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１．認定看護師教育課程（認知症看護分野）概要 

 

１）教育理念 

「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念に基づき、高度な知識技術とともに、豊かな人間性を 

育み、創造的かつ実践的な教育研究を通じて、地域社会に貢献する。 

 

２）教育目的 

・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。 

・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。 

・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。 

 

３）到達目標 

・認知症者の意見を尊重し、権利を擁護することができる。 

・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。 

・認知症の行動心理状態（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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

 

 

４）カリキュラム 

分野 教科目名 時間数 

共通科目（必須） 医療安全学：医療倫理 15 

     105時間 医療安全学：医療安全管理 15 

  医療安全学：看護管理 15 

  臨床薬理学：薬理作用 15 

  チーム医療論（特定行為実践） 15 

  

  

相談（特定行為実践） 15 

指導 15 
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専門基礎科目 90時間 認知症看護原論 15 

  認知症基礎病態論 15 

  認知症病態論 45 

  認知症に関わる保健、医療、福祉制度 15 

専門科目 150時間 認知症看護倫理 15 

  認知症の人とのコミュニケーション 15 

  認知症看護援助方法論Ⅰ（アセスメントとケア） 45 

  認知症看護援助方法論Ⅱ（生活・療養環境づくり） 30 

  認知症看護援助方法論Ⅲ（ケアマネジメント） 30 

  認知症の人の家族への支援・家族関係調整 15 

学内演習 90時間 学内演習 90 

臨地実習 180時間 ・看護実践実習 

180  

  
（病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、 

 グループホームなど） 

  ・見学実習 

  

（病院、高齢者の入居・入所施設、訪問看護ステーシ

ョン、地域包括支援センター、通所施設、小規模多機

能ホームなど） 

 

５）教育期間 

2022年6月上旬～2023年3月上旬 

講義期間:毎週 水曜日・木曜日・金曜日（夏季休暇・年末年始休暇を除く） 

  実習期間：2022年11月～12月（月～金曜日のうち3～4日） 

 

６）修了要件 

全科目(共通科目、専門基礎科目、専門科目、学内演習、臨地実習)の履修認定を受けた後に、修了 

試験を行います。修了試験は、その受講生の知識や能力が、認知症看護認定看護師として活躍する上

での適性を判断するために実施し、この結果をもって、本課程の修了を審議します。 

 

７）資格の取得 

修了要件を満たし、本課程を修了した者には、日本看護協会が実施する認定看護師認定審査（認知 

症看護分野）の受験資格が取得できます。 
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２．募集定員 

15名 

 

３．出願資格 

（１）日本国の看護師免許を有すること。 

（２）看護師免許を取得後、2022年5月31日時点で、看護師、助産師、保健師としての看護実務経験

が60ヶ月以上あること。 

（３）看護師免許を取得後、2022年5月31日時点で、認知症者の多い医療・福祉機関（在宅ケア領域

を含む）等での看護実績が通算36ヶ月以上あること。 

（４）認知症者の看護を5例以上担当した実績を有すること。 

（５）現在、認知症者の多い医療・福祉機関（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。 

 

４．出願手続き 

１）出願期間 

  2022年 1月17日（月）～2022年 2月25日（金）必着 

 

２）出願手続き方法 

・出願書類の各様式(様式1～9)を本学ホームページ(https://sums.ac.jp/)よりダウンロードし、A4

サイズ用紙に出力し、記載事項を記入してください（データ入力・自筆いずれも可）。 

・他出願手続きに必要な事項（10)～（12）及び入学検定料を確認し、出願手続きをしてください。 

・受付期間終了後に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となります。 

・出願書類が不備の場合は、受理しないことがありますので、発送前にご確認ください。 

〔出願書類の各様式：様式1～様式9〕 

（１）入学願書（様式 1） 

・縦 4㎝×横 3㎝の証明写真を貼り付けてください。 

・入学の際は、こちらの写真を受講生証に使用いたしますので、ご了承ください。 

（２）実務研修報告書（様式 2-1～2-3） 

（３）勤務証明書（様式 3） 

・病院等の勤務施設へ発行を依頼してください。 

・現在勤務の施設で看護師、助産師、保健師としての看護実務経験が 60ヶ月以上あり、認知症 

者の多い医療・福祉機関（在宅ケア領域を含む）等での看護実績が通算 36 ヶ月以上ある場合

は、現在の施設の証明書のみご提出ください。実務経験を満たさない場合は、過去に勤務した

施設の証明書を合わせて提出し、合算して満たすようにしてください。 

（４）事例要約（様式 4） 

  ・文字数の指定はありません。記入箇所が足りない場合は、複数枚出力してください。 

（５）推薦書 （様式 5） 

  ・勤務先の看護管理者等へ発行を依頼してください。 
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（６）志望理由書（様式 6） 

・文字数の指定はありません。 

（７）写真票（様式 7） 

・縦 4㎝×横 3㎝の証明写真を貼り付けてください。 

（８）受験票（様式 8） 

（９）入学検定料 納入証明書提出用紙（様式 9） 

〔出願手続きに必要な事項〕 

（10）看護師免許証の写し（Ａ4版縮小）1部 

（11）返信用封筒（定型長 3サイズ・切手不要・住所・氏名記入）※受験票発送用 

（12）返信用レターパック(ライト・プラスいずれも可、住所・氏名記入) ※合否通知書発送用 

 

