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１．診療看護師（ＮＰ）資格更新の実施概要
診療看護師（ＮＰ）資格更新は、一般社団法人日本ＮＰ教育大学院協議会の定款に定める
第４条の（１）の②に基づき、以下のとおり実施します。
１）

診療看護師（ＮＰ）資格更新

（１） 目的
更新は、診療看護師（ＮＰ）の質の維持・向上および発展に繋げることを目的とします。
（２） 方法
更新にあたっては、ＮＰ資格認定を受けた診療看護師（ＮＰ）を対象に、資格取得後 5
年毎に実践と実績を評価します。
※「実践」とは
ＮＰ資格認定を受けた診療看護師（ＮＰ）が、大学院における診療看護師（ＮＰ）教育
をもとに、臨地（教育現場を含む）において、必要な７つの能力注）を駆使して活動すること
を指します。
（個々の所属機関における、診療看護師（ＮＰ）の名称使用の有無等は問いま
せん。）
注）７つの能力とは日本ＮＰ教育大学院協議会が示す以下の能力
①包括的健康アセスメント能力、②医療処置・管理の実践能力

③熟練した看護実践能力

④看護マネジメント能力 ⑤チームワーク・ 協働能力
⑥医療保健福祉制度の活用・開発能力 ⑦倫理的意思決定能力
※「実績」とは
ＮＰ資格認定を受けた診療看護師（ＮＰ）が、大学院における診療看護師（ＮＰ）教育を
もとに、臨地（教育現場を含む）において、知識や技術等を駆使して行う社会貢献ならびに
自己研鑽に関する活動を指します。
（３）2021 年度更新対象者
2021 年度の更新は、2015～2016 年度の NP 資格試験合格者、もしくは 2020 年度更新延長
審査の合格者が対象です。
2015 年度資格試験合格者は、資格取得し 5 年以上を経過しているため、以下の経過措置をと
ります。申請書類は 2017～2021 年度の約 4.5 年間の実践と実績について作成してください。
< 経過措置 >
2015 年度の NP 資格認定試験合格者は 2017 年 4 月 1 日を更新の起算日とし、書類
申請のこと。
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２）2021 年度診療看護師（ＮＰ）資格更新の流れ
日程

申請者

日本ＮＰ教育大学院協議会

2021 年

※該当者へ更新案内メール送付

４月上旬

① 更新案内メールの受理

4 月１日～

② 審査書類の作成
・電子書類（様式１、２，４）への入力
・書類（様式３、５、６）に添付する証明
書等の準備

10 月 1 日(金)

③ 更新審査料の振込
④ 審査書類提出

～

・電子書類の送信、書類の郵送

11 日（月）

10 月

審査書類・審査料の確認

11 月

審査委員会による審査・判定

12 月
2022 年

理事会への審査結果報告と合否決定

1 月上旬

⑤ 更新審査結果の合否の受領

更新審査合格・不合格通知を郵送送付

1 月 31 日 ⑥ 合格者は更新登録料の振込
17:00 まで
３月

ＮＰ資格更新認定証の受領

更新登録料納付の確認
更新者の登録
ＮＰ資格更新認定証の交付
（郵送にて送付）

その後、５年毎に更新

※①更新案内メール：
資格認定試験願書に記載しているメールアドレスに送信します。info@jonpf.jp からのメー
ルを受け取れる設定にしておいてください。
登録時のメールアドレスが変更されている場合は事務局からの案内メールが届きません。
各自、申請時期が近づきましたら協議会ホームページにて更新に関する情報収集をお願い
します。
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２．申請資格
ＮＰ資格更新を申請する者（以下、申請者）は、申請時において次の２項目１）および２）に
示す要件を満たしていることが必要となります。
１） 一般社団法人日本ＮＰ教育大学院協議会の実施するＮＰ資格認定試験に合格した診療看護師
（ＮＰ）で、日本ＮＰ学会の会員としての手続きを行っている者
※「会員」とは、日本ＮＰ学会の年会費を収めている会員を指します。
2021 年度資格更新の時点で、2017～2021 年度の５年間のうち年会費を支払っていない年
がある場合は更新に必要な要件を満たしません。該当する期間の会費を納めた後に申請書を提
出してください。
２）201617～2021 年度の 4.5 年間に、以下に示す(1)臨地における実践、(2)診療看護師（ＮＰ）と
しての社会活動の実績があること
（１） 臨地（教育現場を含む）における実践 ： 2,000 時間以上
※主として教育機関等において診療看護師（ＮＰ）の育成に携わる者は、講義および演
習、実習指導を実践時間として申請してください。
（２）診療看護師（ＮＰ）としての社会活動の実績 ： 50 点以上
※申請者は「診療看護師（ＮＰ）資格更新 実績項目一覧表」より、申請項目を選択し、
4.5 年間で合計 50 点以上が証明できるよう書類申請してください。

