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専門看護師教育課程一覧（平成 24 年 2 月現在） 
 

※大学名、教育課程名等の名称は、平成 24 年 2 月現在、届けられているもの 
 
１．がん看護（52 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程がん看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998 年度） 

2018 年 3 月

 

北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程がん看護学専門分野 

聖路加看護大学大学院看護学研究科看護学専攻がん看護学・緩和ケア上級実

践コース 

高知県立大学大学院看護学研究科がん看護 CNS コース H11 年度 
（1999 年度） 

千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程成人看護学教育研究分野 H12 年度 
（2000 年度） 

2019 年 3 月

 
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程がん看護学 CNS コース 

三重大学大学院医学系研究科看護学専攻成人看護学 H15年度 
（2003 年度） 

2021 年 3 月

東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻実践看護学分

野Ⅰ（クリティカルケア看護学・がん看護学）がん看護学領域実践看護コー

ス 

H16 年度 
（2004 年度） 

2013 年 3 月

琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程人間健康開発学領域成

人看護学分野 

H17 年度 
（2005 年度） 

2014 年 3 月

聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科看護学専攻療養支援看護学分野

がん看護学領域 CNS コース 

H18 年度 
（2006 年度） 

 

2015 年 3 月

名古屋大学大学院医学系研究科博士課程（前期課程）看護学専攻臨床看護学

分野がん看護学領域 

石川県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程成人看護学分野 H19 年度 
（2007 年度） 

 

2016 年 3 月

群馬大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程看護学分野がん看護学

コース 

福島県立医科大学大学院看護学研究科（修士課程）がん看護学 CNS コース 

愛知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程がん看護専門看護

師コース 
H20 年度 
（2008 年度） 

 

2017 年 3 月

岡山大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学分野（博士前期課程）CNS コ

ースがん看護 
九州看護福祉大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻修士課程臨床看護学分

野がん看護学領域上級実践コース 
久留米大学大学院医学研究科修士課程医科学専攻臨床看護学群がん看護論

「がん看護専門看護師教育課程」 
新潟県立看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程がん看護専門看護

師教育課程 
広島大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期看護開発科学講座専門

看護師コースがん看護分野 

福岡県立大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）臨床看護学領域 

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻がん看護学研究部門 

旭川医科大学大学院医学系研究科臨床実践看護学領域（がん看護専門看護師

養成コース） 
H21 年度 
（2009 年度） 

2018 年 3 月

岩手県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程成人看護学研究領

域（がん看護 CNS コース） 

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻がん看護専門看護師コース 

杏林大学大学院保健学研究科博士前期課程 看護学専攻成人看護学 
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岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程専門看護師（がん看護）

コース 

H21 年度 
（2009 年度） 

 

2018年 3月

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科（修士課程）看護・医療・スポ

ーツマネジメント専攻看護学専修専門看護師プログラム（がん看護分野） 
神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻 博士前期課程実践看護学領

域がん看護学分野 
自治医科大学大学院看護学研究科実践看護学分野がん看護学 
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻がん看護 CNS コース 
天使大学大学院看護栄養学研究科看護学専攻ホスピス・緩和ケア看護学コー

ス 
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士（前期）

課程在宅ケア看護学 
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 修士課程看護師コース

（がん看護：専門看護師教育コース） 
徳島大学大学院保健科学教育部保健学専攻（博士前期課程）看護学領域健康

生活支援看護学分野・ストレス緩和ケア看護学 
新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科健康科学専攻（修士課程）看護学

分野がん看護学専門看護師コース（がん看護） 

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻がん看護学 

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科先端保健看護分野新領域保健看護 

領域 実践がん看護 

H22 年度 
（2010 年度） 

 

2019年 3月

国立大学法人大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻看護実践コー

ス（がん看護） 
国立大学法人宮崎大学大学院医科学看護学研究科修士課程看護学専攻専門看

護コース（がん看護） 
九州大学大学院医学系学府保健学専攻修士課程臨床健康支援看護学領域専門 

看護師（がん看護）教育課程 

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護科学コース（修士課程）

がん看護専門看護師課程 

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程がん看護学 

日本赤十字広島看護大学大学院看護学研究科修士課程がん看護学領域専門看

護師（CNS）コース 

秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程看護学領域臨床看護学

分野がん看護専門看護師（CNS）コース 

H23 年度 
（2011 年度） 

2020年 3月

 

