令和２年度

摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程

募 集 要 項

公益社団法人 愛知県看護協会

摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程
（A 課程：特定行為研修を含まない）

１．愛知県看護協会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。愛知県看護協会では、日本看護協会認定看護師制度に基づき、会員からの要
請に応えて、２００５年１０月に摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程を開設した。続いて、２００９年か
ら２０１８年には脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程を、２０１３年には訪問看護認定看護師
教育課程を開講し、高齢社会を支える看護職の質向上を目指した認定看護師の育成を行っている。

２．愛知県看護協会認定看護師教育の教育理念
高度専門分化する保健・医療・福祉の現場において、看護師は高いケアの提供が望まれている。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を提供することが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看護の質の向上に寄与する。

３．愛知県看護協会認定看護師教育の教育目的
特定の分野において、熟練した看護技術と専門的知識を用いて水準の高い看護を実践することができ、それ
らを基盤として他の看護師への指導・相談を行なうと共に、自らの実践力を自律的に向上することができる認
定看護師を育成する。

４．摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程の定員・教育期間
教育課程

定員

教育期間

摂食・嚥下障害看護

３０名

２０２０年９月～２０２１年３月（７ヶ月）

年間スケジュール（予定）
２０２０年
２０２０年
２０２１年
２０２１年
２０２１年

９月 １４日（月）
９月～１２月
１月～３月上旬
３月 中旬
３月 １９日（金）

開講式・オリエンテーション
講義・学内演習
臨地実習（各実習病院）
、学内演習
修了試験
修了式

５．摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程の教育内容・授業時間数
１）教育課程の目的
（１）摂食嚥下障害のある患者に対し、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護実践ができる能力を
育成する。
（２）摂食嚥下障害のある患者の看護において、看護実践を通して他の看護職者に対して指導ができる
能力を育成する。
（３）摂食嚥下障害のある患者の看護において、看護実践を通して他の看護職者に対して相談対応・支
援ができる能力を育成する。
２）期待される能力
（１）摂食嚥下障害の原因疾患・治療に関する知識から、摂食嚥下障害の病態を理解することができる。
（２）脳神経・筋骨格系フィジカル・アセスメント及び摂食嚥下機能評価法を用いて、摂食嚥下機能を
評価することができる。
（３）チーム医療における看護の立場から、摂食嚥下障害患者の機能帰結（治療効果）を踏まえて、目
標設定をすることができる。
（４）適切な摂食嚥下障害に対する訓練法を選択することができ、安全に確実に実施することができる。
（５）摂食嚥下障害患者の呼吸状態、栄養状態、体液平衡状態について評価することができる。
（６）誤嚥性肺炎、窒息、低栄養、脱水などを予防し、摂食嚥下障害の増悪を防止するなどのリスク管
理ができる。
（７）摂食嚥下障害のある患者の「食べる」権利を擁護し、患者・家族の意思決定を尊重した看護を実
践できる。
（８）摂食嚥下障害に対する訓練法及びリスク管理の方法について、安全に在宅療養できるように患者
及び家族に対して具体的な指導ができる。
（９）摂食嚥下障害看護の実践を通して、看護職者に対して役割モデルを示すとともに具体的な指導が
できる。
（10）摂食嚥下障害看護について、看護職者に対し具体的に相談対応・支援ができる。
（11）医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、栄養士などの他の専門職
と積極的に協働し、チーム医療としての摂食嚥下リハビリテーションを推進するための役割を果
たすことができる。
３）学科目及び授業時間数
必須共通科目

