
（様式２）

学校名： 聖路加国際大学教育センター 　　26単位
課程名： 認定看護師教育課程（訪問看護） 84%

分類 科目名 配当年次 単位数 企業等 双方向 実務家 実地 担当教員・実務家名 教員・実務家の所属

必修 医療安全学：医療倫理 1 ○ ○
高橋 美賀子
鶴若 麻理

聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際大学

必修 医療安全学：医療安全管理 1 ○ ○

嶽肩 美和子
安藤 こずえ
桑原 良子
佐藤 直子
菅原 裕子

中村 真理子
細田 志衣

髙井 今日子
千々輪 香織
竹川 英子

岩崎 寿賀子
福島 亜衣

聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際病院(実務家)

必修 医療安全学：看護管理 1 ○

吉田 千文
山田 雅子
井部 俊子
福井 次矢

聖路加国際大学
聖路加国際大学(実務家教員)
井部看護管理研究所(実務家)

聖路加国際病院（実務家)

必修 臨床薬理学：薬理作用 1 ○ ○

小池 潤
加藤 裕久

安藤 こずえ
桑原 良子
佐藤 直子
菅原 裕子

中村 真理子
細田 志衣

川名 賢一郎

新潟県立看護大学（実務家)
昭和大学（実務家)

聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)

聖路加国際病院（実務家)

必修 チーム医療論（特定行為実践） 1 ○
井部 俊子

倉岡 有美子
佐々木 菜名代

井部看護管理研究所（実務家)
日本赤十字九州国際看護大学（実務家教員)

川崎市立多摩病院（実務家)

必修 相談（特定行為実践） 1 ○ ○

桑原 良子
佐藤 直子
細田 志衣

安藤 こずえ
菅原 裕子
中村 希

中村 真理子

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 指導 1 ○ 柳橋 礼子 聖路加国際病院（実務家)
必修 医療情報論 1 中山 和弘 聖路加国際大学

必修 訪問看護概論 1 ○
山田 雅子
佐藤 直子
細田 志衣

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 訪問看護事業所経営管理 1 ○ ○

佐藤 直子
細田 志衣
山崎 優子
滝口 美里
山田 雅子

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

ティエル訪問看護ステーション(実務家)

聖路加国際病院(実務家)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 安全管理 1 ○ ○
佐藤 直子
細田 志衣

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 家族支援 1 ○ ○
佐藤 直子
細田 志衣

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 在宅医療病態論 4 ○ ○

山田 雅子
衛藤 光

田代 真理
斎藤 忠則
曽根 晶子
安田 貴子
本城 綾子

佐藤 かおり
村瀬 磨美
林  直哉

岡野 慶子
巻島 富士美
山本 由子
福田 裕子
弓野 大

工藤 芽衣子

聖路加国際大学（実務家教員）
聖路加国際病院（実務家)

東京新宿メディカルセンター(実務家)
東京曳舟病院（実務家)

船橋市立医療センター(実務家)
千葉県精神科医療センター（実務家)

刀根山病院（実務家)
東京山手メディカルセンター（実務家)
地域包括支援センター聖テレジア(実務家)

多摩平の森の病院(実務家）
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター（実務家)

あいりす訪問看護ステーション（実務家)
東京医療保健大学（実務家教員)

まちのナースステーション八千代(実務家)

ゆみのハートクリニック（実務家)
東京都立神経病院（実務家)

必修 地域包括ケアシステム 2 ○ ○

沼田 美幸
佐藤　直子
細田　志衣
佐久本和香
高橋 恵子
大関 郁子
渡部 真理

西山 めぐみ
徳永 なおみ
山田 雅子

聖路加国際大学（実務家)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
東山訪問看護ステーション（実務家)

聖路加国際大学
えがおナースケアステーション（実務家)

あい訪問看護ステーション（実務家)
シュガーハード・習志野訪問看護ステーション（実務家)

横浜市立大学附属市民総合医療センター（実務家)

聖路加国際大学(実務家教員)

授業科目の概要について

要件該当授業時数：
要件該当授業時数／総授業時数：



必修 在宅における医療処置管理 1 ○

沼田 美幸
保田 淳子
小山 珠美
山田 雅子
佐藤 直子
細田 志衣

日本看護協会（実務家)
日本ノーリフト協会（実務家)

NPO法人口から食べる幸せを守る会（実務家)

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

必修 在宅薬剤管理 1 ○ ○
細田 志衣
前田 桂吾
佐藤 直子

聖路加国際大学(実務家教員)
フロンティアファーマシー（実務家)

聖路加国際大学(実務家教員)

必修 フィジカルアセスメント 1 ○ ○

横山 美樹
戸崎亜希子
藤原 圭希
深澤 恭子
長尾 典子
山﨑 佳子

東京医療保健大学
星総合病院（実務家)

ホスピタルケア白金高輪（実務家)
悠ＹＯＵ療養通所（実務家)

埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション（実務家)

訪問看護かえりえ新高根（実務家)

必修
在宅療養に必要なセルフケア
支援

1 ○ ○

盛 真知子
細田 志衣
佐藤 直子
佐藤かおり

聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)
聖路加国際大学(実務家教員)

東京山手メディカルセンター（実務家)

必修 エンド・オブ・ライフケア 2 ○

細田 志衣
佐藤 直子
福田 裕子
佐藤 直子
村田 長子
西山めぐみ
木村 光希

聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
まちのナースステーション八千代（実務家)

まちのナースステーション八千代（実務家)

国立がん研究センター東病院（実務家)

シュガーハート・習志野訪問看護ステーション（実務家)

おくりびとアカデミー（実務家)

必修 学内演習 3 ○ ○
山田 雅子
佐藤 直子
細田 志衣

聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)

必修 臨地実習 4 ○ ○ ○
佐藤 直子
細田 志衣

聖路加国際大学（実務家教員)
聖路加国際大学（実務家教員)

合計： 　　21　　科目 単位

＊申請する課程で受講可能な全ての科目について記入してください。
＊「企業等」、「双方向」、「実務家」、「実地」の欄に○を付けた科目については、要件に該当することを明記したシラバスを添付してくださ
い。
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