつ効果的に
提供することを目的としています。研修は必須科目である「共通科目」と選択性の「区分別科目」（領域別パッケージ）
からなり、研修修了者は自身が選択した診療の補助行為（特定行為）を、手順書により医師の判断を待たずに行えるよ
うになります

領域別パッケージ
自身の所属で包括的に活躍できる専門的知識と技術を 
身につけます

学研のe-ラーニングで1つ先の看護へ！

監修：公益社団法人 地域医療振興協会（JADECOM）

紙面の都合上、略語を使用しています
正式名称は以下のとおりです
  *：  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
†： 弊社教材の時間数です

（監修：各科目参照）
※講師の肩書きは収録時のものです

†： 弊社教材の時間数です



患者に対する
実技の前の
実技試験

患者へ特定行為を
実施、
実施報告書を用いて
医師へ報告
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知識の
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講  義

手技動画にそって
手技の練習

講義と
確認テストは
パソコン・
スマートフォン・
タブレットの
どれでも
受講可能

区
分
別
科
目
、
領
域
別
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ

講 義 演  習演 習 実 習 患者に対する実技 修了試験

実  習 OSCE

修了試験

講義と確認テストは
パソコン・
スマートフォン・
タブレットの
どれでも受講可能
※身体領域別シラバスで
　診療科ごとの研修も可能

提示されたシナリオを
もとに
グループワークで
症例検討

動画を視聴し
手技を身につける

※イメージ画像

臨床経験豊富な講師による講義臨床経験豊富な講師による講義
講　義講　義
● 高レベルの医学知識を学ぶ
 ことで最適な治療をサポー
 トできるようになります
● 看護師の生涯学習にも
● 管理者は受講生の達成状
 況を確認できます
● すべての講義資料は印刷
 が可能です

● 動画とチェックシートで
 手技を細かく確認、練習
● 最前線で活躍する
 経験豊富な医師の手技を、
 動画でじっくり確認できます

手順やコツを動画で解説した手技練習手順やコツを動画で解説した手技練習
実　習実　習

※イメージ画像

医師の思考を追体験する演習医師の思考を追体験する演習
演　習演　習演　習

講義の理解度を振り返られるテスト講義の理解度を振り返られるテスト
確認テスト確認テスト

● すべての講義に完備
● WEBでも紙でも受講可能
● 繰り返し受講でき、履歴が
 残るので成長を実感でき
 ます

e

e

単元で得た
知識の
最終確認

知る 考える 練習する 知る 考える、練習する 実践する

※イメージ画像

※イメージ画像

※イメージ画像

● 具体的な事例・症例をもと
 にして、臨床推論能力、現場
 対応力を高める実践的な
 グループワーク用シートを
 完備
● 課題の解答例や指導の手
 引きも充実

評価基準を完備した実技試験評価基準を完備した実技試験
ＯＳＣＥ　ＯＳＣＥ　ＯＳＣＥ　
● 患者に対する実技を行う前に実技試験で手技を確認
● シナリオにそって
 アセスメントから手技までを評価
● 指導者用の評価表も用意
● OSCEの合否をe-ラーニング上
で評価・記録できます

受講時期を設定できる修了試験受講時期を設定できる修了試験
修了試験修了試験修了試験
● 学んだことを各単元でまんべ
んなく振り返られる

● 受講は指導者の承認制で、受講
まで問題は見られません

● 修了試験の合否をe-ラーニング
上で評価・記録できる

● グループワークを実施後、課題の提出や評価などを
 e-ラーニング上で行えるフィードバック機能
● 演習の合否も評価・記録できます
 ※実習やOSCEも同様に評価可

新機能

手技練習

前後のアセスメントも大切にする実技実習前後のアセスメントも大切にする実技実習
実　習実　習
● 「チェックリスト」で手技を
 確認。「特定行為実施報告
 書」でカルテ記載の練習
● 実施内容やアセスメント
 の詳細を整理して記入
● 「特定行為実施報告書」と
 「チェックリスト」は自施
 設用にカスタマイズする
 ことも可能

患者に対する実技

※イメージ画像 ※イメージ画像

区分別
科目のみ

区分別
科目のみ

指導の手引きで
準備物品も一目瞭然

出題順はランダムに変化します

新機能
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研修に必要な教材がすべてそろっています！
共通科目の研修方法 区分別科目、領域別パッケージの研修方法



秋スタート

春スタート

研修
開始

指定研修
機関に認定

7月 9月 2月

1月 3月 5月末 6月 8月

4月

10月

12月11月末

ここが
〆切!!