３）入学検定料及び入学検定料振込先 

（１）検定料 50,000円（税込） 

（２）振込先   

銀行：みずほ銀行 支店：横浜駅前支店 預金種目：普通 

 口座番号：２７３７３２３  

 口座名義 学校法人湘南ふれあい学園（ガク）ショウナンフレアイガクエン） 

・お振込名義の前に「5」を入れてください。 

・お振込名義は、受講予定ご本人様でお願いします。 

   ・振込手数料は振込者負担でお願いします。 

   ・納入された入学検定料は、返還できません。 

 

４）出願書類送付先 

〒244-0806  神奈川県横浜市戸塚区上品濃16-48 

湘南医療大学 看護キャリア開発コアセンター  ℡：045-821-0111 

  ・封筒に「認定看護管理師教育課程（認知症看護分野）受講申込書 在中」と朱書きで明し 

てください。 

  ・レターパック(ライト・プラスいずれも可)もしくは角型2号封筒の特定記録郵便にて郵送 

   してください。 

 

５）受験票の発送について 

 出願書類一式を受理し、入学者選抜の受験が認められた方に受験票を発送します（出願書類（11）

返信用封筒を使用）。試験日の3日前までに届かない場合は、湘南医療大学看護キャリア開発コアセ

ンターまでご連絡ください。受験票は受験時に必ず携帯してください。 

 

 

 

 

 



5 

 

５．入学者選抜試験日程・内容 

１）試験日程 

2022年 3月 5日（土） 

 

２）試験内容 

内 容 時 間 

筆 記 試 験  
小 論 文 10：00～11：00 

専 門 科 目  11：30～12：30 

面  接 13：30～12：30 

・筆記試験（小論文、専門科目）、面接により選抜する。 

・小論文は、理解力、思考力および論理的思考について評価する。 

・専門科目は、専門領域の看護実践に必要な知識を評価する。 

・面接は、一般常識・態度、学習意欲および学習条件、認知症看護認定看護師に関する興味・関 

心について評価する。 

 

３）開催場所・入学者選抜試験会場 

湘南医療大学（所在地：〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃16-48） 

  JR「東戸塚」駅西口から徒歩約15分 

 

４）合否通知書発送日 

2022年 3月23日（水） 

・本学より合否通知書を発送します（出願書類（12）返送用レターパックを使用）。 

・お手元に届くまで数日かかることが予想されますので、ご了承ください。 

・電話やFAX、メールでの合否に関するお問合せは受け付けません。 

 

６．入学手続き・必要な経費 

入学手続きを行う者は、指定された期日までに入学金・授業料の振込および入学手続き書類の送付 

が必要となります。入学手続きに関する詳細は、合格通知の際に同封してご案内いたします。 

１）納付金  

（１）入学金：100,000円（税込） 

（２）授業料：900,000円（税込） 

（３）その他必要となる経費：テキスト代、コピー使用料、学生保険料、再試験料・再実習料、本学

や学外実習先までの交通費、実習に係る経費、認定試験に関する経費など 

・一旦収めた入学金は原則として返還いたしません。 

 

2）入学手続期間   

2022年 3月23日（水） ～ 2022年 3月30日（水） 

・入学手続き締切後に入金確認し、「入学許可書」を送付します。 
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７．入学辞退について 

入学辞退をされる場合は、2022年 5月20日(金) 17:00までにお申し出ください。 

所定の手続きにより、授業料(振込手数料を差し引いた金額)を返還します。これ以降は、原則とし

て授業料は返還できません。 

入学辞退に関するお問い合わせ先： 

湘南医療大学 看護キャリア開発コアセンター  ℡：045-821-0111 

対応時間：土曜日・日曜日・祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00 

 

８．試験結果の開示 

入学者選抜試験の結果について、開示を請求することができます。開示内容は、順位及び総合得点 

です。開示を希望する場合は、受験者本人が、看護キャリア開発コアセンターに事前連絡で日時を調

整の上、受験票（コピー不可）と本人確認ができる顔写真付き身分証明書を持参し、来校してくださ

い。 

  開示期間：2022年 4月18日（月） ～ 2022年 5月13日（金） 

  開示対応時間：土曜日・日曜日・祝日を除く10:00～11:30、13:30～15:00 

 

９．個人情報の取扱いについて 

出願書類に記載された氏名、住所、メールアドレス、その他の個人情報については、入学者選抜に 

関わる業務に使用します。また、合格した者についてのみ、入学手続き、入学後の修学指導や事務連

絡、これらに付随する業務のみに使用し、その他の目的では使用しません。 

 

１０．奨学金・補助金などについて 

本教育課程の入学者は、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」への応募資格 

が得られます。応募方法は、公益社団法人 日本看護協会ホームページをご覧ください。 
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湘南医療大学地図 

 

 

 

【募集要項・出願書類に関するお問合せ先】 

湘南医療大学看護キャリア開発コアセンター 

〒244-0806  横浜市戸塚区上品濃16-48  電話：045-829-2033 

  （土曜日・日曜日・祝日を除く 9時～12時、13時～17時） 

 

【その他のお問合せ先】 

湘南医療大学事務部 

〒244-0806  横浜市戸塚区上品濃16-48  電話：045-821-0111 

  （土曜日・日曜日・祝日を除く 9時～12時、13時～17時） 
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