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「専門看護師教育課程認定委員会」 

１．構成員 

１） 委員 
田中 美恵子 （委員長 東京女子医科大学） 野嶋 佐由美（副委員長 高知女子大学）

野川 道子  （北海道医療大学） 森 恵美  （千葉大学） 
及川 郁子  （聖路加看護大学） 水谷 信子 （兵庫県立大学） 
堀井 理司  （大阪府立大学） 麻原 きよみ（聖路加看護大学） 
井上 智子  （東京医科歯科大学） 小西 美智子（岐阜県立看護大学） 
小島 操子  （聖隷クリストファー大学）  
なお、下記の 11 専門分科会委員の協力を得た。 

がん看護、慢性看護、母性看護、小児看護、老人看護、精神看護、家族看護、感染看護、

地域看護、クリティカルケア看護、在宅看護 
２） 協力者 

濱田 由紀 （東京女子医科大学） 山内 典子（東京女子医科大学） 

２．趣旨 

専門看護師教育課程の認定の実施および推進 

３．活動経過 

平成 22 年度は、3 回の専門看護師教育課程認定委員会を開催した。また、申請のあっ

た専門看護分野においては、それぞれ専門分科会を開催した。 

１）専門看護師教育課程の審査および認定の実施 

新規認定申請のあった 9 大学の共通科目および 23 専攻教育課程について審査を行い、

新たに 8 大学および 18 専攻教育課程（7 専門看護分野）を認定した（資料参照）。また、

既認定の 6 大学の共通科目、2 大学の専攻教育課程の科目についても追加認定した（資

料参照）。 

22 年度末に認定後 10 年を迎える教育課程については、更新申請のあった 4 大学の共

通科目、8 専攻教育課程について審査を行い、更新認定した（資料参照）。 

２）専門看護師教育課程認定に関する申請希望大学への情報発信および相談業務の実施 

平成 22 年度日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定に関する全体説明会およ

び分科会毎の説明会は、コラッセふくしまにおいて平成 22 年 5 月 28 日（金）の総会当

日午前に実施した。参加者については、101 校 159 名（国立 28 校 43 名、公立 25 校 43

名、私立 48 校 73 名）であった。 

４．今後の課題 

専門看護師教育課程の認定を推進し、専門看護師の増加と質向上に寄与するために、

以下の課題を継続して検討する。 
１）専門看護師教育課程の新規および更新の認定 
２）専門看護師教育課程認定に関する情報発信および相談業務の充実 
３）認定制度の評価 
４）専門看護師の普及について 
５）高度実践看護制度推進委員会との連携による教育課程基準案の検討 

５．資料 

平成 22 年度 専門看護師教育課程認定審査結果の報告 
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平成 22 年度 専門看護師教育課程認定審査結果の報告 

 

１． 専門看護師教育課程の新規認定 

1） 共通科目の認定（8 大学） 

○沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科 

○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看護管

理・教育コース 

○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 

○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 

 ○九州大学大学院医学系学府保健学専攻修士課程 

 ○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） 

 ○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 

 ○日本赤十字広島看護大学大学院看護学研究科修士課程 
 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３１年３月） 

 

2） 専攻分野教育課程の認定 

＜がん看護分野＞（8 専攻教育課程） 

○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 

○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 

○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（※ただ

し、共通科目は否のため、課程認定は不可） 
 

＜慢性看護分野＞（1 専攻教育課程） 

○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 

 

＜小児看護分野＞（1専攻教育課程） 

○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（※ただ

資料 
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し、共通科目は否のため、課程認定は不可） 
 

＜老人看護分野＞（1 専攻教育課程） 

○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 

 

＜精神看護分野＞（3 専攻教育課程） 

○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 

○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 

 

＜感染看護分野＞（2 専攻教育課程） 

○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）感染看護

専門看護師課程 
○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」 
 

＜クリティカルケア看護分野＞（2 専攻教育課程） 

○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 
○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） 
 

＜在宅看護分野＞（2 専攻教育課程） 

○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 
○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） 

 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３１年３月） 

 

２． 専門看護師教育課程の更新認定 

1）専攻分野教育課程の認定 

＜小児看護分野＞（2 専攻教育課程） 

○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Ｃ

ＮＳコース 
○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 
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＜老人看護学分野＞（2 専攻教育課程） 

○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 

○東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻老年看護学 

 

＜家族看護分野＞（1 専攻教育課程） 

○東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻家族看護学 

 

＜クリティカルケア看護学分野＞（3 専攻教育課程） 

○東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻成人看護学 

○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)課程先端侵

襲緩和ケア看護学 

○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 

 

認定開始時期：平成２３年４月１日（※有効期限：平成３３年３月） 

 

３． 教育課程・コース名の変更についての受理 

○熊本大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

旧）熊本大学大学院保健学教育部保健学専攻修士課程看護学分野 

新）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 

 

○聖隷クリストファー大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

旧）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成人看護分野 CNS コース（が

ん） 

新）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領域がん看

護学分野 CNS コース 

 

○宮城大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

 旧）宮城大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程看護実践論領域感染看護分野専門

看護師コース 

新）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 

 

 

４．既に認定されている教育課程における専門科目名の変更についての受理 

○東海大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

  ＜老人看護分野＞ 

旧）老人・家族援助論Ⅰ 新）老人・家族援助論 

○北海道医療大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

＜老人看護分野＞  

旧）地域看護学特論 新）地域・在宅看護学特論 
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  ＜母性看護分野＞  

小児・母性看護学演習 母性看護学演習 

遺伝医学 遺伝医学・医療論 

心身医学 心身医学特論 

○山梨県立大学（変更時期：平成２２年４月１日） 

＜感染看護分野＞ 

旧）感染症学 新）感染看護学特論Ⅰ（感染基礎） 

感染看護学特論演習 感染看護学特論Ⅳ（感染防止法） 

 感染看護学特論 感染看護学特論Ⅲ（感染症看護） 

看護学特別研究 感染看護学演習 

感染看護学実習 

感染看護学実習 

  

５．既に認定されている教育課程の共通科目の追加・内容変更の認定 

○大阪府立大学 

・コンサルテーション論（履修単位１単位）１単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３１年３月） 

○京都橘大学 

・看護理論、コンサルテーション論、看護倫理（履修単位２単位）２単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３０年３月） 

 ○岐阜県立看護大学 

   ・看護教育論（履修単位２単位）２単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３０年３月） 

 ○公立大学法人山梨県立大学 
   ・看護理論（履修単位２単位）２単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成２４年３月） 

 ○福岡県立大学 

   ・看護政策論（履修単位２単位）１単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成２９年３月） 

 ○山梨大学 

   ・コンサルテーション論、看護倫理（履修単位２単位）２単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成２９年３月） 

 

６．既に認定されている教育課程の専攻分野教育課程の追加・内容変更の認定 

○福岡県立大学 
 ＜がん看護分野＞ 
（履修単位２０単位）１８単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成２９年３月） 

 ○聖路加看護大学 
＜小児看護分野＞ 

（履修単位２８単位）２６単位認定 

認定開始時期：平成２２年４月１日（※有効期限：平成３０年３月） 
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