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公益社団法人 兵庫県看護協会 認定看護師教育課程 

1. 兵庫県看護協会における認定看護師教育の沿革 

日本看護協会は特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護

実践のできる認定看護師を社会に送り出すことにより、看護現場における看護ケアの広がりと質

の向上を図ることを目的に認定看護師制度を発足させた。 

兵庫県看護協会では、本制度に基づき、会員からの要請に応えて、平成 19 年～平成 20 年に

「皮膚・排泄ケア」、平成 21 年～平成 27 年に「訪問看護」を開講、平成 22 年から「認知症看

護」、平成 23 年～平成 28 年に「慢性心不全看護」における認定看護師教育課程を開講し、社会

のニーズに沿った看護の質向上を目指した認定看護師の育成を行っている。 

 

2. 兵庫県看護協会の教育理念 

兵庫県看護協会は、社会的価値の変化に伴い、多様化する人々の健康ニーズに対応できる看護

専門職の生涯教育を支援する。専門職業人としての倫理を遵守し、継続的・系統的な教育を、個々

の看護職者が自己のライフスタイルの中で段階的にキャリア開発して、地域における社会資源と

なりうる専門性の高い看護人材を育成する。 

 

3. 認定看護師教育課程の教育理念 

高度専門化する保健・医療・福祉の現場において、対象者の生命を守り、生活の質を高めるこ

とに貢献するため、特定領域に関連した科学的根拠に基づき、熟練した看護技術を提供できる、

水準の高い看護ケアの実践者を育成する。 

4. 認定看護師教育課程の教育目的 

1) 看護専門職業人として、自己の責任において継続的に研鑽し、変化する医療や社会のニーズ

に対応できる能力を養う。 

2) 看護実践の開発、調査、研究の能力を高める。 

3) 看護専門職業人としてネットワークを拡大し、関係する諸問題を探求し、組織の機能を高め

る。 

 

5. 兵庫県看護協会認定看護師教育課程の定員・研修期間 

教育課程名 定員 研修期間  

認知症看護 30名 平成31年6月～12月（7ヶ月） 集中開講 

  



 

認知症看護認定看護師教育課程 

 

1. 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。 

 

2. 期待される能力 

1) 認知症者の意思を尊重し、権利を擁護することができる。 

2) 認知症の発症から終末期まで、認知症者の状態像を統合的にアセスメントし、各期に応じた

ケアの実践、ケア体制づくり、家族のサポートを行うことができる。 

3) 認知症の行動心理症状（BPSD）を悪化させる要因・誘因に働きかけ、予防・緩和すること

ができる。 

4) 認知症者にとって安心かつ安全な生活・療養環境を調整することができる。 

5) 他疾患合併による影響をアセスメントし、治療的援助を含む健康管理を行うことができる。 

6) 認知症に関わる保健・医療・福祉制度に精通し、地域にある社会資源を活用しながらケアマ

ネジメントできる。 

7) 認知症看護の実践を通して役割モデルを示し、看護職に対する具体的な指導・相談対応がで

きる。 

8) 多職種と協働し、認知症に関わる知識の普及とケアサービス推進の役割を担うことができる。 

  



 

3. 年間スケジュール 

 

平成31年6月初旬 開講式・オリエンテーション 

 6月～8月 
協会内での講義・演習 

科目試験 

 9月～10月 臨地実習 

 12月 

ケース発表 

修了試験 

修了証書授与式 

 

 

4. 認知症看護認定看護師教育課程カリキュラム（予定） 

総時間数 689時間（共通科目135時間＋専門基礎科目90時間＋専門科目150時間＋演習・実習

314時間） 

共通科目（120＋15時間） 

【必須共通科目】 （時間数）  （時間数） 【選択共通科目】 （時間数） 

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 

15 

 

15 

 

15 

4) 臨床薬理学(薬理作用) 

5) チーム医療論 

6) 相談 

7) 指導 

8) 医療情報論 

15 

15 

15 

15 

15 

9) 対人関係 15 

 

専門基礎科目（90時間） 専門科目（150時間） 演習・実習（314時間） 

1) 認知症看護原論 

2) 認知症基礎病態論 

3) 認知症病態論 

4) 認知症に関わる保健、 

医療、福祉制度 

15 

15 

45 

15 

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 

 

30 

 

30 

 

15 

【学内演習】 

1) 看護過程 

2) 指導 

3) 相談 

4) 文献レビュー 

ケーススタディ 

5) プレゼンテー 

ション 

98 

【臨地実習】 

1) 病院 

2) 介護老人保健施設 

3) 訪問看護ステー 

ション 

216 

 



 

平成 31 年度 入学検定試験 実施要項 

 

１．募集人員 

  30名 

 

２．受験資格 

1) 日本国の看護師免許を有する者 

2) 看護師免許を取得後、通算5年以上の実務研修をしていること 

3) そのうち通算3年以上は、特定の認定看護分野の実務研修注1）をしていること 

 

