高度実践看護師教育課程一覧（平成 29 年 2 月現在）
※大学名、教育課程名等の名称は、平成 29 年 2 月現在、届けられているもの

共通科目

26 単位
教

育

課

程

名

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
福井県立大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻

認定年度

有効期限

H21 年度
（2009 年度）

2018 年 3 月

H22 年度
（2010 年度）

2019 年 3 月

H23 年度
（2011 年度）

2020 年 3 月

H24 年度
（2012 年度）

2021 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）
山口大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程
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
岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程
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
大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻
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）
宮崎大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻
沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科
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
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
秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程
滋賀県立大学大学院人間看護学研究科修士課程
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程
埼玉医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
武蔵野大学大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程）
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
佐賀大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻
島根大学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻修士課程
京都府立医科大学大学院保健看護学研究科保健看護学専攻修士課程
札幌市立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程
四日市看護医療大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
日本赤十字豊田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻
茨城キリスト教大学大学院看護学研究科実践看護学分野
川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健看護学専攻修士課程
保健看護学専攻
甲南女子大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程

H25 年度
（2013 年度）

静岡県立大学大学院看護学研究科修士課程
香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻
埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科保健医療福祉学専攻
博士前期課程
富山大学大学院医学薬学教育部修士課程看護学専攻
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻
博士課程
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H26 年度
（2014 年度）

更 H19 年度
（2007 年度）

2018 年 3 月

高知県立大学大学院看護学研究科
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

更 H19 年度
（2007 年度）

2018 年 3 月

更 H20 年度
（2008 年度）

2019 年 3 月

更 H22 年度
（2010 年度）

2021 年 3 月

聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学専攻
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻
千葉大学大学院看護学研究科博士前期課程
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程
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
長野県看護大学大学院看護学研究科看護学専攻
東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻
三重大学大学院医学系研究科看護学専攻（博士前期課程）
山梨県立大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
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
琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程
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

更 H23 年度
（2011 年度）
更 H24 年度
（2012 年度）
更 H25 年度
（2013 年度）

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
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
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
浜松医科大学大学院医学系研究科修士課程(看護学専攻)
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
新潟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
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
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
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更 H26 年度
（2014 年度）
更 H27 年度
(2015 年度)

更 H28 年度
(2016 年度)

共通科目

38 単位

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
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

H24 年度
（2012 年度）

2021 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

H24 年度
（2012 年度）

2022 年 3 月

H24 年度
（2012 年度）

2023 年 3 月

H25 年度
（2013 年度）

2024 年 3 月

H26 年度
（2014 年度）

2025 年 3 月

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程
高知県立大学大学院看護学研究科
京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（博士前期課程）
昭和大学大学院保健医療学研究科博士前期課程
聖マリア学院大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
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
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
広島大学大学院医歯薬保健学研究科保健学専攻博士課程前期
国立国際医療研究センター国立看護大学校研究課程部看護学研究科
（修士課程相当）政策医療看護学専攻高度実践看護学領域
北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
山陽学園大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）
聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程
東邦大学大学院看護学研究科博士前期課程
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
東北大学大学院医学系研究科保健学専攻
福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻
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
石川県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程
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
長野県看護大学大学院看護学研究科看護学専攻
和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科保健看護学専攻
博士前期課程
大阪医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程
杏林大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程
自治医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程
獨協医科大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）
広島文化学園大学大学院看護学研究科博士前期課程
久留米大学大学院医学研究科修士課程医科学専攻
鳥取大学大学院医学系研究科 保健学専攻博士前期課程
富山大学大学院医学薬学教育部博士前期課程看護学専攻
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
新潟大学大学院保健学研究科 看護学分野博士前期課程
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
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
福岡県立大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）
金沢医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
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
日本赤十字秋田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修士課程
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兵庫医療大学大学院 看護学研究科 修士課程
旭川医科大学大学院医学系研究科高度実践コース
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻専門看護師養成プログラム

H26 年度
（2014 年度）
H27 年度
（2015 年度）

2025 年 3 月
2026 年 3 月

大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程看護学分野
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)
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程
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
札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻博士課程前期
神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科看護学専攻
福島県立医科大学大学院看護学研究科(修士課程)
山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻
看護学分野修士課程
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程
愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻
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
博士前期課程
天使大学大学院看護栄養学研究科看護学専攻
大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻
鹿児島大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程