審査申請時に休職・離職中であっても、上記項目を満たす者は申請が可能です。

３．申請方法
１）申請先と申請期間
診療看護師（ＮＰ）資格更新の審査を受ける者は、指定期間内に日本ＮＰ教育大学院協議会事
務局に次の２）に示す書類を提出してください。
申請期間： 2021 年 10 月 1 日（金）9:00～ 2020 年 10 月 11 日（月）17:00
（郵送物は当日消印有効）
申 請 先：

大分県大分市大字廻栖野 2944-9

大分県立看護科学大学内

日本ＮＰ教育大学院協議会事務局
＜電子データ書類の送信先＞

https://www.jonpf.jp/qualifications

3

一般社団法人日本ＮＰ教育大学院協議会

２）申請書類
申請書類は以下（１）～（７)です。様式１～６（ｐ４参照）は本協議会ホームページからダ
ウンロードして作成ください。様式１～６のすべての書類は郵送にて提出してください。ま
た、様式１、２、４は電子入力後に、上記申請先アドレスにアクセスし、作成したファイルを
「更新ページ」に提出してください。申請期間外の受付はしません。
申請書類は不備がないように期限内に提出してください。期日経過後の提出や申請書類に不
備があった場合は受理しません。また、一度提出された書類の返却は行いません。
尚、提出した記載内容に疑義があると審査委員会が判断した場合はヒアリングを行う場合が
あります。

審査申請書類様式の入手方法
一般社団法人日本ＮＰ教育大学院協議会ホームページから様式１～６をダウンロードしてく
ださい。
https://www.jonpf.jp/

（１）診療看護師（ＮＰ）資格更新

申請書（様式１）

（２）診療看護師（ＮＰ）資格更新【実践】報告書（様式２）
（３）勤務証明書（様式３）
更新審査の対象となる期間の勤務証明書を提出してください。該当期間に複数の施設に所属
した場合は、各所属先の証明書をホッチキスで留めて提出してください。
（４）診療看護師（ＮＰ）資格更新【実績】報告書（様式４）
（５）「診療看護師（ＮＰ）資格更新 【実績】報告書」の証明資料貼付書（様式５）
（６）診療看護師（ＮＰ）更新審査料振込通知書（様式６）
（７）返信用封筒
下記 2 種類の封筒に住所･氏名をそれぞれ必ず明記してください。
①更新審査結果通知用（封筒サイズ 120×235mm 長形 3 号 404 円切手貼付）
②更新認定証郵送用（封筒サイズ 240×332 mm 角形 2 号 530 円切手貼付）

４．申請書類の作成
１）診療看護師（ＮＰ）資格更新 申請書（様式１） ＊データはワードファイルのまま送信
（１）
「所属先」の情報は申請時の勤務先について記入してください。
（２）「勤続年数」は記入した所属先での勤務年数を申請時点での年数で記載してください。
（３）
「認定証番号」欄には「NP 資格認定合格証の登録番号」を記入してください。
（４）「同意書」欄にチェックしてください。
（５）「印」はデータ送付時には不要。郵送の際に押印してください。
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同意があった場合のみ、審査要件の日本ＮＰ学会入会状況を確認します。同意をせずに申請
を希望する者は、各自で該当期間の入会証明書を取り寄せて、申請書と共に提出してくださ
い。
２）診療看護師（ＮＰ）資格更新 【実践】報告書（様式２）
（１）実践時間
※臨床や臨地（病院、施設、在宅等）における実践について、2017～2021 年度の実践につ
いて合計時間を記入してください。
・実践時間については、「常勤」の場合は、法定労働時間（１日８時間、週４０時間）に
基づき、１年間の実践時間を「2000 時間」として記入してください。
・非常勤やパート、短時間勤務等、法定労働時間に満たない勤務形態の場合は実際の勤務
時間の合計を記入してください。
・勤務の両者が、常勤と短時間勤務の形態が含まれる場合は、法定労働時間と短時間勤務
による時間を合計し、記入してください。
※教育機関に所属し、診療看護師（ＮＰ）教育に携わる人は、講義、演習、実習等、診療看
護師（ＮＰ）教育に係る時間を実践時間とします。
なお、これらの教育は実践時間として扱うため、実績としての報告は認めません。実
践時間は、上記の常勤、非常勤等の記載に加え、勤務した時間のうちＮＰ教育に関与した
割合を考慮し、記入してください。
例：診療看護師（ＮＰ）教育に携わる教育機関に所属（常勤５年の場合）した場合
教育機関において、診療看護師(ＮＰ)教育 70％、学部教育 30％の時
週 40 時間×50 週間（１年間）×0.7（70％）×５年＝7000 時間
※ 教育機関に所属し、診療看護師（ＮＰ）教育以外の教育を担っている場合は、実践時間
とみなすことはできません。（実践とみなされない例：看護学生対象の基礎教育活動、
臨床における看護師への教育活動、特定行為研修に関する教育活動など）
（２）実践概要
2017～2021 年度の期間に所属先で実践した活動を振り返り、本協議会が示す「診療看護
師（ＮＰ）に必要な７つの能力注）」を１つ１つの能力ごとに実践概要を記載してください。
文字数は、７つの能力全ての合計文字数が 2000～2500 字の範囲となるように作成してく
ださい。指定された文字数の範囲外で作成されている場合は審査対象外となります。
※注）以下の７つの能力毎に記載。全文字数で 2000～2500 字。
①包括的健康アセスメント能力、②医療処置・管理の実践能力 ③熟練した看護実践
能力

