
都道府県が実施する准看護師試験（開催情報）

平成29年度　准看護師試験実施一覧

開催県 試験日 准看護師試験実施要領
※下記URLをクリックください

合格発表日 准看護師免許登録申請
※下記URLをクリックください

担当 TEL

北海道 平成30年2月7日
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/kanng

o/junkan/sikenjissi.pdf
平成30年3月12日

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/kanngo

/junkan/junkanmenkyosinseiryuuijikou.pdf

北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務
課看護政策グループ

011-204-5251

青森県 平成30年2月7日
http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health

/jyunnkanngosisikennosirase.html
平成30年3月12日

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ir

yo/junkanmenkyo.html
青森県庁医療薬務課医務指導グループ 017-734-9291

岩手県 平成30年2月7日
http://www.pref.iwate.jp/iryou/seido/menky

o/027977.html
ー

http://www.pref.iwate.jp/iryou/seido/menkyo

/047193.html
保健福祉部医療政策室医務担当（医療） 019-629-5427

宮城県 平成30年2月7日
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attach

ment/647270.pdf
平成30年3月12日

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryoujinzai

/shiken02.html
宮城県保健福祉部医療人材対策室看護班 022-211-2615

秋田県 平成30年2月7日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIO

NID_B2BCH=490a39f025b96f2fe73faf94be2

a?0&IMNEWS1=750725

平成30年3月12日
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/8

839

秋田県健康福祉部 医務薬事課 看護・地域
医療班

018－860－1406

山形県 平成30年2月7日
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/iryo

/kango/909001329jyunkansiken.html
平成30年3月12日

https://www.pref.yamagata.jp/online_ymg/si

nsei/kf/kfhy008.html
地域医療対策課医師看護師確保対策室 023-630-2258

福島県 平成30年2月7日
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045

d/kansenkangokango09.html
平成30年3月12日

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045d

/kansenkangokango03.html
医療人材対策室看護職員確保担当 024-521-7222　
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※都道府県に掲載されている情報をまとめております。URLが掲載されていない都道府県については、ご自身で担当課に電話をしてご確認ください。
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都道府県が実施する准看護師試験（開催情報）

平成29年度　准看護師試験実施一覧

開催県 試験日 准看護師試験実施要領
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担当 TEL

茨城県 平成30年2月18日

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/ji

nzai/ikusei/isei/div/nurse/documents/kenp

obassui.pdf

平成30年3月8日

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/miy

aho/omiyahc/shinsei/menkyo/jyunkan/shinki

.html

茨城県保健福祉部医療人材課人材育成グ
ループ茨城県准看護師試験担当

029－301－1111 内線3151，3152

栃木県 平成30年2月18日 ー 平成30年3月8日
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/work/shika

ku/iryou/1182304993169.html

栃木県保健福祉部医療政策課看護職員育成
担当

028-623-3152

群馬県 平成30年2月18日
http://www.pref.gunma.jp/02/d1010140.htm

l
平成30年3月8日

http://www.pref.gunma.jp/07/j05410037.html

#sinki
健康福祉部医務課 027-226-2538

埼玉県 平成30年2月18日 ー 平成30年3月8日
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/911-

20091209-90.html
保健医療部保健医療政策課 048-830-3523

東京都 平成30年2月18日
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iry

o/shikaku/jyunkan_t/youkou.html
平成30年3月8日

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo

/shikaku/menkyo.html

東京都福祉保健局医療政策部医療人材課
（准看護師養成担当）

03-5320-4517

神奈川県 平成30年2月18日
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fp3/cnt/

f5510/documents/897416.pdf
平成30年3月8日

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fp3/cnt/f

5510/documents/897416.pdf

神奈川県保健福祉局保健医療部保健人材課
看護指導グループ

045-210-4744

新潟県 平成30年2月18日 ー 平成30年3月8日
http://www.pref.niigata.lg.jp/ishikango/13568

86986774.html
医師・看護職員確保対策課 025-280-5960 

山梨県 平成30年2月18日
http://www.pref.yamanashi.jp/imuka/junka

nshiken26.html
平成30年3月8日

https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/jyunka

ngoshimenkyotetuduki.html
山梨県福祉保健部医務課 担当：看護担当 055（223）1484  

長野県 平成30年2月18日
https://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/kenko/ir

