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◆本学の認定看護師教育課程について
本学は、キリスト教精神に基づいて、1920 年に創立された聖路加国際病院付属高等看護婦学校を母
体とし 1964 年に大学の認可を得たのちも、一貫して看護の開拓に先駆的に携わってきました。
聖路加国際大学教育センターは、看護の実践と教育をつなぐセンターとして、看護師として活躍され
ている方々に向けたキャリア開発プログラムを提供します。ここでは、少子高齢社会で生じている健康
問題や社会の動向を、看護の視点でグローバルに捉え、科学的根拠を集積し、市民とのパートナーシッ
プをとることのできる看護を多くの看護師の方々が実践できるようにと期待しています。
認定看護師教育課程は、教育センターの中の生涯教育部の一つのプログラムとして位置づけました。
2008 年度より、不妊症看護コース、がん化学療法看護コース、訪問看護コースを開講してきました。
2015 年度には、認知症看護コースを開講いたしました。
本学の認定看護師教育課程の特色は、優れた講師陣、ユニークなカリキュラム、充実した学習環境に
あります。講師は、臨床経験および教育経験豊富な聖路加国際大学教員、聖路加国際病院職員ならびに
各分野における研究機関や臨床における専門家が担当します。共通科目の講義や実習を一定期間に集中
して開講する以外は、週 2 日間（金・土）の開講とし、平日の職場勤務を続けながら受講できるように
配慮しています。図書館は国内有数の看護学関連書籍や雑誌を所蔵し、学内のパソコン・インターネッ
ト環境も整備されていますので、効果的に学習を進めることができます。
また、東京都心にあり交通の便もよいという特徴を、学びと生活の充実に生かしてみてはいかがでし
ょうか。新しい自分をきっとみつけられると思います。
職業実践力育成プログラム（ＢＰ）
「職業実践力育成プログラム（BP：Brush up Program for professional）」とは、大学・大学院・短期
大学・高等専門学校におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の
拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職
業実践力育成プログラム（BP）」として文部科学大臣が認定するものです。
本過程は、2018 年 12 月に文部科学省「職業実践力育成プログラム」に認定されました。

◇認 定 看 護 師 教 育 課 程 の教 育 理 念 ◇
聖路加国際大学の理念に基づき、変化する保健医療福祉の領域において看護職として
質の高い能力を発揮することのできる人材を育成し、広く社会に寄与することをめざす。

◇認 定 看 護 師 教 育 課 程 の教 育 目 的 ◇
特定の看護分野において、以下のような能力を有する認定看護師を育成する。
1.

複雑・多様化する社会および医療状況、健康課題を多角的に理解する視点、考え方を養う。

2.

患者および家族の尊厳や生き方を尊重し、自律性や主体性を促す患者・家族中心のケアマイ
ンドを養う。

3.

専門領域においてエビデンスに基づく知見や専門的技術を的確に獲得し、個別性や多様性を
考慮した上で適用できる熟練した実践能力を養う。

4.

専門家として倫理的配慮ができるとともに、質の高い医療サービスの保証に貢献できる実践
能力を養う。

5.

チームのビジョンや方向性を理解するとともに、他職種と連携・協働してチーム医療の推進
に寄与できる能力を養う。
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１．募集人員
訪問看護コース

３０名

認知症看護コース

３５名

２．出願資格
【共通要件】
（1）日本国の看護師免許を有すること。
（2）看護師免許取得後、実務研修注１が通算 5 年以上注２であること。
（3）課程別に定める要件を満たすこと。
注1) 実務研修とは、指導・研修体制のもとにおける看護実務経験を意味します。但し、連続で6ヶ月以上の研修、進学
産休・育休及び病気療養等での休職、教育職、看護実践のない企業などの在職期間は含めません。
注2) 2020年3月末で、看護師としての看護実務経験が60ヶ月以上であることを意味します。但し、勤務形態が非常勤の
場合、150時間の勤務時間を実務研修1ヶ月として換算し、勤務月数を割り出します。

【課程別要件】
＜訪問看護コース＞
（1）通算 3 年以上注 1、在宅ケア領域での看護実績を有すること。
（2）医療処置及び管理を要する患者の在宅における看護（退院支援を含む）を 5 例以上担当した実
績を有すること。
（3）現在、在宅ケアに携わっていることが望ましい。
注 1) 2020 年 3 月末で、当該分野の看護実務経験が 36 ヶ月以上であることを意味します。

＜認知症看護コース＞
（1）通算3年以上注1、認知症者の多い医療・福祉施設（在宅ケア領域を含む）等での看護実績を有す
ること。
（2）認知症者の看護を5例以上担当した実績を有すること。
（3）現在、認知症者の多い医療・福祉施設（在宅ケア領域を含む）等で認知症者の看護実践に携わ
っていることが望ましい。
注1) 2020年3月末で、当該分野の看護実務経験が36ヶ月以上であることを意味します。

