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第１ 認定看護管理者教育課程の概要 

 

教育理念 

  多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家族および地域住民に対して、質の高い組織的 

看護サービスを提供するために、社会の変化に対応したマネジメントを遂行できる看護 

管理者を育成し、看護の質向上や保健医療福祉に貢献することを目的とする。 

 

教育目的 

  １．社会が求めるヘルスケアサービスを提供するために看護の理念を掲げ、それを具 

現化するために必要な組織を構築し、運営していくことのできる能力を高める。 

  ２．看護事業を起業し運営するにあたって、必要となる経営管理能力に関する知識・ 

技術・態度を習得する。 

 

  教育目標 

１．保健医療福祉に関する法律・制度・政策および看護の動向を理解し、ヘルスケア 

サービスを提供するための方策が立案できる能力を養う。 

  ２．経営者、起業家の視点を持ち、常に看護の開発・創造につながる発想・マネジメ 

ントができる能力を養う。 

  ３．他者を尊重し自己研鑽に励む態度を培うとともに、看護のリーダーとしての倫理 

観や看護観を深化させ、自律した看護管理実践能力を養う。 

 

授業科目一覧 

 

授業科目 時間 単元 

保健医療福祉政策論 30 1）社会保障の概念 

2）諸外国の保健医療福祉 

3）保健医療福祉政策 

4）看護制度・政策 

5）制度・政策に影響を及ぼす看護管理者 

6）保健医療福祉政策演習 

保健医療福祉組織論 30 

 

1）保健医療福祉サービスのマーケティング 

2）組織デザイン論 

3）ヘルスケアサービスの創造 

4）保健医療福祉組織論演習 
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経営管理論 60 1）医療福祉と経済論 

2）医療福祉経営 

3）財務管理 

4）経営分析 

5）ヘルスケアサービスの経営と質管理・経済性 

6）看護経営の今後のあり方 

7）労務管理 

8）人材フローのマネジメント 

9）危機管理 

看護経営者論 45 1）経営者論 

2）管理者の倫理的意思決定 

3）看護事業の開発と起業 

4）実習 

統合演習 15 統合演習 

合計 180  

 

修了要件 

 １．授業科目修了の要件  

 １）各授業科目の出席時間数がその履修すべき時間数の５分の４に満たない履修生は、 

     当該授業科目の評価を受けることができない。 

  ２）病気その他やむを得ない事由により授業科目ごとに行う学修の評価を受けること 

     ができなかった者に対し、その年度内に限って追試験を行うことができる。 

２．教育課程修了の要件 

  １）すべての授業科目に合格した履修生に対し、教育運営委員会の議を経て認定看護 

    管理者教育課程の修了を認める。 

  ２）修了を認めた履修生に修了証書及び履修証明書を授与する。 

修了審査の方法と内容 

１．学修の評価は、レポートにより行う。ただし、授業科目によっては演習の参加状況、 

プレゼンテーションを含めた評価に代わることがある。 

   成績は、次の基準によりＡ、Ｂ、Ｃ又はＤで表示するものとし、Ｄは不合格とする。 

   Ａ：８０点以上 Ｂ：７０～７９点 Ｃ：６０～６９点 Ｄ：５９点以下 

２．再試験について 

授業科目が「不合格」であった者には、再試験を１回に限り認める。 

１）再試験を受ける場合は再試験願を提出し、評価の通知後１ケ月以内を期限とす 

る。 

２）再評価はＣ又はＤとする。 
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第２ 入学者選抜要項 

 

１ 教育課程・募集人員・教育期間 

 

教育課程名 募集人員 教育期間 

認定看護管理者 

（サードレベル） 
２５人 180 時間(30 日以上) 

 

教育期間： 前 期：平成２８年１０月３１日（月）〜１１月１８日（金）  

後 期：平成２８年１２月 ５日（月）〜１２月２０日（火） 

発表会：平成２９年  １月２７日（金） 

修了式：平成２９年  ２月１５日（水）      

         ＊講師の都合により、土曜日・祝日に講義がある場合もあります。 

 

２ 出願資格 

 

次の１）２）３）の要件を満たす者とします。 

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、実務経験を通算５年以上有する者。 

３）認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了している者。または看護部長相 

当の職位にある者、もしくは副看護部長相当の職位に１年以上就いている者。 

 

３ 出願手続 

 

１） 出願期間 

平成２８年９月７日（水） ～ 平成２８年９月２１日（水）消印有効 

 

２）出願方法 

志願者は、（４）の出願書類を一括してＡ４サイズの封筒（角形２号）に入れ、

「書留郵便」で郵送してください。なお、封筒表面余白に「サードレベル応募書類在 

 中」と朱書きしてください。 

 

３）出願書類提出先 

〒９２９－１２１０ 石川県かほく市学園台１丁目１番地 

石川県立看護大学附属看護キャリア支援センター 

電話番号 ０７６－２８１－８４０７ 
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４）出願書類 

※ 様式1から様式3の各書類は、本冊子に添付しています。 

様式1から様式3は、ホームページから様式をダウンロードしてください。 

 