yo/jujisha/junkangoshi2.html
平成30年3月8日

http://www.pref.nagano.lg.jp/suwaho/menky

o/tetsuzuki-01.html
健康福祉部医療推進課 026-235-7142

ブ
ロ
ッ
ク
②

※都道府県に掲載されている情報をまとめております。URLが掲載されていない都道府県については、ご自身で担当課に電話をしてご確認ください。
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担当 TEL

千葉県 平成30年2月8日
http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/kango

shi/jyunkangoshi/jyunkanngoshishiken.html
平成30年3月12日

http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/kangos

hi/mennkyo/jyunnkanngosimennkyo.html
健康福祉部医療整備課看護師確保推進室 043-223-3885

富山県 平成30年2月8日 ー 平成30年3月12日
http://www.pref.toyama.jp/branches/1273/i

mu/menkyoken.htm
厚生部医務課保健看護係 076-444-3220

石川県 平成30年2月8日
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/docum

ents/jyunnkannjissiyoukou.pdf
平成30年3月12日

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/menkyo

sinsei.html
健康福祉部医療対策課 076-225-1431

福井県 平成30年2月8日 ー 平成30年3月12日

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/fukui-

hwc/tiikisiensitu/tiiki-

menkyo.html#zyunkangosi

健康福祉部地域医療課 0776-20-0345

岐阜県 平成30年2月8日
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kak

ushu-iryo/11230/shiken-annai.data/2.pdf
平成30年3月12日

http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/kakus

hu-iryo/11229/menkyo-shinsei.html
医療福祉連携推進課看護係 058-272-8269

静岡県 平成30年2月8日

http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkoho.

nsf/webview2/E372470883DA894A492581A

E001EA91A/$FILE/junkangoshikokuji.pdf

平成30年3月12日
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-

410/jinzai/g01.html
健康福祉部医療健康局地域医療課 054-221-2407

愛知県 平成30年2月8日
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachme

nt/250565.pdf
平成30年3月12日

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/000000

2862.html

愛知県健康福祉部保健医療局医務課看護対
策グループ

052-954-6276

三重県 平成30年2月8日
http://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/81801

023323.htm
平成30年3月12日

http://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/242500

23371.htm#sinki

医療保健部地域医療推進課医師・看護師確
保対策班

059-224-2326　

奈良県 平成30年2月8日
http://www.pref.nara.jp/secure/131698/H2

9_jisshiyourou.pdf
平成30年3月13日 http://www.pref.nara.jp/12484.htm

奈良県庁地域医療連携課医師・看護師確保
対策室

0742-22-1101
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※都道府県に掲載されている情報をまとめております。URLが掲載されていない都道府県については、ご自身で担当課に電話をしてご確認ください。
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担当 TEL

滋賀県 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2885.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/552.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 

京都府 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2886.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/553.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 

大阪府 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2887.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/554.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 

兵庫県 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2888.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/555.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 

和歌山県 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2888.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/555.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 

徳島県 平成30年2月18日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenky

o/info/2885.html

平成30年3月12日

http://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/

jyunkangosimenkyosinsei/555.html

関西広域連合本部事務局（准看護師免許担
当）

06-4803-5669 
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都道府県が実施する准看護師試験（開催情報）