H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

H27 年度
（2015 年度）
H28 年度
（2016 年度）

2026 年 3 月

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程
岐阜県立看護大学大学院看護学研究科博士前期課程
京都府立医科大学大学院保健看護学研究科保健看護学専攻修士課程
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
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程
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
日本赤十字九州国際看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課
程
福岡大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程
関西国際大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程

共通科目

46 単位

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科博士前期課程
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程
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2027 年 3 月

専攻分野教育課程
１－１．がん看護 26 単位（26 課程）
教

育

課

程

名

聖路加国際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
千葉大学大学院看護学研究科先端実践看護学講座高度実践看護学教育
研究分野（成人看護学専門領域）
三重大学大学院医学系研究科看護学専攻成人看護学
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（がん看護教育課程）
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS）
（がん看護）
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）
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻博士課程 がん
エンドオブライフケア看護学
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）
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）
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
国立大学法人宮崎大学大学院看護学研究科修士課程看護学専攻実践看護者
育成コース（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
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
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）
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

認定年度

有効期限

H10 年度

2018 年 3 月

（1998 年度）

H12 年度

2019 年 3 月

（2000 年度）

H15 年度

2021 年 3 月

（2003 年度）

H17 年度
（2005 年度）

H20 年度
（2008 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

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看護学専攻修士課程がん看護学分野
国立大学法人山口大学大学院医学系研究科臨床看護学分野がん看護専門
看護師コース
川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健看護学専攻修士課程がん
看護学コース
甲南女子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分野がん
看護ＣＮＳコース
東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻がん看護学
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H24 年度
（2012 年度）

H25 年度
(2013 年度)

2021 年 3 月

札幌市立大学大学院看護学研究科実践看護学分野成人看護学領域がん看護
学専門看護師コース
宮城大学大学院看護学研究科博士前期課程成熟期看護学分野がん看護学領域
専門看護師養成コース

H26 年度

2021 年 3 月

(2014 年度)

１－２．がん看護 38 単位（45 課程）
教 育 課 程 名
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）
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 12 年度より認定された 26 単位課程から移行)

認定年度
H24 年度

有効期限
2021 年 3 月

(2012 年度)

2022 年 3 月

高知県立大学大学院看護学研究科がん看護学領域 CNS コース
(平成 11 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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 実践看護コース
(平成 16 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
東邦大学大学院看護学研究科博士前期課程がん看護分野 CNS コース
広島大学大学院医歯薬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
(平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
石川県立看護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
分野がん看護専門看護師養成
(平成 19 年度より設定された 26 単位から移行)
杏林大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護科学分野
（がん看護学）
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
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成人・がん
看護学領域（ＣＮＳコース）
自治医科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分野
がん看護学
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
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）
(平成 23 年度より認定された 26 単位から移行)
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 (平成 23 年度より認定された 26 単位から移行)
和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科保健看護学専攻博士前期課程
がん看護専門看護師コース
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
(平成 18 年度より認定された 26 単位から移行)
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2023 年 3 月

H25 年度

2024 年 3 月

(2013 年度)

H26 年度
(2014 年度)

2025 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がん看護専門
看護師教育課程
(平成 20 年度より認定された 26 単位から移行)
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）
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
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
領域がん看護学専攻分野
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
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
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)

H26 年度

2025 年 3 月

(2014 年度)

獨協医科大学大学院看護学研究科がん看護専門看護師コース
鳥取大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程専門看護師コース
富山大学大学院医学薬学教育部博士前期課程看護学専攻がん看護学分野
がん看護 CNS コース
新潟大学大学院保健学研究科看護学分野博士前期課程成人・老年看護学分野
がん看護 CNS コース
日本赤十字秋田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
学分野がん看護 CNS コース
兵庫医療大学大学院看護学研究科修士課程看護学課題研究・高度実践領域
がん看護専門看護師分野
福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻がん看護専門看護師教育
課程
旭川医科大学大学院医学系研究科高度実践コース（地域オンコロジーナース
養成プログラム） (平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻がん看護高度実践看護師コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程看護学分野高度実践看護師
(がん看護専門看護師)コース
(平成 20 年度より認定された 26 単位から移行)
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ストレ
ス緩和ケア看護学がん看護専門看護師
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
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
看護学分野がん看護学領域(CNS コース)
神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科看護学専攻看護領域
CNS コース(がん看護)
(平成 25 年度より認定された 26 単位から移行)
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
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)