全国40万人のユーザをサポートしてきた営業担当者が
各施設にお伺いして一緒にお悩みを解決します

研修委員会の設立
申請書類作成 申請書類修正 申請書類完成

厚生局へ提出
実地調査
面接

厚生局
確認

修正指示地方厚生局へ
確認依頼

認定までのスケジュール

申請書類のサポート
申請書類の作成、病院記載箇所の質
問への対応、提出後の地方厚生局か
らの質問・修正指示への対応を他病
院の事例をもとにサポートします

実地調査・面接のサポート
実地調査の対策や面接の質問事項・
回答のポイントなどをサポートし
ます

研修の組み立て
受講方法、教育方法、
評価方法などの事例
を提供します

申請書類

指定研修機関の申請には、施設概要、カリキュラ
ム、スケジュール（研修計画）、研修担当者名簿、
同意書、掲示物（患者への案内）など、多くの書類
を準備する必要があります
学研では、独自に蓄積した知見をもとに、こうした
書類の作成方法やポイントなどをていねいに
サポートします

申請書類の提出後に、研修室や教材備
品などの施設の設備、掲示物（患者への
案内）の掲示場所などを確認する目的
で、地方厚生局による実地調査が行われ
ます。事前に施設内の準備を整えておく必要があります

申請書の内容をもとに、研修内容や指導
体制、トラブルへの対応方法、責任者の配
置などを確認するために、地方厚生局の
担当者による面接が行われます

以上のような実地調査や面接の対策などもご紹介します

実地調査

面接

戸北 正和 様

国立大学法人 長崎大学病院
看護師長

当院は、看護師特定行為研修を実施するにあたり、
研修に使用する教材を探していたところ、「看護師
の特定行為研修」があることを知りました。学研の
教材は共通科目と区分別科目のなかに、演習や実
習が組み込まれています。演習や実習ではよく練ら
れた症例が提示され、実践に近い内容がリアルか
つ詳細に設定されていると感じました。症例と設問

は特定行為に求められる実践的な理解力、思考力、
判断力を鍛えられることに加えて、高度かつ専門的
な知識および技能を結びつけ、研修生の「考える力」
を引き出してくれる内容となっています。
現在は特定行為研修生が計画的に受講できるよう、
e-ラーニングの管理機能を用いて進捗状況を確認
しながら指導、教育を行っています。

太田 裕子 様

国民健康保険 小松市民病院
看護部長

実践的でリアリティあふれる効果的な学研の特定行為研修プログラム

当院は、2017年度に指定研修機関として看護師の特
定行為研修を開始しました。これまでに4名が修了し、
2020年度には6名の受講生を受け入れています。
研修では演習や実習の前にe-ラーニング講義の受講
を必須とし、復習や臨床で生じた疑問点の確認にも
活用することで理解を深めています。また、講義や演
習の症例検討と指導用手引きには、看護師と医師の

両方の視点が盛り込まれているため指導医も看護師
の目線をもって教えやすく、修了生が医学的知識を
看護実践のなかで活かしやすくなっています。
修了生は現在、臨床現場にて特定行為の実践や患者
指導など幅広く活躍しています。当院の病院理念「共
に歩む」のもと、今後もさらなる活躍をみせてくれる
ことを期待しています。

学びやすい学習システムが、医療と看護をつなぐ人材の育成を助けてくれています

ご利用病院様の 声

書類の作成をはじめ
手厚くサポート

6 7

申請も研修もサポート！
指定研修機関になるための申請をサポートします

特定行為研修は厚生労働大臣が指定する指定研修機関※で行います。病院、
施設、組織は地方厚生局に申請を行うことで、指定研修機関になることが 
可能です。指定研修機関になるためには、多くの申請書類の作成が必要にな
るほか、地方厚生局の担当者による実地調査および面接により、施設要件や
指導者資格を評価されます
これらすべてを豊富な経験をもとに学研がていねいにサポートします

指定研修機関の認定を受けるまで
指定研修機関の認定は年2回（2月、8月）行われます。その申請は、「11月末申請〆切」と「5月末申請〆切」が設けられ
ており、申請書類の提出が必要となります。その後、実地調査と面接が行われ、指定研修機関の認定となります。自
施設が研修機関となることで、受講生は働きながら研修を受けることができます
研修および研修後のOJTで知識・技術を高め、多職種間の信頼関係を構築し、チーム医療の質の向上が期待できます。
施設全体の教育体制が深まることで看護全体の知識や技術の底上げとなることが期待できます

指定研修機関になるためにはこんな準備が必要です

研修体制をサポートします

※補助金、助成金が国・地方より支給されます。診療報酬加算に算定されます（令和2年3月31日疑義解釈資料の送付について（その1））

e-ラーニングの使い方や、演習・実習の進め方、手順書の作成方法などといった 
サポートを行います。また、研修の進捗確認方法や業務と研修を両立させるた
めの効果的な取り組み方法など、ほかの施設の事例をもとにご紹介します