平成29年度　准看護師試験実施一覧

開催県 試験日 准看護師試験実施要領
※下記URLをクリックください

合格発表日 准看護師免許登録申請
※下記URLをクリックください

担当 TEL

鳥取県 平成30年2月9日 http://www.pref.tottori.lg.jp/64768.htm 平成30年3月9日

http://db.pref.tottori.jp/gyosei_001.nsf/10a44

da841b706ed492576f600291108/966a8c381c

bd4a164925771100394c56?OpenDocument

鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医
療人材確保室

0857-26-7204 

島根県 平成30年2月9日
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/i

nfo/kenpou/201711.data/2957.pdf
平成30年3月9日

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko

/iryo/shimaneno_iryo/menkyo/tiji_menkyo.ht

ml

島根県健康福祉部医療政策課 0852-22-6698

岡山県 平成30年2月9日
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/

484383_3503247_misc.pdf
平成30年3月9日

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-

29740.html

岡山県庁保健福祉部医療推進課看護・試験
班

086-226-7323

広島県 平成30年2月9日

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/sou

mu/kenpo/pdf29/11gatsu/092/2017112407

0001.pdf

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nurse-

net/list1770-6669.html
広島県健康福祉局医療介護人材課 082-513-3057

山口県 平成30年2月9日 　－ 　－
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11700

/kango/mennkyo.html
山口県庁医療政策課看護指導班 083-933-2928

香川県 平成30年2月9日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page?350&IM

NEWS1=739418

　－
www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_5/di

r1_5_1/y7p338150306192811.shtml

香川県健康福祉部医務国保課医療人材グ
ループ准看護師試験担当

087-832-3255

愛媛県 平成30年2月9日
http://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/hoke

n/058/058032/058032.html
　－

http://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/hoken/

058/058033/058033.html
愛媛県庁保健福祉部医療対策課 089-912-2406

高知県 平成30年2月9日
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/

2017102000157.html
平成30年3月9日

http://www.pref.ehime.jp/h20100/kenkou/shi

ken_ho/menkyo01.html#jyunkan
高知県 健康政策部 医療政策課 088-823-9649
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都道府県が実施する准看護師試験（開催情報）

平成29年度　准看護師試験実施一覧

開催県 試験日 准看護師試験実施要領
※下記URLをクリックください

合格発表日 准看護師免許登録申請
※下記URLをクリックください

担当 TEL

福岡県 平成30年2月16日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIO

NID_B2BCH=5ddf0897535e4a69a13a54df9e

e8?175&IMNEWS1=728640

平成30年3月14日
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryou

nikansurumenkyosinsei.html#A7

保健医療介護部医療指導課　医師・看護職
員確保対策室

092-643-3276 

佐賀県 平成30年2月16日
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00357785/3_

57785_66003_up_h611l5gy.pdf
-

http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00345085/inde

x.html
佐賀県健康福祉部医務課看護担当 0952-25-7072 

長崎県 平成30年2月16日 　－ 　－

http://www.pref.nagasaki.jp/download/Applic

ationView.php?divcode=42000-

04045&depcode=42000-

04&depname=&no=1&flg=2

長崎県福祉保健部医療人材対策室　看護師
確保推進班

095-824-1111

熊本県 平成30年2月16日 　－ 　－

http://www.pref.kumamoto.jp/common/Uplo

adFileOutput.ashx?c_id=3&id=5693&sub_id=

1&flid=9&dan_id=1

長崎県庁医療人材対策室 095-895-2421

大分県 平成30年2月16日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page?525&IM

NEWS1=709814

　－
http://www.pref.oita.jp/site/nannbuhc/menk

yo.html
医療政策課看護班 097-506-2654

宮崎県 平成30年2月16日
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoyakumu

/kense/saiyo-shikaku/20170919131641.html
　－

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoyakumu/k

ense/shinse-todokede/20160108151405.html
福祉保健部医療薬務課看護担当 0985-26-7450

鹿児島県 平成30年2月16日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page?700&IM

NEWS1=709827

平成30年3月14日

https://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-

fukushi/kenko-

iryo/shikaku/2016menkyosinsei.html

くらし保健福祉部保健医療福祉課医療人材
確保対策室

099-286-2736

沖縄県 平成30年2月16日

https://b2b-

ch.infomart.co.jp/news/detail.page?875&IM

NEWS1=722248

平成30年3月14日
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hoke

niryo/kango/menkyojimutetuduki.html
保健医療部保健医療総務課 098-866-2169
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