H27 年度

2026 年 3 月

(2015 年度)

昭和大学大学院保健医療学研究科博士前期課程 CNS コースがん看護分野
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博士前期課程療養
支援看護学分野がん看護学領域高度実践看護コース
(平成 18 年度より認定された 26 単位から移行)
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 (平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)
大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻専門看護師コース（がん看
護）
（平成 22 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻がん看護専門看護師養成コ
ース
（平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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
（平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行）
京都府立医科大学大学院保健看護学研究科保健看護学専攻修士課程（がん看
護専門看護師コース）
（平成 24 年度より認定された 26 単位から移行）
久留米大学大学院医学研究科修士課程看護学専攻専門職養成コース「がん看
護分野 CNS 養成」
（平成 20 年度より認定された 26 単位から移行）
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程がん看 CNS コ
ース
（平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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
（平成 22 年度より認定された 26 単位課程から移行）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

２－１．慢性看護 26 単位（10 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

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS） H12 年度
2019 年 3 月
（2000 年度）
（慢性看護）
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
H18 年度
2021 年 3 月
（2006 年度）
領域成人看護（慢性）ＣＮＳ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慢性期看護学
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

（2009 年度）

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

（2010 年度）

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
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
佐賀大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻専門看護師コース慢性
看護
茨城キリスト教大学大学院看護学研究科実践看護学分野生活支援看護学
領域ＣＮＳコース
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臨床看護学分野
慢性看護学領域 CNS コース

H21 年度
H22 年度
H23 年度

2018 年 3 月
2019 年 3 月
2020 年 3 月

（2011 年度）

H24 年度

2021 年 3 月

（2012 年度）

H25 年度
（2013 年度）

H26 年度
（2014 年度）

２－２．慢性看護 38 単位（14 課程）
教 育 課 程 名
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）
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 12 年度より認定された 26 単位課程から移行)
高知県立大学大学院看護学研究科慢性看護学領域 CNS コース
(平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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認定年度
H24 年度

有効期限
2021 年 3 月

（2012 年度）

2022 年 3 月

聖マリア学院大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程療養支援慢性
看護学領域 慢性看護専門看護師コース
広島大学大学院医歯薬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
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
大阪医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践コース
療養生活支援看護学領域（慢性看護分野）
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（慢性看護）
(平成 24 年度より認定された 26 単位から移行)
獨協医科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
慢性看護学専門看護師コース
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慢性看護学
（平成 17 年度より認定された 26 単位から移行)
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 慢性病看護学専攻分野
（平成 18 年度より認定された 26 単位から移行）
新潟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成人・老年
看護学分野慢性看護 CNS コース
（平成 19 年度より認定された 26 単位から移行）
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
（平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行）
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程慢性看護 CNS
コース
（平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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博士前期課程療養
支援看護学分野慢性看護学領域高度実践看護コース
（平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行）

H24 年度

2022 年 3 月

（2012 年度）

2023 年 3 月

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

３－１．母性看護 26 単位（10 課程）
教

育

課

程

名

認定年度

有効期限

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS） H11 年度
2018 年 3 月
（1999 年度）
（母性看護）
H13 年度
2020 年 3 月
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程母性看護学 CNS コース
（2001 年度）

千葉大学大学院看護学研究科生活創成看護学講座健康増進看護学教育研究
分野（リプロダクティブヘルス看護学専門領域）
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）
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

日本赤十字豊田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻臨床実践看護学
母性看護学専門看護師コース
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生涯看護学分野
母性看護学領域
群馬大学大学院保健学研究科保健学専攻博士前期課程母性看護専門看護師
コース
埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科保健医療福祉学専攻博士前期課
程看護学専修（母性看護）
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H15 年度

2021 年 3 月

（2003 年度）

H16 年度
（2004 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

H24 年度
（2012 年度）

H26 年度
（2014 年度）

2021 年 3 月

富山大学大学院医学薬学教育部修士課程看護学専攻母子看護学分野母性
看護 CNS コース

H26 年度

2021 年 3 月

（2014 年度）

３－２．母性看護 38 単位（9 課程）
教 育 課 程 名
京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（博士前期課程）専門看護師
（母性看護）コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
聖マリア学院大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
MCH（周産期・母子）看護学領域母性看護専門看護師コース
大阪医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践コース
地域家族支援看護学領域(母性看護分野）
北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程ウイメンズヘルス看護学
(平成 17 年度より認定された 26 単位から移行)
自治医科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分野
母性看護学
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)
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門
領域（高度実践看護コース）
(平成 10 年度より認定された 26 単位から移行)
聖路加国際大学大学院看護学研究科ウィメンズヘルス・助産学専攻
ウィメンズヘルス上級実践コース