３．出願手続
（１）受付期間
２０１９年
※

８月２６日（月）から９月６日（金）※当日消印有効

出願書類一式は「簡易書留」で郵送してください。

（２）出願の流れ
1．ホームページ（http://edu-sk.luke.ac.jp/nintei/）の「受験申込の手順・出願書類ダウンロード」
画面より希望コースをクリックし、指示通りに基本情報の事前登録をしてください。
2．事前登録を完了させて、願書ダウンロード画面より出願書類をダウンロードします。
※事前登録された e-mail アドレスにも事前登録確認メールが配信されます。
※ダウンロードには Microsoft Word 2007 以上の環境が必要です。
3．ダウンロードした出願書類に必要事項を全て記入し、完成させてください。
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※署名および押印箇所以外は、原則パソコンで入力してください。
4．入学検定料を指定の銀行口座に振り込んでください。
5．入学検定料振込金受領証コピーを出願書類様式 9 に貼付し、出願書類一式を「簡易書留」で郵
送してください。
6．出願書類および入学検定料の受領を確認後、受験票を発送します。受験票がお手元に届いた時
点で手続きが完了です。発送は出願書類受付期間終了後となります。
〔出願書類一式〕
① 入学願書

（様式１）

② 履歴書

（様式２）

③ 実務研修報告書（様式３－①、３－②）
④ 勤務（証明書・見込証明書）（様式４）
※現在の職場で、看護実績を通算 5 年以上満たし、および専門分野の看護実績を通算 3 年以上満
たす場合はその職場の証明だけでよい。満たさない場合は、通算 5 年以上であることが確認で
きるように、その前の職場の証明も必要とする。
⑤ 事例等要約（様式５）
※ 訪問看護コース事例 1 件、認知症看護コース事例 2 件
⑥ 推薦書（様式６）
⑦ 志望理由書（様式７）
⑧ 看護師免許証の写し（Ａ４版縮小コピー）１部（様式８）
⑨ 入学検定料振込金受領証のコピー （様式９）
⑩ 合格通知等送付先住所ラベル（様式１０）
⑪ 受験票送付用封筒

※封筒は各自でご用意ください。

（長３サイズ(120×235mm)・362 円切手貼付・住所・氏名・コース名を明記のこと）
（３）入学検定料
検定料

50,000 円（税込）

・検定料を出願期間内に、本学指定の銀行口座へ「電信扱い」で納入してください。
・振込人名義は出願者本人の氏名としてください。
・入学検定料納入票（様式９）に検定料を指定口座へ入金したことがわかる証明書（払込証明書、
利用明細、振込完了画面を印刷したもの等）を貼付（コピー可）してください。
・振込手数料は各自がご負担ください。
・検定料を指定口座へ入金したことがわかる証明書（払込証明書、利用明細、振込完了画面を
印刷したもの等）は大切に保管して下さい。
・納入された入学検定料は返還いたしません。
【振込方法】

下記のいずれかの方法を用いて納入してください。

1)金融機関の窓口
2)ATM（現金自動預け払い機）
3)インターネットバンキング
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≪訪問看護コース 振込先≫
〔銀行・支店名〕三菱 UFJ 銀行（0005）
〔口座番号〕

当座

８８００８０３

〔口座名義〕

ガク）セイルカコクサイダイガク リジチョウ イトイガワジュン

学校法人聖路加国際大学
≪認知症看護コース 振込先≫
〔銀行・支店名〕三菱 UFJ 銀行（0005）

理事長

糸魚川順

支店：振込第一支店（313）

〔口座番号〕

当座

８８００８１８

〔口座名義〕

ガク）セイルカコクサイダイガク リジチョウ イトイガワジュン

学校法人聖路加国際大学
（４）書類提出先

〒104-0044

理事長

糸魚川順

東京都中央区明石町 10-1

聖路加国際大学 教育センター
※

支店：振込第一支店（313）

生涯教育部

宛

封筒余白に「認定看護師教育課程(○○看護コース)願書在中」と朱書きしてください。

（５）受験票
試験日の７日前になっても受験票が到着しない場合は、必ず教育センター 03-5550-2436 まで
問い合わせてください。
４．選抜方法
書面審査、筆記試験（小論文・専門科目問題）
、面接試験
※

各コースにおいて、入学志願者が募集人員の２倍に達した場合は、筆記試験の成績により第 1 段階
選抜を行い、第 1 段階選抜合格者に対して面接を行います。なお、第 1 段階選抜を行う場合は受験
票にて通知します。