120

専門基礎科目

120

演習・実習

240

医療安全学：医療倫理
医療安全学：医療安全管理
医療安全学：看護管理
臨床薬理学：薬理作用
チーム医療論(特定行為実践)
相談(特定行為実践)
指導
医療情報論

15
15
15
15
15
15
15
15

リハビリテーション総論
摂食嚥下障害病態論
摂食嚥下機能評価論
摂食嚥下障害病態各論

30
30
15
45

学内演習
臨地実習

60
180

専門科目

165

フィジカル・アセスメント論
摂食嚥下訓練技術論
リスクマネジメント論
摂食嚥下障害援助論

45
30
45
45

共通科目
専門基礎科目
専門科目
演習
実習

120
120
165
60
180

総時間数

645

令和２年度 入学試験実施要項
１．募集人員
教 育 課 程

募集人員

摂食・嚥下障害看護

３０名

２．受験資格
受験資格については、以下の要件をすべて満たしているものとする。
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、通算５年以上注)実務研修をしていること。
３）下記の看護分野の実務研修を行っていること。
（１）通算３年以上注）、摂食嚥下障害患者が多い保健医療福祉施設、または在宅ケア領域での看護実績を
有すること。
（２）摂食嚥下障害患者を５例以上担当した実績を有すること。
（３）現在、摂食嚥下障害患者の看護に携わっていることが望ましい。
＊ 注) 実務研修期間は２０２０年３月末までとする。

３．出願手続
１）願書受付期間
２０２０年４月２３日（木）～５月８日（金）２７日（水）
（当日消印有効）
２）提出書類
（１）入学願書

（様式１）

（２）履歴書

（様式２）

（３）実務研修報告書（嚥:様式３）
（４）勤務証明書

（様式４）

（５）事例報告書

（嚥:様式５－１，５－２）

（６）写真票、受験票、入学検定料振込明細書兼受領証のコピー（様式６）
＊ 写真票、受験票の受験番号欄は記入しないでください。
＊ 様式１～６は、愛知県看護協会ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.aichi-kangokyokai.or.jp/
（７）看護師免許証の写し（Ａ４版縮小コピー）１部
（８）受験票返信用封筒
（定型１２０mm×２３５mm，簡易書留のため４１４円切手貼付。返信宛先明記。)
＊ 書類不備及び受験要件を満たさない場合は、受験できません。

３）入学検定料
振込依頼人名欄に受験生名を記入して上記口座に振り込みのうえ、振込みを確認できるもの（明細書等）
を発行し、様式６に貼付すること。インターネットバンキングを利用する場合は、振込完了を確認し、
「振込明細照会」を印刷して添付すること。

＜振込先＞

入学検定料

消 費 税 （ 10％ ）

納付金

50,000 円

5,000 円

55,000 円

【三菱ＵＦＪ銀行 すずかぜ支店】
口座番号 普通口座 １１３０００４
口座名称 公益社団法人 愛知県看護協会

＊ 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のであらかじめご了承ください。
＊ 振り込み手数料は、各自ご負担ください。
４）提出方法
提出書類一式を、期日内に簡易書留で下記の提出先まで送付すること。
＜提出先＞
〒４６６－００５４
名古屋市昭和区円上町２６番１８号
公益社団法人 愛知県看護協会
摂食・嚥下障害看護認定看護師教育課程 教務担当 宛

４．受験票の発行
提出書類一式を審査し、受験申請者により同封された返信用封筒を用いて受験票を郵送する。
＊ 入学試験日の５日前までに受験票の届かない方は、教務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。

５．試験科目・日程と会場
１）試験科目
（１）筆記試験
専門基礎科目、専門科目、小論文
（２）面接試験
（３）事例報告
出願時の事例報告（様式５）を採点
２）試験日程及び実施時間
２０２０年５月２３日（土）７月３日（金）９時３０分～１６時００分

試験方法

試験科目・時間
専 門 基 礎 科 目 － ９：３０～１０：２０

筆記試験

専 門 科 目 －１０：３５～１１：２５
小

面接試験

論

面

文 －１１：４０～１２：４０
接 －１３：３０～１６：００

３）試験会場
公益社団法人 愛知県看護協会

６．合否の通知
合格者の受験番号については、２０２０年６月５日 ７月１７日（金）に、受験者全員に対し、結果を郵
送（期日指定郵便）で通知する。
あわせて、１１：００に愛知県看護協会ホームページ上で発表する。
電話やＦＡＸでの合否の問い合わせには、対応しない。