埼玉医科大学大学院看護学研究科 看護学専攻修士課程高度実践看護学分野

成人看護学領域（実践コース） 

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 看護科学専攻博士前期課程 専門看

護師養成プログラム（がん看護） 

日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程専門看護

師コースがん看護学分野（がん看護） 

武蔵野大学大学院 看護学研究科 看護学専攻(修士課程）がん看護学領域 

山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程がん看護学 

横浜市立大学大学院医学研究科修士課程看護学専攻 先端医療看護学分野がん

看学 

東北大学大学院医学系研究科保健学専攻 家族支援看護学講座がん看護学分

野 
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２．慢性看護（17 課程） ※平成 19 年度より「成人看護（慢性）」より名称変更 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程慢性看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998 年度） 

2018 年 3 月

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻成人看護学研究部門 H12 年度 
（2000 年度） 

2019 年 3 月

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程慢性看護学 CNS コース H12 年度 
（2000 年度） 

2019 年 3 月

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻成人看護学領域
H17 年度 
（2005 年度） 

2014 年 3 月

岩手県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程成人看護学研究領

域成人看護（慢性）ＣＮＳコース 
H18 年度 
（2006 年度） 

2015 年 3 月

神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護学領域

慢性病看護学分野 

山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程慢性期看護学 

新潟大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学分野応用・臨床看護学領域 H19 年度 
（2007 年度） 

2016 年 3 月

高知県立大学大学院看護学研究科慢性看護 CNS コース  H20 年度 
（2008 年度） 

2017 年 3 月

岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程専門看護師（慢性看護）

コース 
H21 年度 
（2009 年度） 

 

2018 年 3 月

 
公立大学法人福井県立大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻成人慢性看護

学 CNS コース 

順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻慢性看護 CNS コース 

広島大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期看護開発科学講座専門

看護師コース 慢性疾患看護分野 

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科生涯発達保健看護分野成人・老年保

健看護領域 実践慢性看護 

H22 年度 
（2010 年度） 

2019 年 3 月

群馬大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程看護学分野慢性看護学

コース 

H23 年度 
（2011 年度） 

2020 年 3 月

 
公立大学法人滋賀県立大学大学院人間看護学研究科修士課程CNSコース慢性疾

患看護学分野 

聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科看護学専攻療養支援看護学

分野慢性看護学領域 CNS コース 
 
３．母性看護（10 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程母性看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998 年度） 

2018年3月

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻母性看護学研究部門 H11 年度 
（1999 年度） 

大阪府立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程母性看護 H13 年度 
（2001 年度） 

2019年3月

千葉大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程母子看護学講座（母性看

護学） 
H15 年度 
（2003 年度） 

2021年3月

青森県立保健大学大学院健康科学研究科健康科学専攻博士前期課程看護学分

野周産母子看護学領域（CNS コース） 
H16 年度 
（2004 年度） 

2013年3月

北里大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻家族看護学Ⅱ（母性）専門分

野 
H17 年度 
（2005 年度） 

2014年3月

自治医科大学大学院看護学研究科修士課程実践看護学分野母子看護学領域母

性看護学 
H19 年度 
（2007 年度） 

2016年3月

広島大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期看護開発科学講座専門 H20 年度 
（2008 年度） 

2017年3月
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看護師コース母性看護分野 

京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）専門看護師（母性看護）

コース 
H21 年度 
（2009 年度） 

2018年3月

新潟大学大学院保健学研究科保健学専攻看護学分野応用・臨床看護学領域 
H23 年度 
（2011 年度） 

2020年3月

 
 
４．小児看護（23 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程小児看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998 年度） 

2018 年 3 月

聖路加看護大学大学院看護学研究科看護学専攻小児看護学上級実践コース H11 年度 
（1999 年度） 

高知県立大学大学院看護学研究科小児看護 CNS コース 

山形大学大学院医学系研究科看護学専攻母子看護学 H12 年度 
（2000 年度） 

2019 年 3 月

茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科看護学専攻臨床看護学領域小児

看護学 CNS コース 
H14 年度 
（2002 年度） 

2021 年 3 月

長野県看護大学大学院看護学研究科看護学専攻小児看護学 CNS コース 

千葉大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程母子看護学講座（小児看

護学） 
H16 年度 
（2004 年度） 

2013 年 3 月

岩手県立大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻母子看護学研究領

域 小児看護 CNS コース 
H17 年度 
（2005 年度） 

 
 