注 1) 【特定の認定看護分野の実務研修内容】 

(1) 通算3年以上、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 

 

３．出願手続き 

1) 出願書類の取り寄せ 

兵庫県看護協会ホームページ（https://www.hna.or.jp）から 

教育研修＞認定看護師＞入試情報＞願書申請一式よりダウンロードしてください。 

                                    （平成 30年8月頃にホームページに掲載予定） 

 

2) 出願期間 

平成30年9月3日（月） ～ 10月31日（水） 17：00 必着 

 

 



 

3) 入学願書申請書類 

(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） 

(4) 勤務証明書 （様式4） 

(5) 事例要約 （様式5） 

(6) 受験票 （様式6） 

(7) 入学検定料振込控え貼付票（様式7） 

(8) 看護師免許証の写し（A4版縮小コピー） 

(9) 受験票郵送封筒（長型3封筒120×235㎜、392円切手貼付、住所・氏名明記） 

(10) 申請書類一式確認リスト 

 

4) 入学検定料 

52,880円 （日本看護協会員・非会員問わず） 

ゆうちょ銀行の振替払込請求書兼受領証に、受験者氏名、勤務先および入学検定料と明記し、

次の口座に振り込みのうえ、振替払込請求書兼受領証のコピーを様式 7 に貼付してくださ

い。 

 

※ 振替払込請求書兼受領証を領収証とし、原則として新たな領収証の発行はいたしません。 

※ 既納の入学検定料は、原則として返還できません。 

※ 振込手数料は、各自ご負担ください。 

 

5) 願書提出方法 

封筒の表に「入学検定試験申請」と朱書きし、提出書類一式を指定期日内に必着するよ 

う、簡易書留で次の宛先まで送付してください。 

 

  

【振込先】ゆうちょ銀行 

口座番号：00950-6-72155 

口座名義：公益社団法人 兵庫県看護協会 

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通 5－6－24 

公益社団法人 兵庫県看護協会 認定看護師教育課程 係 



 

6) 提出書類の審査・受験票の発行 

提出書類一式を審査し、返信用封筒を用いて受験票を郵送します。 

※ 入学検定試験日 5 日前までに受験票の届かない方は、認定看護師教育課程係へご連絡

ください。 

※ 受験票は、受験時に必ず携帯してください。受験票のない方は、受験できませんので 

ご注意ください。 

 

7) 願書の不受理について 

入学願書申請書類の記載不備・不足がある場合は、出願書類を受理できません。 

また、入学願書申請書類の記載不備の有無に関わらず、受験資格を満たさない場合も、出願

書類は受理できません。 

 

４．入学検定試験 

1) 試験科目 

1次試験 筆記試験（専門科目）  

2次試験 面接試験 ＊1次試験合格者のみ 

 

2) 試験日程及び実施時間 

1次試験 筆記試験 平成30年12月22日（土） 

2次試験 面接試験 平成30年12月23日（日） 

 

3) 試験会場 

公益社団法人 兵庫県看護協会 

 

4) 受験上の注意事項 

・1次試験合格者のみ、2次試験を受験することができます。 

・4月以降、ホームページに入学検定試験の詳細を順次掲載します。 

 

 

 



 

５．合否の通知 

合格者は、平成 30 年 12 月 26 日(水）10：00 に受験番号を兵庫県看護協会のホームページ上

で公開します。その後、平成 31 年 1 月 4 日以降に受験者全員に対し、結果を郵送します。電話

やFAXでの合否の問合せには、一切対応できません。 

 

６．入学手続き 

入学手続き方法については、合格通知時に書類で案内します。 

1) 納付金（前納） 

(1) 入学金 

日本看護協会員 ： 52,880円 

 同   非会員  ： 79,300円 

(2) 授業料(実習料を含む) 

日本看護協会員 ： 740,570円 

 同   非会員 ： 1,110,850円 

2) その他の経費 

実習中の交通費・宿泊費及び講義などで使用する図書費・教材費は自己負担となります。 

3) 奨学金制度のご案内 

日本看護協会では、認定看護師教育課程の受講者に対して奨学金制度を設けています。 

以下のURLをご参照ください。 

（http://www.nurse.or.jp/nursing/education/scholarship/index.html） 

 

７．情報開示について 

入学検定試験受験者で希望がある方には、兵庫県看護協会において個人の入学検定試験得点 

結果を開示しています。 

 

1) 開示日程 

平成31年1月30日（水）、31日（木）の2日間 それぞれ14：00 ～ 16：00 

2) 開示希望受付期間 

平成31年1月25日（金）17：00 必着 

※ 希望される方は、期日までに資格認定教育部 認定看護師教育課程係へ郵送で開示申請

書を送付してください。 

※ 開示申請書は、結果通知に同封します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒650-0011  

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 6番 24号 

TEL / 078-351-2920（直通）FAX / 078-361-6652 

公益社団法人 兵庫県看護協会 認定看護師教育課程 担当者 

 