５．試験日程・試験場・試験内容
（１）試験日程
実施日：２０１９年１０月１９日（土）

内容

時間

筆記試験（小論文）

9：00～9：30

筆記試験（専門科目問題）

9：40～10：20

面接試験

13：00～17：00（予定）

※入学志願者が募集人員の２倍に達した場合
筆記試験の成績により第 1 段階選抜を実施
※筆記試験合格発表

※13：30

※面接試験(筆記試験合格者のみ)

※13：45～17：00（予定）

（２）試験場

聖路加国際大学

本館 ※予定

（３）試験内容
試験（書面審査、筆記試験、面接）により合格者を決定します。
筆記試験（小論文・専門科目問題）の出題範囲・配点は次の通りです。
領域

出題範囲

配点

訪問看護

在宅看護に関すること

100 点

認知症看護

認知症看護に関すること

100 点
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６．合格発表について
（１）合格発表日時

２０１９年１０月２４日（木）１４：００

ホームページ（http://edu-sk.luke.ac.jp/nintei/）にて公表します。合格者には合格通知書を
送付します。不合格者には通知書の送付はありません。
※電話等による合否のお問い合わせには一切応じません。
（２）補欠者については、入学定員に欠員が生じた場合に繰り上げ入学を許可することがあります。
その場合は本人宛に連絡します。補欠合格者に関してのお問い合わせには一切応じられません。
７．入学手続および納付金
合格通知の際、入学手続きの詳細をご案内いたします。
合格者は、２０１９年１１月８日（金）正午までに次の納付金を振込み、入学手続きを行ってく
ださい。入学手続期間内に納付金の納入をしなかった場合は、入学の意思がないものとみなし、
合格を取り消します。
（１）納付金
①

入学金

100,000 円（税込）

②

授業料（実習費を含む）

800,000 円（税込）

③

納付金は前納することとします。

④

一旦納めた納付金は原則として返還いたしません。

⑤

その他経費として、入学に際して必要な健康診断・免疫確認にかかる費用、教科書代・参考書
代、実習を含め本課程受講にかかる交通費・宿泊費等は自己負担となります。

（２）入学手続締切後に振込を確認し、「入学許可書」を送付します。
８．入学辞退について
入学辞退をされる場合は、２０２０年３月末日までに教育センターまでお申し出ください。所定の
手続きにより、授業料を返還します。
※入学辞退の申し出が２０２０年４月以降の場合は原則として授業料は返還いたしません。
二次募集について
合格者が定員に満たない場合、二次募集を実施します。
◇出願受付期間 ： ２０２０年１月１４日（火）～１月２４日（金）※当日消印有効
◇試験実施日：２０２０年３月６日（金）
◇試験場 ： 聖路加国際大学
◇合格発表：２０２０年３月１１日（水）１４：００
◇入学手続締切：２０２０年３月２４日（火）正午
※二次募集を実施する際の詳細は、ホームページ（http://edu-sk.luke.ac.jp/nintei/）に公表します。
９．教育期間および授業時間
教育期間 ： ２０２０年５月１５日から２０２１年２月２８日（１０ヶ月間）
授 業 日 ： 毎週２日間（金曜日・土曜日）
※但し、共通科目期間(８月から９月のうち約５週間)、実習期間(１１月から１２月のうち
約５週間)については、月曜日から金曜日を予定。(土曜日に振替補講等の場合あり)
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授業時間 ：〔通

常〕 ９時３０分～１２時３０分、１４時００分～１７時００分

〔共通科目〕１０時００分～１２時３０分、１４時００分～１６時３０分
１０．教育課程
☆

訪問看護コース

〔教育目的〕
1） 在宅療養者・障害者及び家族に対して、熟練した看護技術を用いて、水準の高い看護が実践できる
看護職者を育成する。
2） 在宅療養者・障害者及び家族に対する看護実践を通して、他の看護職者に対して指導できる能力を
育成する。
3） 在宅療養者・障害者及び家族に対する看護実践を通して、他の看護職者に対して相談対応・支援が
できる看護職者を育成する。
〔カリキュラム内容〕
共通科目(必修)

120

1．医療安全学：医療倫理
2．医療安全学：医療安全管理
3．医療安全学：看護管理
4．臨床薬理学：薬理作用
5．チーム医療論（特定行為
実践）
6．相談（特定行為実践）
7．指導
8．医療情報論

15
15
15
15
15

専門科目
1．訪問看護概論
2．訪問看護事業所
経営管理
3．安全管理
4．家族支援
5．在宅医療病態論

6．地域包括ケアシステム
7．在宅における医療処置管理
8．在宅薬剤管理
9．フィジカルアセスメント
10．在宅療養に必要なセルフ
ケア支援
11．エンド・オブ・ライフケ
ア

