
都道府県が実施する准看護師試験（開催情報）

令和4年度は、下記日程で准看護師試験開催予定です。 令和5年1月18日現在情報

開催県 試験実施日 合格発表日 准看護師試験情報URL 試験実施　担当課・会社名 TEL

北海道 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/R5zyunkan.html
保健福祉部地域医療推進局医
務薬務課看護政策係

011-204-5251

青森県 令和5年2月14日 令和5年3月9日
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/R4Aomori_JunkanShiken_J

isshi.html

健康福祉部医療薬務課医務指
導グループ

017-734-9291

岩手県 令和5年2月14日 令和5年3月10日
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/seido/menkyo/1024138.ht

ml

保健福祉部医療政策室医務担
当（看護）

019-629-5407

宮城県 令和5年2月14日 令和5年3月7日 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryoujinzai/r4zyunkanshiken.html
保健福祉部医療人材対策室看
護班

022-211-2615

秋田県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/15941
健康福祉部医務薬事課医療人
材対策室

018-860-1410

山形県 令和5年2月14日 令和5年3月9日
https://www.pref.yamagata.jp/090013/kenfuku/iryo/iji/junkangoshishiken/r

3junkanshiken.html

健康福祉部医療政策課地域医
療支援室

023-630-2258

福島県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045d/kansenkangokango09.html
保健福祉部医療人材対策室看
護職員確保担当

024-521-7222　

作成：一般社団法人日本准看護師連絡協議会
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茨城県 令和5年2月5日 令和5年3月9日
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/jinzai/ikusei/isei/div/nurse/shike

n/r2jyukenganshohaifu.html

保健福祉部医療局医療人材課
人材育成グループ　茨城県准
看護師試験担当

029-301-3151

栃木県 令和5年2月5日 令和5年3月7日 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kango/2022junkansikengoannai.html
保健福祉部医療政策課看護職
員育成担当

028-623-3152

群馬県 令和5年2月5日 令和5年3月9日 https://www.pref.gunma.jp/02/d1010140.html 健康福祉部医務課看護係 027-226-2538

埼玉県 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/eiseishiken/zyunkanshiken/h30/goan

nai.html

保健福祉部保健医療政策課研
修・国際協力・免許担当

048-830-3523

千葉県 令和5年2月5日 令和5年3月7日
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/ishi/kangoshi/jyunkangoshi/jyunkanngos

hishiken.html

健康福祉部医療整備課看護師
確保推進室

043-223-3885

東京都 令和5年2月5日 令和5年3月9日
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/jyunkan_t/youkou.

html

福祉保健局医療政策部医療人
材課（免許担当）

03-5320-4517

神奈川県 令和5年2月5日 令和5年3月10日 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f5510/p1180930.html
健康医療局医療課人材確保グ
ループ

045-210-4759
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新潟県 令和5年2月5日 令和5年3月10日 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/ishikango/jyunkanshikenjissi.html
福祉保健部医師・看護職員確
保対策課看護職員確保育成係

025-280-5178

富山県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.toyama.jp/1204/kurashi/kenkou/iryou/20211013jyun.html 厚生部医務課保健看護係 076-444-3220

石川県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/zyunkangosisiken.html

健康福祉部医療対策課管理・
看護グループ准看護師試験担
当

076-225-1431

福井県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iryou/iryojyujisya/jyunkangosisiken30.html
健康福祉部地域医療課医療人
材確保グループ

0776-20-0345

山梨県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/junkanshiken26.html 福祉保健部医務課看護担当 055-223-1480

長野県 令和5年2月5日 令和5年3月9日
https://www.pref.nagano.lg.jp/doctor/kenko/doctor/jujisha/junkangoshi2.ht

ml

健康福祉部医師・看護人材確
保対策課看護係

026-235-7142

岐阜県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3363.html
健康福祉部医療福祉連携推進
課看護係

058-272-8269
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静岡県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-450/jinzai/junkan/junkan2.html
健康福祉部医療局地域医療課
准看護師試験担当

054-221-2407

愛知県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/jyunkangoshishiken.html
保健医療局健康医務部医務課
看護対策グループ

052-954-6276

三重県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/81801023323.htm
医療保健部医療・介護人材課
看護・介護人材班

059-224-2053

滋賀県 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669

京都府 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669

大阪府 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669

兵庫県 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669
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奈良県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.nara.jp/37958.htm
福祉医療部医療政策局医師・
看護師確保対策室

0742-27-8655

和歌山県 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669

鳥取県 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.tottori.lg.jp/64768.htm
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 令和5年2月14日 令和5年3月14日
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/kango_kakuho/shimane

junkan.html

健康福祉部医療政策課看護職
員確保グループ

0852-22-5252

岡山県 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-116237.html
保健福祉部医療推進課看護・
試験班

086-226-7323

広島県 令和5年2月14日 令和5年3月13日 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nurse-net/jyunkan04.html
健康福祉局医療介護基盤課医
療人材グループ

082-513-3057

山口県 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/kango/14450.html
健康福祉部医療政策課看護指
導班

083-933-2928
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徳島県 令和5年2月5日 令和5年3月10日
https://www.kouiki-

kansai.jp/koikirengo/jisijimu/shikakumenkyo/jyunkangosisiken/3289.html

関西広域連合本部事務局資格
試験・免許課

06-4803-5669

香川県 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/1011jyunkankokuji.html
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 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.ehime.jp/h20150/junkangoshi/r04shiken.html
保健福祉部医療対策課地域看
護係

089-912-2406

高知県 令和5年2月14日 令和5年3月14日 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131301/2022082400170.html 健康政策部医療政策課 088-823-9665

福岡県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/04-siken-yotei.html
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 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00387777/index.html 健康福祉部医務課看護担当 0952-25-7072 

長崎県 令和5年2月14日 令和5年3月13日
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/shikaku-

shiken/460360.html

福祉保健部医療人材対策室看
護師確保推進班

095-895-2423

作成：一般社団法人日本准看護師連絡協議会
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熊本県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/154065.html
健康福祉部健康局医療政策課
看護班

096-333-2206

大分県 令和5年2月14日 令和5年3月10日 https://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/jyunkangoshishiken.html 福祉保健部医療政策課看護班 097-506-2654

宮崎県 令和5年2月14日 令和5年3月15日
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoseisaku/kense/saiyo-

shikaku/20221013181450.html

福祉保健部医療薬務課看護担
当

0985-26-7450

鹿児島県 令和5年2月14日 令和5年3月16日
http://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-fukushi/kenko-

iryo/shikaku/r2shiken.html

くらし保健福祉部医師・看護
人材課看護係

099-286-2736

沖縄県 令和5年2月14日 令和5年3月10日
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/kango/r1jyunkangoshish

iken.html

保健医療部保健医療総務課看
護班

098-866-2169

作成：一般社団法人日本准看護師連絡協議会

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/42/154065.html
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/jyunkangoshishiken.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoseisaku/kense/saiyo-shikaku/20221013181450.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoseisaku/kense/saiyo-shikaku/20221013181450.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-fukushi/kenko-iryo/shikaku/r2shiken.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ae03/kenko-fukushi/kenko-iryo/shikaku/r2shiken.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/kango/r1jyunkangoshishiken.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/kango/r1jyunkangoshishiken.html