認定年度
H24 年度

有効期限
2022 年 3 月

（2012 年度）

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

(2014 年度)

山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻看護学分野
修士課程応用看護学領域母性看護専門看護師課程

(2015 年度)

H27 年度

順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程母性看護 CNS
コース

（2016 年度）

H28 年度

2026 年 3 月
2027 年 3 月

４－１．小児看護 26 単位（13 課程）
教

育

課

程

名

山形大学大学院医学系研究科看護学専攻母子看護学
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

認定年度

有効期限

H12 年度

2019 年 3 月

（2000 年度）

H14 年度

2021 年 3 月

（2002 年度）

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先端実践看護学講座高度実践看護学
教育研究分野（小児看護学専門領域）
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
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
前期課程育成期看護学分野小児看護学 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
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
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
札幌市立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分野
母子看護学領域小児看護学専門看護師コース
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H16 年度
（2004 年度）

H17 年度
（2005 年度）

H20 年度
（2008 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

H24 年度
(2012 年度)

2021 年 3 月

埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科保健医療福祉学専攻
博士前期課程看護学専修（小児看護）
日本赤十字豊田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻臨床実践看護学
小児看護学専門看護師コース
静岡県立大学大学院看護学研究科修士課程小児看護学分野小児看護
CNSコース

H26 年度

2021 年 3 月

(2014 年度)

H27 年度
(2015 年度)

４－２．小児看護 38 単位（20 課程）
教 育 課 程 名
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）
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程小児看護学 CNS コース
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)
高知県立大学大学院看護学研究科小児看護学領域 CNS コース
(平成 11 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 18 年度より認定された 26 単位課程から移行)
聖路加国際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
上級実践コース
(平成 11 年度より認定された 26 単位課程から移行)
大阪医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践コース
地域家族支援看護学領域(小児看護分野）

認定年度
H24 年度

有効期限
2021 年 3 月

(2012 年度)

2022 年 3 月

2023 年 3 月

H25 年度

2024 年 3 月

(2013 年度)

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科博士前期課程生涯発達保健看護
分野母子保健看護領域実践小児看護
北里大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程小児看護学
自治医科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分野
小児看護学
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
分野小児看護専門看護師養成
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
領域小児看護学専攻分野
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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小児看護論
「小児看護専門看護師教育課程」
札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻博士課程前期専門看護師
コース 小児看護
(平成 24 年度より認定された 26 単位から移行)
神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科看護学専攻看護領域 CNS
コース(小児看護)
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H26 年度

2025 年 3 月

(2014 年度)

H27 年度
(2015 年度)

2026 年 3 月

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
（平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行）
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程小児看護学分野
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程小児看護 CNS
コース
（平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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博士前期課程家族
支援看護学分野小児看護学領域高度実践看護コース
（平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

５－１．老年看護 26 単位（15 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

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS） H10 年度
2018 年 3 月
（1998 年度）
（老年看護）
千葉大学大学院看護学研究科先端実践看護学講座高齢社会実践看護学
H12 年度
2019 年 3 月
（2000 年度）
教育研究分野（老人看護学専門領域）
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻博士課程高齢
社会看護ケア開発学
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程老年看護学 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

2021 年 3 月

（2002 年度）

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻老年看護学
聖路加国際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
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
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
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

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
島根大学大学院医学系研究科看護学専攻（修士課程）老人看護 CNS コース

H15 年度
（2003 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

H24 年度

2021 年 3 月

（2012 年度）

甲南女子大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程老年看護学分野老年
看護ＣＮＳコース
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老年看護専門
看護師教育課程
宮城大学大学院看護学研究科博士前期課程成熟期看護学分野老年健康看護
学領域専門看護師養成コース