④看護マネジメント能力 ⑤チームワーク・ 協働能力 ⑥医療保健福祉制度の

活用・開発能力 ⑦倫理的意思決定能力
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３）勤務証明書（様式３）
更新審査の対象となる期間の実践時間を証明するために勤務証明書（様式３）を提出してく
ださい。該当期間に複数の施設に所属した場合は、各所属先の証明書を準備し、所属した順
番にして様式３を一括ホッチキスで留めて提出してください。
４）診療看護師（ＮＰ）資格更新

【実績】報告書（様式４）

「診療看護師（ＮＰ）資格認定更新

実績項目一覧表」に示す「群」「種類」「項目」「内

容」「点数」
「備考」に基づき必要事項を記入してください。
（１）Ⅰの１「３）その他の学会への参加」の「内容」について
講演・セミナー講師、シンポジスト、研究発表、大会長、座長として、日本ＮＰ学会以外
の学会に参加する場合は、いずれかを実施した場合に 1 件につき７点として評価します。
例）「座長と研究発表を行った場合は 7 点×2 点の合計 14 点」
（２）Ⅱの「１教育」について
診療看護師（ＮＰ）を対象に行う実習指導、および診療看護師（ＮＰ）や看護職を対象に
行う教育（講義、演習、講演、研修）は、60 分を１件として評価してください。
例１）
「120 分の講義を行った場合は 10 点×2 件の合計 20 点」
例２）
「90 分の講義を行った場合は 10 点×1.5 件の合計 15 点」
（３）Ⅱの「２研修」について
研修への参加は、60 分を１件として評価してください。
例）
「２）その他の学会等が実施する研修（120 分）に参加した場合は 5 点×2 件の合計
10 点」
５）「診療看護師（ＮＰ）資格更新 【実績】報告書」の証明資料貼付書（様式５）
様式４に記載した実績を証明する証明資料(様式５)の提出が必要です。
「診療看護師（ＮＰ）資格更新 実績項目一覧表」の「項目」の「内容」１つにつき１点の原
本を証明資料として提出してください。原本をすでに破棄した等、やむを得ない場合に限り
コピー提出を認めます。添付資料が指定の資料でない場合や資料の内容が申請者の実績と証
明できない場合は無効とします。
証明資料は、様式４の「証明資料番号」欄に記載した証明資料番号を記載し（Ｐ７参照）、
証明資料ごとに様式５を表紙にしてホッチキスで留めてください。様式５に綴じる資料の順
番は、様式４に記載した順で提出してください。
※「診療看護師（ＮＰ）資格認定更新 実績項目一覧表」の備考欄（上段）に複数の種類の証
明書が示されている場合は、その中から、いずれか１つを選び、様式５に貼付して提出してく
ださい。

6

一般社団法人日本ＮＰ教育大学院協議会

※証明書類の公文書は、依頼者の「氏名」
「所属」
「連絡先」
、実績として申請される方の「名
前」「所属」が明記されている書類とします。
※学会発表の場合は、発表者「氏名」が記載された学会プログラムを書類としてください。
「学会名」が明記されている書類とします。
※提出の上限は 100 ポイントまでとします。50～100 ポイントまでの範囲で提出して下さい。
証明資料例（例 1：①学術集会プログラム）

（１）
① 日本 NP 学会第 1 回学術集会

＊番号及びアンダーラインは
朱書きにしてください

テーマ「診療看護師(NP)は社会を変える」

左上に

② 平成 27 年 11 月 26 日開催

｢証明資料番号」

「必要記載事項」の各項
目について、証明資料の

を記入する
＜ 午前の部 ＞

10：00
～10：15

開会式
開会挨拶 大会長
来賓挨拶 大分県知事
基調講演
「なぜ診療看護師(NP)か」
講師：大会長
座長：副大会長 大会副会長
シンポジウム
「ＮＰによる活動の効果」③
講師：〇〇〇子 △△△△病院 NP