2014 年 3 月
 

 
 

大阪府立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程家族支援看護学 

領域小児看護学分野 CNS コース 

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻小児看護学領域 H17 年度 
（2005 年度） 

2014 年 3 月

東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻実践看護学分

野Ⅵ小児看護学実践看護コース 
H18 年度 
（2006 年度） 

2015 年 3 月

青森県立保健大学大学院健康科学研究科健康科学専攻博士前期課程看護学分

野小児家族看護学領域（CNS コース） 
H19 年度 
（2007 年度） 

2016 年 3 月

石川県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程子どもと家族の看護学分

野 
自治医科大学大学院看護学研究科修士課程実践看護学分野母子看護学領域小

児看護学 
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士（前期）課

程小児・家族発達看護学 
藤田保健衛生大学大学院保健学研究科保健学専攻（修士課程）看護学領域小児

看護学分野 
H19 年度 
（2007 年度） 

 

2016 年 3 月

首都大学東京大学院人間健康科学研究科人間健康科学専攻看護科学系博士前

期課程育成期看護学分野小児看護学 CNS コース 
福島県立医科大学大学院看護学研究科（修士課程）小児看護学 CNS コース

岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程専門看護師（小児看護）コ

ース 
H21 年度 
（2009 年度） 

 

2018 年 3 月

神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻 博士前期課程実践看護学領域

小児看護学分野 
名古屋大学大学院医学系研究科博士課程（前期課程）看護学専攻発達看護学分

野小児看護 CNS コース 

H23 年度 
（2011 年度） 

2020 年 3 月

 
日本赤十字広島看護大学大学院看護学研究科修士課程小児看護学領域専門看

護師（CNS）コース 

東北大学大学院医学系研究科保健学専攻 家族支援看護学講座小児看護学分

野  
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５．老年看護（24 課程）※平成 24 年度より「老人看護」より名称変更 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程老人看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998 年度） 

 

2018年3月

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻老年看護学研究部門 

高知県立大学大学院看護学研究科老人看護 CNS コース H11 年度 
（1999 年度） 

千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程老人看護学教育研究分野 H12 年度 
（2000 年度） 

2019年3月

東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士前期課程

高齢者看護・ケアシステム開発学 

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程老人看護学 CNS コース 

茨城県立医療大学大学院保健医療科学研究科看護学専攻臨床看護学領域老人

看護学 CNS コース 
H14 年度 
（2002 年度） 

2021年3月

 

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻老年看護学 

聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻老年看護学 
CNS コース 

H15 年度 
（2003 年度） 

 

2021年3月

 
長野県看護大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻老年看護学 
CNS コース 
東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻実践看護学分

野Ⅲ老人看護学実践看護コース 
石川県立看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻実践看護学領域 
老年看護学分野 

H17 年度 
（2005 年度） 

2014年3月

群馬大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程看護学分野老年看護学

コース 
H19 年度 
（2007 年度） 

 

H19 年度 
（2007 年度） 

2016年3月

 
 

 
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科（修士課程）看護・医療・スポー

ツマネジメント専攻看護学専修専門看護師プログラム（老人看護分野） 
神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護学領域

老人看護学分野 
首都大学東京大学院人間健康科学研究科人間健康科学専攻 看護科学域 博士 
前期課程成熟期看護学分野高齢者看護学 CNS コース 

H19 年度 
（2007 年度） 

2016年3月

山形大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程老人看護学専攻 

愛知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程老人看護専門看護

師コース 
H20 年度 
（2008 年度） 

2017年3月

山梨大学大学院医学工学総合教育部修士課程看護学専攻高齢者看護学 

大阪市立大学大学院看護学研究科修士課程生活看護学分野老年看護学 CNS コ

ース 

H21 年度 
（2009 年度） 

2018年3月

京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）専門看護師（老人 

看護）コース 
沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科生涯発達保健看護分野 

成人・老年保健看護領域 実践老年看護 

H22 年度 
（2010 年度） 

2019年3月

久留米大学大学院医学研究科修士課程医科学専攻 臨床看護学群 老年

看護論「老人看護専門看護師教育課程」 
H23 年度 
（2011 年度） 

2020年3月

 