H25 年度
（2013 年度）

５－２．老年看護 38 単位（23 課程）
教 育 課 程 名
高知県立大学大学院看護学研究科老人看護学領域 CNS コース
(平成 11 年度より認定された 26 単位課程から移行)
昭和大学大学院保健医療学研究科博士前期課程 CNS コース老年看護学分野
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老年看護学実践看護コース
(平成 15 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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認定年度
H24 年度
（2012 年度）

有効期限
2022 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老年看護学
京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（博士前期課程）専門看護師
（老年看護）コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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 (平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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年看護専門
看護師コース (平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
石川県立看護大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程老年看護学
分野 老人看護専門看護師養成
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)

H24 年度

2023 年 3 月

（2012 年度）

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

広島文化学園大学大学院看護学研究科博士前期課程高齢者看護専攻
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門
領域（高度実践看護コース）
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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（老年看護分野）
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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老年看護学
(平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行)

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

獨協医科大学大学院看護学研究科老年看護学専門看護師コース
福岡県立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
（老年看護専門看護師）
愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻老人看護
専門看護師養成プログラム
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年看護学分野
老年看護
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)
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
実践看護学領域老年看護学専攻分野
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)
山形県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻看護学分野
修士課程応用看護学領域老年看護専門看護師課程

H27 年度

2026 年 3 月

(2015 年度)

横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程老年看護学分野
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博士前期課程
生活支援看護学分野老年看護学領域高度実践看護コース
旭川医科大学大学院医学系研究科高度実践コース高齢者看護学領域
久留米大学大学院医学研究科修士課程看護学専攻専門職養成コース「老年看
護分野 CNS 養成」
（平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行）
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程老年看護 CNS
コース
（平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行）

208

H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

６－１．精神看護 26 単位（17 課程）
教

育

課

程

名

北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS）
（精神看護）
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広域看護学分野
精神看護学領域
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻博士課程精神
保健看護学
千葉大学大学院看護学研究科生活創成看護学講座地域創成看護学
教育研究分野（精神看護学専門領域）

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

認定年度

有効期限

H11 年度

2018 年 3 月

（1999 年度）

H17 年度

2021 年 3 月

（2005 年度）

H18 年度
（2006 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

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
札幌市立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分野
精神看護学領域精神看護学専門看護師コース
日本赤十字豊田看護大学大学院看護学研究科看護学専攻臨床実践看護学
精神看護学専門看護師コース

H24 年度

2021 年 3 月

（2012 年度）

山梨県立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
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程精神看護学分野
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
精神看護学領域（実践コース）

H25 年度
（2013 年度）

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（精神看護コース）
武蔵野大学大学院看護学研究科看護学専攻精神看護学領域
香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻看護学分野
専門看護師コース精神看護領域
埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科保健医療福祉学専攻博士前期
課程看護学専修（精神看護）
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広域看
護学分野精神保健看護学領域 CNS コース

H26 年度
（2014 年度）

H27 年度
(2015 年度)

６－２．精神看護 38 単位（24 課程）
教 育 課 程 名
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）
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
高知県立大学大学院看護学研究科精神看護学領域 CNS コース
(平成 11 年度より認定された 26 単位課程から移行)
昭和大学大学院保健医療学研究科博士前期課程 CNS コース精神保健看護学
分野
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
(平成 15 年度より認定された 26 単位課程から移行)
山陽学園大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）精神看護学領域
CNS コース
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認定年度
H24 年度

有効期限
2022 年 3 月

（2012 年度）

2023 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精神看護専門
看護師コース
(平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
大阪医科大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程高度実践コース
療養生活支援看護学領域(精神看護分野）
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程精神看護学ＣＮＳコース
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
杏林大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護科学分野
（精神看護学）
自治医科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分野
精神看護学
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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）
(平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行)
長野県看護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
分野精神看護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精神保健看護
学領域 (平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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）
(平成 18 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
領域精神看護学専攻分野
(平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行)
金沢医科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
精神看護学領域
京都橘大学大学院看護学研究科看護学専攻（博士前期課程）専門看護師
（精神看護）コース
札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻博士課程前期専門看護師
コース精神看護(平成 24 年度より認定された 26 単位から移行)
公立大学法人 福岡県立大学大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)看
護学専攻専門看護師コース(精神看護専門看護師)
(平成 24 年度より認定された 26 単位から移行)
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
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)
聖路加国際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上
級実践コース (平成 10 年度より認定された 26 単位から移行)
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門
領域（高度実践看護コース）
（平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行）
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程精神看護 CNS
コース
（平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行）
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H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