７．追加合格
１）入学手続きを締め切った結果、定員に欠員が生じた場合は、６月２９日（月）８月１１日（火）以降
に合格者の追加を行うことがある。
２）追加合格は、電話により直接受験者に通知する。追加合格者の入学手続きは、追加合格連絡の際に改
めて説明する。
３）追加合格について、電話やＦＡＸでの合否の問い合わせには、対応しない。

８．入学手続
１）入学手続き方法については、合格通知時に書類で案内する。
２）納付金（前納）
（１）入学手続料
入学手続料

消 費 税 （ 10％ ）

納付金

会員

50,000 円

5,000 円

55,000 円

非会員

75,000 円

7,500 円

82,500 円

受講料

消 費 税 （ 10％ ）

納付金

会員

750,000 円

75,000 円

825,000 円

非会員

1,125,000 円

112,500 円

1,237,500 円

（２）受 講 料

＊ 会員：入学手続き時点で日本看護協会会員のもの
＊ 既納の受講料等は、原則として返還できませんのであらかじめご了承ください。

３）その他の経費
（１）実習中の交通費・宿泊費及び資料代は自己負担となる。
（２）講義などで使用する図書費・教材費は、自己負担となる。
（３）開講後実施予定である宿泊研修の費用は、別途徴収する。

９．情報開示について
１）入学試験の内容等の開示
次の（１)(２)について、愛知県看護協会ホームページ上に掲載する。
（１）前年度筆記試験「専門基礎科目」試験問題、および「専門科目」出題意図
（２）前年度受験者数、合格者数、および受験倍率、専門基礎科目及び専門科目の各平均点について
掲載場所：http://www.aichi-kangokyokai.or.jp/
開示期間：２０１９年１２月２日（月）～２０２０年５月２２日（金）７月２日（木）
２）入学試験結果の開示
入学試験受験者には、愛知県看護協会教務室において個人の入学試験得点結果（専門基礎科目、専門
科目、総得点）を開示する。開示希望者は、事前に教務担当へ電話連絡し、日程を調整すること。

＜会場までの案内図＞に関しては、裏表紙に添付致します。

<会場までの案内図>

１．
「名古屋駅」から「金山駅」まで
名鉄 （所要時間：３分） または JR 東海道本線（所要時間：３分）
「金山駅」から「高辻」まで
市バス（所要時間：10 分）
７番のりば ⑪系統（池下行）⑫系統（妙見町行）⑯系統（瑞穂運動場東行）
８番のりば ⑭系統（瑞穂運動場東行）
「高辻」から試験会場「愛知県看護協会」まで
徒歩（所要時間：３分）
２．
「名古屋駅」から「鶴舞駅」まで
ＪＲ中央線（所要時間：６分）
「鶴舞」から「高辻北」まで
市バス（所要時間：10 分）
３番のりば 基幹①系統（星崎行、鳴尾車庫行、笠寺駅行）黒川⑫（博物館行）
名駅１８（名鉄神宮前行）
「高辻北」から試験会場「愛知県看護協会」まで
徒歩（所要時間：３分）
３．
「名古屋駅」から「栄」まで
地下鉄東山線（所要時間：５分）
「栄」から「高辻北」
市バス(所要時間：15 分)
４番のりば（オアシスのりば） 栄２６（博物館行）
１８番のりば（大津通のりば） 基幹①系統（星崎行、鳴尾車庫行、笠寺駅行）
「高辻北」から試験会場「愛知県看護協会」まで
徒歩（所要時間：３分）

公益社団法人 愛知県看護協会
〒466―0054 名古屋市昭和区円上町２６番１８号
T E L ：０５２－８７１－０７６１
F A X ：０５２－８７１－０７５７
E-mail：aikan-enge@earth.ocn.ne.jp