５）出願手続上の注意事項 

ア 出願書類は、黒のインク又は黒のボールペンで本人の自筆で記入してください。 

誤って記入した場合は、その部分を二重線で消して訂正してください。 

様式1、様式2、様式3については、ホームページから様式をダウンロードし、 

自署と書かれた部分以外はパソコン入力することができます。 

イ 出願書類が全て揃っていない場合には、受付できませんので、出願の際には、 

十分確認してください。 

ウ 出願受付後には、出願事項の変更は認められません。ただし、住所、氏名及び電話 

番号に変更があった場合には、附属看護キャリア支援センターへ連絡してください。 

エ 受講を許可した後であっても、出願書類の記載事項と相違する事実が発見された 

  場合は受講の許可を取り消すことがあります。 

オ 一度受付をした出願書類は、返却いたしません。 

 

 

 

 

 

 

書類 作 成 方 法 

様式1 入学願書  

様式2 小論文 テーマ「保健医療福祉の動向をふまえ、自施設の看護管理者

として取り組む課題の背景と方向性」1200～1600字程度 

様式3 

 

実務に関する勤務証明

書および職位に関する

勤務証明書 

 

所定の様式を使用し、必要事項を漏れなく記入してください。 

看護師の免許取得後、5年以上勤務したことを証明する。 

受講要件で、看護部長相当の職位にある者、もしくは副看

護部長相当の職位に１年以上就いている者のみ、職位とそ

の勤務年数を記載してください。 

写し 日本国の看護師免許  

写し セカンドレベル修了書 受講要件で認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了

している者のみ 

 返送用封筒 受講決定通知書等の返送先の住所、氏名及び郵便番号をＡ

４サイズの封筒（角形２号）に明記してください。 

出願書類に関する連絡先 

〒９２９-１２１０ 石川県かほく市学園台１丁目１番地 

石川県立看護大学附属看護キャリア支援センター 

e-mail   career@ishikawa-nu.ac.jp 電話番号 ０７６－２８１－８４０７ 

※ 出願書類記載内容に関する問い合わせは、内容の正確性を期すため、メールでお願いいたします。 

mailto:career@ishikawa-nu.ac.jp
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４ 選抜方法 

 

選抜は、小論文及びその他の出願書類の内容から判断します。なお、小論文は下記の

基準に基づき評価します。 

 

１ 看護管理の視点 １）自らが経験した看護管理に基づいた記述である 

２ 論理的思考 １）文章が論理的に構成されている 

２）事実やデータに基づいた記述である 

３）論旨に一貫性がある 

３ 創造性 １）自らの主張に創造性が含まれている 

４ 論述能力 １）専門用語や概念を適切に用いている 

２）記述に倫理的配慮がある 

 

５  合格通知 

 

合格者には１０月上旬頃、郵送にて合格通知書を送付します。 

 

第３ 入学手続・納付金 

 

１  入学手続 

 

１）入学手続期間 

平成２８年１０月１７日（月）～平成２８年１０月２６日（水）午後５時（必着） 

 

２）入学手続方法 

ア 入学手続の際には、誓約書、写真（ 縦４㎝×横３㎝ ）等の書類が必要です。 

（ 入学手続の詳細については、合格通知書送付時にお知らせします。） 

イ 入学手続書類は、下記提出先に「書留郵便」で郵送、又は「直接持参」してくだ

さい。「直接持参」する場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとし、

土曜日及び日曜日の受付は行いません。 

 

３）入学手続書類提出先 

〒９２９-１２１０  

  石川県かほく市学園台１丁目１番地 

石川県立看護大学附属看護キャリア支援センター 

電話番号 ０７６‐２８１-８４０７ 
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４）入学手続上の注意事項 

ア 入学手続期間内に手続を完了しなかった者については、入学を辞退したものとし 

て取り扱います。 

イ 入学手数料及び必要な書類が全て揃っていない場合には、受付できませんので、 

書類提出の際には、十分確認してください。また、入学手続期間を過ぎて到着し 

たものは、受付できませんので、郵送の場合には、所要日数を十分に考慮して発

送してください。 

ウ 一度受付をした入学手数料及び入学手続書類は返却しません。 

 

２  納付金 

 

１）入学手数料      １０，０００円     （予定） 

２）授業料（実習費込） ２４０，０００円   （予定） 

    なお、授業料は、入学手続き時に納入期間をお知らせします。また、実習施設に

通う交通費、実習中の宿泊費等（遠方の実習施設もある為）は、受講生負担とな

ります。 

    ※上記の１）、２）の金額は、石川県の認可後に確定となります。 

     （確定は 10 月上旬予定） 

 

第４ その他 

 

 １ 個人情報の取り扱いについて 

   出願書類及び入学手続きに関する書類から取得した個人情報は、厳重に管理され、

入試業務のために利用し、それ以外の目的に利用することはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

〒929-1210 石川県かほく市学園台1丁目1番地 
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