H27 年度

2026 年 3 月

(2015 年度)

H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

７－１．家族看護 26 単位（2 課程）
教

育

課

程

名

高知県立大学大学院看護学研究科家族看護 CNS コース
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）

認定年度

有効期限

H11 年度

2018 年 3 月

（1999 年度）

H13 年度

2021 年 3 月

（2001 年度）

７－２．家族看護 38 単位（4 課程）
教 育 課 程 名
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）
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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(平成 20 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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（家族看護）
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専門看護師（CNS
コース）
（平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行）

認定年度
H24 年度

有効期限
2021 年 3 月

（2012 年度）

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

８－１．感染看護 26 単位（5 課程）
教

育

課

程

名

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
宮城大学大学院看護学研究科博士前期課程（修士課程）基盤看護学分野感染
看護学領域専門看護師養成コース
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
横浜市立大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程感染看護学分野
北海道医療大学大学院看護福祉学研究科看護学専攻高度実践コース（CNS）
（感染看護）

認定年度

有効期限

H15 年度

2021 年 3 月

（2003 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

８－２．感染看護 38 単位（8 課程）
教 育 課 程 名
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程感染看護学 CNS コース
(平成 18 年度より認定された 26 単位課程から移行)
北里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
(平成 10 年度より認定された 26 単位課程から移行)
国立国際医療研究センター国立看護大学校研究課程部看護学研究科
（修士課程相当）政策医療看護学専攻高度実践看護学領域感染管理看護学
（専門看護師教育課程）
東邦大学大学院看護学研究科博士前期課程 感染看護分野 CNS コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
獨協医科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
生体防御・感染看護学専門看護師コース
愛知医科大学大学院看護学研究科看護学専攻高度実践看護学分野
感染看護学領域高度実践看護師(専門看護師)コース
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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認定年度
H24 年度

有効期限
2022 年 3 月

（2012 年度）

2023 年 3 月

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H27 年度
(2015 年度)

2026 年 3 月

久留米大学大学院医学研究科修士課程看護学専攻専門職養成コース「感染症
看護分野 CNS 養成」
（平成 22 年度より認定された 26 単位課程から移行）
順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程感染看護 CNS
コース
（平成 23 年度より認定された 26 単位課程から移行）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

９－１．地域看護 26 単位（４課程）
教

育

課

程

名

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）
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
高知県立大学大学院看護学研究科地域看護ＣＮＳコース

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

認定年度

有効期限

H11 年度

2018 年 3 月

（1999 年度）

H12 年度

2019 年 3 月

（2000 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

９－２．地域看護 38 単位（２課程）
教

育

課

程

名

石川県立看護大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程地域・精神・
保健学分野地域看護専門看護師養成
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)

新潟大学大学院保健学研究科看護学分野博士前期課程地域看護学分野
地域看護 CNS コース

認定年度

有効期限

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

１０－１．クリティカルケア看護 26 単位（8 課程）
教

育

課

程

名

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）
東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻博士課程先端
侵襲緩和ケア看護学
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
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
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
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）
札幌市立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分野
成人看護学領域急性期看護学専門看護師コース
四日市看護医療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
領域急性看護学専門看護師（CNS）コース
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認定年度