15
15
15
15
60

15
15
15

学内演習

240

105

30 1. 学内演習
15 1） 地域包括ケアシステ
ム評価演習
15
15 2） 多機関・多職種連携
のマネジメント演習
15
3） 訪問看護におけるケ
アマネジメント演
30
習・展開

実習
1．臨地実習

30
30
45

180
180

総時間数 645 時間

☆

認知症看護コース

〔教育目的〕
1） 認知症者とその家族の支援に関する最新の知識と技術を習得し、水準の高い看護実践ができる能力
を育成する。
2） 培った認知症看護の専門的な知識と技術を活かし、看護職に対して指導・相談対応できる能力を育
成する。
3） あらゆる場において、認知症者の生命、生活の質、尊厳を尊重したケアを看護職や他職種と協働し
て提供できる能力を育成する。
〔カリキュラム内容〕
共通科目(必修)

120

専門基礎科目

90

専門科目

150

1．医療安全学：医療倫理
2．医療安全学：医療安全管理
3．医療安全学：看護管理
4．臨床薬理学：薬理作用
5．チーム医療論（特定行為
実践）
6．相談（特定行為実践）
7．指導
8．医療情報論

15
15
15
15
15

1．認知症看護原論
2．認知症基礎病態論
3．認知症病態論（認知症
の原因疾患と治療）
4．認知症に関わる保健・
医療・福祉制度

15
15
45

1．認知症看護倫理
2．
認知症者とのコミュニケーション
3．認知症看護援助方法論Ⅰ
（アセスメントとケア）
4．認知症看護援助方法論Ⅱ
（生活・療養環境づくり）
5．認知症看護援助方法論Ⅲ
（ケアマネジメント）
6．認知症者の家族への支援・
家族関係調整

15
15
45

15

15
15
15

総時間数 630 時間

6

学内演習 90
学内演習

90

30
30
15

実習

180

臨地実習

180

１１．修了証書、履修証明書の交付
修了要件を満たしコース修了を認定された者には修了証書および履修証明書を交付します。
＜履修証明書とは＞
2007 年の学校教育法の改正により、同年 12 月 26 日より大学等における「履修証明制度」が創設さ
れました。従来の学士などの学位とは異なり、社会人等を対象とした一定のまとまりのある学習プ
ログラム修了者に対して交付されるものです。
１２．個人情報の取扱いについて
本教育課程では、学校法人聖路加国際大学個人情報保護規程に準じて個人情報を取り扱いますので、
あらかじめご了承ください。
出願に際して本学が得た受験者の個人情報については、入試選抜に付随する事項および入学手続を
行うために使用します。また、入学を許可された研修生のみ、①教務関係（在籍管理、修学指導等）、
②研修生支援関係（健康管理等）、③納付金徴収に関する業務を行うため使用します。
①から③の利用目的を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
１３．奨学金・補助金について
本教育課程に入学の方は、公益社団法人日本看護協会の「認定看護師教育課程奨学金」に応募する
ことができます。応募方法等は、公益社団法人日本看護協会ホームページ
（http://www.nurse.or.jp/nursing/education/scholarship/index.html）でご確認ください。
研修生が所属する施設を対象とした補助金制度があります。
詳細は、東京都福祉保健局

訪問看護推進総合事業のページをご確認ください。

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/houkan/index.html）
１４．その他
(１) 出願書類が不備の場合は、受理しないことがあります。
(２) 受験の際に健康上の理由により特別な配慮が必要となる場合は、事前に教育センター生涯教育部
03-5550-2436 までご相談ください。
(３) オリンピック・パラリンピック期間中の授業について
東京 2020 オリンピック競技大会の開催期間［2020 年 7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日）］中は授業
を行いませんが、東京 2020 パラリンピック競技大会の開催期間［2020 年 8 月 25 日（火）～9 月
6 日（日）］中は通常通り授業を行います。なお、オリンピック・パラリンピック開催期間前後も含
め都市部の交通機関や宿泊施設は混雑する可能性がありますので、遠方から受講する方は早めの交
通機関および宿泊施設予約をお勧めします。
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＜本学へのアクセス＞

■

東京メトロ日比谷線 築地駅下車
入船橋方面 3・4 番出口

■

東京メトロ有楽町線 新富町駅下車
6 番出口

■

徒歩５分

都営地下鉄大江戸線 築地市場駅下車
Ａ１出口

※

徒歩 3 分

徒歩１５分

駐車するスペースがない為、お車でのご来所はご遠慮ください。

(お問い合わせ)
聖路加国際大学

教育センター

認定看護師教育課程

〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1
電話：03-5550-2436（教育センター直通）
e-mail: nintei@slcn.ac.jp
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