三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻（修士課程） 実践看護学領域

老年看護学分野 CNS コース 
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６．精神看護（21 課程） 
教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程精神看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H10 年度 
（1998年度） 

2018 年 3 月

北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程精神看護学専門分野 

聖路加看護大学大学院看護学研究科看護学専攻精神看護学上級実践コース 

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻精神看護学研究部門 H11 年度 
（1999年度） 

 高知県立大学大学院看護学研究科精神看護ＣＮＳコース 

東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻実践看護学分

野Ⅳ精神看護学実践看護コース 
H15 年度 
（2003年度） 

2021 年 3 月

大阪府立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程生活支援看護学 

領域精神看護学分野ＣＮＳコース 
H17 年度 
（2005年度） 

2014 年 3 月

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻精神保健看護学領

域 
三重県立看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻クリティカルケア

系 看護学領域クリティカルケア系精神看護学分野／生活習慣系看護学領域生

活習慣系精神看護学分野 
慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科（修士課程）看護・医療・スポー

ツマネジメント専攻看護学専修 専門看護師プログラム（精神看護分野） 
H18 年度 
（2006年度） 

 

2015 年 3 月

東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士前期課程 

精神保健看護学 
自治医科大学大学院看護学研究科修士課程実践看護学分野健康危機看護学領

域精神看護学 
H19年度 
（2007年度） 

2016年 3月

福島県立医科大学大学院看護学研究科（修士課程）精神看護学 CNS コース 

愛知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程精神看護専門看護

師コース 
H20年度 
（2008年度） 

2017年 3月

熊本大学大学院保健学教育部保健学専攻博士前期課程看護学分野精神看護学

領域（CNS コース） 

H21年度 
（2009年度） 

2018年 3月

 
 千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程成人・老人看護学講座（精神看護学） 

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科文化間保健看護分野地域保健看護 

領域 実践精神看護 

H22年度 
（2010年度） 

 

 

H22年度 
（2010年度） 

2019年 3月

 
 
 
  

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻看護学分野修士課

程看護学分野精神看護学領域 

日本赤十字広島看護大学大学院看護学研究科修士課程精神看護学領域専門看 

護師（CNS）コース 

神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻 博士前期課程 実践看護学

領域 精神看護学分野 
H23年度 
（2011年度） 

2020年 3月

 
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 看護科学専攻博士前期課程 専門看

護師養成プログラム（精神看護） 
 
７．家族看護（5 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

高知県立大学大学院看護学研究科家族看護 CNS コース H11 年度 
（1999年度） 

2018年 3月

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻家族看護学 
（※平成 13 年度入学生より適用） 

H13年度 
（2001年度） 

2021年 3月

愛知県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程家族看護専門看護

師コース 
H20年度 
（2008年度） 

2017年 3月

神戸大学大学院保健学研究科保健学専攻博士課程前期課程看護学領域家族看

護学分野（家族支援 CNS コース） 
H21年度 
（2009年度） 

2018年 3月
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大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程家族看護学 CNS コース H23年度 
（2011年度） 

2020年 3月

 
８．感染看護（10 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程感染看護学 H15 年度 
（2003年度） 

2021年 3月

大阪府立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程感染看護学 H18 年度 
（2006年度） 

2015年 3月

愛知医科大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻基礎看護学分野感染看

護学領域 CNS コース 
H19年度 
（2007年度） 

2016年 3月

東邦大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程感染看護分野 CNS コース H21年度 
（2009年度） 

2018年 3月

宮城大学大学院看護学研究科博士前期課程（修士課程）看護実践論領域感染看

護分野高度専門職業人養成コース専門看護師養成プログラム 
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護科学コース（修士課程）感