10：15
～11：00
11：05
～12：30
＜ 午後の部 ＞
12：40
～13：40

該当箇所に番号と下
線を記入する

①②③

ランチョンセミナー
Ⅰ会場：21 講義室
「診療看護師による PICC 挿入の実際
～国内初の PICC チーム設立の経験を

交えて～」
講師： 〇○○○ △△△△ 東京病院 NP
座長：講師：〇○○○ △△△△ 東京病院長
協賛： ㈱×××××

証明資料見本（例 2：研修会参加証）

（２）
左上に
「証明資料番号」
を記入する

参加証
「必要記載事項」の各項
目について、証明資料の

① 第○回○○○○研修会
①
② ③

氏名
認定 花子③
④ 201□年 6 月 1 日～2 日
日程
10：00～12：00
④
②
場所
④東京教育会館
③

③②

会長
××××

②
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６）診療看護師（ＮＰ）資格更新審査料振込通知書（様式６）
金融機関振込の際の｢本人控｣のコピーを（様式６）に貼付して提出してください。
５）その他の注意事項
（１） 提出する申請書類は所定の様式（A4 サイズ）を使用してください。申請者が作成する申請
書類は、パソコンで作成してください。
（２） 年月の記載は西暦を使用してください。
（３） 訂正箇所は二重線を引き、訂正印を押してください。修正テープ、修正インクは使用しない
でください。
（４） 事務局処理欄には何も記載しないでください。

５

審査申請書類の提出

１）様式１～６を所定の封筒にて「簡易書留」にて郵送してください。
２）封筒の表に「更新審査書類在中」と朱書きしてください。
３）様式１、２、４は提出期限期間内にまとめて、データを事務局に一括して送信してください
４）書類の持参は受け付けません。
＜審査申請書類提出先＞
〒870-1201
大分県大分市大字廻栖野 2944-9 大分県立看護科学大学内
日本ＮＰ教育大学院協議会事務局
＜データ送信先＞

６

https://www.jonpf.jp/qualifications

更新審査料の振込

１）更新審査料は、1 回につき 22,000 円となります。既納の更新審査料は原則として返還致しま
せん。あらかじめご了承ください。
２）更新審査を受ける診療看護師（ＮＰ）の方は、申請書類の提出前に銀行の窓口から金融機関備
え付けの振込依頼書を用いて、更新審査料を「電信扱い」にてお振込みください。
３）更新審査料をお振込の後、金融機関が発行する「本人控え」のコピーを様式６に添付し、提出
してください。振込手数料は申請者の負担となります。予めご了承ください。
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【振込先】
■郵便局■
記号：１７２８０
加入者名：

番号：２０２９９９３１

シャ）ニホンエヌピーキョウイクダイガクインキョウギカイ

■他の金融機関■
ゆうちょ銀行
シャ

七二八支店

口座番号 ２０２９９９３

ニホンエヌピーキョウイクダイガクインキョウギカイ

社）日本ＮＰ教育大学院協議会

７

審査結果の通知と更新資格認定証の発行
通知は 2022 年 1 月以降、本人宛に郵送で審査結果を通知します。電話や FAX、メールでの合否

の問い合わせは受け付けません。
合格者は、更新登録料 11,000 円を上記振込先に振り込んでください。振込期日は 2022 年 1 月
31 日までとします。振込確認後に更新資格認定証を発行し、更新者として登録します。期日まで
に振込が確認できない場合は、資格認定証の発行はできません。

８

資格更新しない場合の措置

１）資格更新の申請をしなかった場合・更新申請したが不合格だった場合
ＮＰ資格認定時から 5 年後に資格が更新されなかった者、また資格更新審査に不合格だった
者は、資格を失効し、診療看護師（ＮＰ）を名乗ることはできません（資格は更新審査該当年
度の 3 月 31 日まで有効）。
現在所有している協議会から発行された合格証は無効になります。2022 年度以降に使用さ
れた場合は処分対象となるおそれがあります。
２）資格更新を延長する場合
病気ややむを得ない理由により資格更新審査を受けることができない場合（病気や海外留
学等で審査申請をすることができない、臨地における実践時間が不足する場合等）は、更新
期間の延長を申請し、認められれば２年間更新期間を 1 回のみ延長することができます。延
長申請を希望する者は、
「延長審査の手引き」を参照してください。
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３）資格を失効し、再認定を希望する場合
資格を失効し、再度ＮＰ資格の取得を希望する者は、ＮＰ資格認定試験を受ける必要があ
ります。受験の手続きをとってください。

９．個人情報の取り扱い
本手続きを通じて取得した個人情報は、用途以外に利用しません。他の目的での利用及び当
協議会の関係者以外への提供を行いません。

＜更新についてのお問合せ＞
日本ＮＰ教育大学院協議会事務局
TEL：097-586-4346
E-Mail：np-koshin @jonpf.jp
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