有効期限

H13 年度

2021 年 3 月

（2001 年度）

H14 年度
（2002 年度）

H18 年度
（2006 年度）

H19 年度
（2007 年度）

H21 年度

2018 年 3 月

（2009 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

H24 年度
（2012 年度）

2021 年 3 月

１０－２．クリティカルケア看護 38 単位（18 課程）
教 育 課 程 名
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
(平成 12 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 17 年度より認定された 26 単位課程から移行)
高知県立大学大学院看護学研究科クリティカルケア看護学領域 CNS コース
自治医科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分野
クリティカルケア看護学
(平成 19 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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
(平成 15 年度より認定された 26 単位課程から移行)
広島文化学園大学大学院看護学研究科博士前期課程クリティカル看護専攻
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
領域急性期看護学専攻分野
(平成 14 年度より認定された 26 単位課程から移行)
兵庫医療大学大学院看護学研究科修士課程看護学課題研究・高度実践領域
急性・重症患者看護専門看護師分野
(平成 24 年度より認定された 26 単位課程から移行)
札幌医科大学大学院保健医療学研究科看護学専攻博士課程前期専門看護師
コース クリティカルケア看護
(平成 19 年度より認定された 26 単位から移行)
杏林大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程実践看護科学分野
（クリティカルケア看護学）
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博士前期課程療養
支援看護学分野急性看護学領域高度実践看護コース
(平成 24 年度より認定された 26 単位から移行)
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クリティカル
ケア看護専門看護師教育コース
（平成 20 年度より認定された 26 単位から移行）
聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程急性期看護学
上級実践コース
（平成 22 年度より認定された 26 単位から移行）
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
（平成 21 年度より認定された 26 単位から移行）
日本赤十字九州国際看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程 CNS
コース クリティカルケア看護
金沢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領域
クリティカルケア看護学分野
福岡大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程急性・重症患者看護領域高度
実践看護師コース
関西国際大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程急性看護学分野高度
実践看護コース
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認定年度
H24 年度

有効期限
2022 年 3 月

（2012 年度）

2023 年 3 月
H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

H27 年度

2026 年 3 月

(2015 年度)

H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

１１－１．在宅看護

26 単位（3 課程）
教

育

課

程

名

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在宅看護学領域在宅看護 CNS 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
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

１１－２．在宅看護

認定年度

有効期限

H19 年度

2021 年 3 月

（2007 年度）

H22 年度

2019 年 3 月

（2010 年度）

H23 年度

2020 年 3 月

（2011 年度）

38 単位（10 課程）
教

育

課

程

名

高知県立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域 CNS コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位課程から移行)
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在宅看護
学領域（ＣＮＳコース）
獨協医科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
在宅看護学専門看護師コース

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地域看護学
大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程在宅看護学専門看護師
(CNS)コース

認定年度

有効期限

H24 年度

2022 年 3 月

（2012 年度）

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

H27 年度

2026 年 3 月

(2015 年度)

(平成 20 年度より認定された 26 単位から移行)

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
実践看護学領域在宅看護学専攻分野
聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程
在宅看護学上級実践コース
(平成 21 年度より認定された 26 単位から移行)

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
門領域（高度実践看護コース）

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

（平成 22 年度より認定された 26 単位から移行）

順天堂大学大学院医療看護学研究科看護学専攻博士前期課程在宅看護
CNS コース
日本赤十字九州国際看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程
CNS コース 在宅看護

1２－１．遺伝看護

26 単位（1 課程）
教

育

課

程

名

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻遺伝看護学

1２－２．遺伝看護

認定年度

有効期限

H26 年度

2021 年 3 月

（2014 年度）

38 単位（2 課程）
教

育

課

程

名

新潟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遺伝看護
コース

聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学専攻博士前期課程遺伝看護学
上級実践コース（平成 25 年度より認定された 26 単位から移行）
214

認定年度

有効期限

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

１３－１．災害看護

26 単位（1 課程）
教

育

課

程

名

日本赤十字広島看護大学大学院看護学研究科修士課程災害看護学領域専門
看護師（ＣＮＳ）コース

１３－２．災害看護

認定年度

有効期限

H25 年度

2021 年 3 月

（2013 年度）

38 単位（２課程）
教

育

課

程

名

福井大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻災害看護専門看護師教育
課程
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国際・災害看護
学 (平成 25 年度より認定された 26 単位課程から移行)

認定年度

有効期限

H25 年度

2024 年 3 月

（2013 年度）

H26 年度

2025 年 3 月

（2014 年度）

１４．放射線看護 38 単位（３課程）
教

育

課

程

名

鹿児島大学大学院保健学研究科看護学専攻博士前期課程看護学領域基礎看
護・地域看護学分野放射線看護専門コース

認定年度

有効期限

H28 年度

2027 年 3 月

（2016 年度）

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科放射線看護専門看護師養成プログラム
弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程放射線看護高度看護実践コース

１５．プライマリケア看護

46 単位(２課程)
教

育

課

程

名

沖縄県立看護大学大学院保健看護学研究科博士前期課程先端保健看護分野
島嶼保健看護領域 実践島嶼保健看護
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻博士前期課程プライマリケア看護
学専攻教育課程
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認定年度

有効期限

H27 年度

2026 年 3 月

（2015 年度）

H28 年度
（2016 年度）

2027 年 3 月