染看護専門看護師課程 
H22年度 
（2010年度） 

2019年 3月

久留米大学大学院医学研究科修士課程医科学専攻臨床看護学群臨床基礎看護

論「感染看護専門看護師教育課程」 

順天堂大学大学院 医療看護学研究科看護学専攻 感染看護 CNS コース H23年度 
（2011年度） 

2020年 3月

 横浜市立大学大学院医学研究科修士課程看護学専攻先端医療看護学分野感染

看護学 
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科修士課程（看護学専攻）CNS（専門

看護師）養成コース（感染看護分野） 
 
９．地域看護（8 課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程地域看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 
H11 年度 
（1999年度） 

2018 年 3 月

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程地域看護学 CNS コース H12 年度 
（2000年度） 

2019年 3月

高知県立大学大学院看護学研究科地域看護ＣＮＳコース 

北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程健康看護学専門分野 H16年度 
（2004年度） 

2013年 3月

石川県立看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻健康看護学領域  

コミュニティケア分野 
H17年度 
（2005年度） 

2014年 3月

聖路加看護大学大学院看護学研究科看護学専攻地域看護学上級実践コース H18 年度 
（2006年度） 

2015 年 3 月

新潟県立看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程地域看護専門看護

師教育課程  
H20 年度 
（2008年度） 

2017 年 3 月

琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程国際島嶼保健学領

域 地域看護学分野 
H23年度 
（2011年度） 

2020年 3月

 
10．クリティカルケア看護（１７課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程急性看護学 CNS コース H12 年度 
（2000年度） 

2019 年 3 月

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻成人看護学 
（※平成 13 年度入学生より適用） 

H13年度 
（2001年度） 

2021 年 3 月

 
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科総合保健看護学専攻博士前（期課）

程 先端侵襲緩和ケア看護学 
H14 年度 
（2002年度） 

神戸市看護大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護学領域

急性期看護学分野 
H14 年度 
（2002年度） 

2021 年 3 月
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東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻実践看護学分

野Ⅰ（クリティカルケア看護学・がん看護学）クリティカルケア看護学実践看

護コース 

H15 年度 
（2003年度） 

2021 年 3 月

青森県立保健大学大学院健康科学研究科博士前期課程健康科学専攻看護学分

野クリティカルケア看護学領域（ＣＮＳコース） 
H17年度 
（2005年度） 

 

2014 年 3 月

 
北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程クリティカルケア看護学専門

分野 

山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程急性期看護学 H18年度 
（2006年度） 

2015 年 3 月

札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻成人健康看護学 H19年度 
（2007年度） 

2016 年 3 月

自治医科大学大学院看護学研究科修士課程実践看護学分野健康危機看護学領

域成人看護学 

浜松医科大学大学院医学系研究科修士課程（看護学専攻）高度看護実践コース 

名古屋市立大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻専門看護師教育

コース（クリティカルケア看護コース） 
H20年度 
（2008年度） 

2017 年 3 月

愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程実践看護学分野急性・重

症患者看護学領域 CNS コース 
H21年度 
（2009年度） 

 

2018 年 3 月

日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻クリティカルケ

ア看護学 
山口大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程臨床看護学分野急性・重

症患者看護専門看護師コース 

聖路加看護大学大学院看護学研究科看護学専攻急性期看護学上級実践コース H22年度 
（2010年度） 

2019 年 3 月

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程成人看護学（急性・

重症患者看護学） 
 
11．在宅看護（８課程） 

教 育 課 程 名 認定年度 有効期限 

首都大学東京大学院人間健康科学研究科人間健康科学専攻看護科学域博士前

期課程広域看護学分野地域・在宅看護学領域在宅看護 CNS コース 
H19年度 
（2007年度） 

2016年 3月

大阪府立大学院看護学研究科博士前期課程在宅看護学 CNS コース H20年度 
（2008年度） 

2017年 3月

山形大学大学院医学系研究科看護学専攻地域・在宅看護学 

高知県立大学大学院看護学研究科在宅老人看護学 在宅看護 CNS コース H21年度 
（2009年度） 

2018年 3月

 
 
 

聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程看護学専攻在宅看護学上級

実践コース 

国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健医療学専攻看護学分野修士課

程看護学分野在宅看護学領域 
H22年度 
（2010年度） 

 

2019年 3月

 
 
 

兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程在宅看護学専攻分

野（高度実践看護コース） 

山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程在宅看護学 H23年度 
（2011年度） 

2020年 3月

 
 




