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ナースプラクティショナー
養成分野
医療福祉学研究科
修士課程 保健医療学専攻
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ともに生きる社会の実現を目指して
保健医療サービスの一躍を担い社会貢献するアドミッションポリシー

Competency Based NP Education

 1 実践的身体診察の能力
ジェネラリストとしての能力に医学教育を付与することで対象者を診察する能力を高める

 2 情報を判断する能力
対象者の状況を把握するために必要な画像診断・血液化学等の検査を選定し、
得られた情報を解読し判断する能力を身につける

 3 適切な薬剤を選択できる能力
薬剤の臨床薬理を理解し、治療効果をアセスメントしながら適切な薬剤を選択できる能力を獲得する

 4 臨床判断能力
エビデンスに基づいた症候アセスメントを行い、臨床判断能力を高める

 5 リーダーシップ能力
チーム医療の一員となり調整するためのリーダーシップ能力を実践の場で身につける

 6 マネジメント能力
ヘルスケアの質向上に寄与するマネジメント能力を統合する

 7 患者中心の医療を実践する能力
適切な医療者－患者関係を構築し、患者中心の医療を実践する能力を身につける

 8 医療倫理に基づく判断と実践能力
医療者として常に求められる倫理的問題に対する感性を高める

 9 自己研鑽していく能力
生涯学習者として常に学習し、自己研鑽していく能力を求める

当大学院のナースプラクティショナー（NP）養成分野では、プライマリー・ケアおよびクリ
ティカル・周術期の分野において活躍する看護師を養成しています。
基本的教育は、専門に偏らず全ての患者さんに対応できるジェネラリスト・ナース版の
育成を理想としています。問診、身体診査から患者さんの危険をいち早く評価し把握し
て、医師とともに急変にも対応できるレベルを目指します。また、医師の指導の下に自律し
て身体診察を行い、必要な検査オーダーや検査の解釈ができ、投薬内容の検討、薬や
生活習慣改善に関する適切な患者さんへのアドバイスが出来る医療能力の獲得を目指
します。 

ごあいさつ

分野責任者：
国際医療福祉大学大学院 上席副大学院長

天野 隆弘

出願資格と選考方法
1） 実務経験5年以上の看護師
2） 就学にあたっては、職場との調整ができ、2年次の臨床実習の期間は休職することが
 前提である。また、当該施設での臨床実習受け入れが可能な者を基本とする。
3） 上記の条件を満たす者に対して書類審査、筆記試験、小論文および面接試験
4） 募集定員　10名（プライマリNPコースとクリティカル・周術期NPコース合わせて）
5） 応募前に担当教員と事前面談が必要
※修士課程は、専門学校等を卒業された満22歳以上の方も出願可能です。

取得学位および認定資格 1）修士（保健医療学）　 2）NP養成課程修了認定
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看護学についての知識はすでに獲得していることを前提に、患者の疾患管理に必要な知識と方法について学びます。本学の教育
内容の特徴は、「医学モデル」を基盤とした教育を目指しており、医学の基礎知識を習得した上で、疾病管理を行う実践能力を養う
ために演習や実習に重点を置いています。
基本となる基礎臨床に関する医学教育は、慢性期・急性期共通科目とし

て履修し、専門科目は各自が選んだコースに合わせて選択履修することに
なります。その上で、履修にあった臨床実習を行っていただきます。現在、ク
リティカルや周術期の現場で活躍しているみなさんの学びを支援していま
す。また、プライマリNPコースは生活習慣病を中心とした疾病管理からプ
ライマリケアを含めた内科全般的な学習ができるように内容を追加してお
り、修了時には55単位以上の履修が必要ですが豊富なカリキュラムが用意
されています。

国際医療福祉大学のグループ病院をはじめとした、疾患に熟知した多彩で高度な専門性を有した医師・講師陣がナースプラク
ティショナー養成の講義、演習、実習指導にあたり、多方面からの指導が受けられる充実した教育環境を整えています。実習では、
実習病院の指導医によるマンツーマンの指導を基本とし、疾病管理の実践能力を養います。
また国際医療福祉大学大学院は保健・医療・福祉分野の総合的教育・研究を実践しています。そのため共通科目では多くの教員
から学びを得ることができます。

1年前期共通科目

基礎臨床　基盤教育 シミュレーション・SP実践教育

臨床現場でのさらなる実践と研修
＋

基礎臨床　統合教育

1年後期共通科目 慢性期対応科目

ナースプラクティショナー論
臨床薬理学特論Ⅰ・Ⅱ
臨床解剖学特論
臨床病態生理学特論
フィジカルアセスメント
診断学入門
総合診断学
医療プロフェッショナリズム論
NP実践看護理論

疾病管理学Ⅰ
疾病管理学演習
臨床栄養学/運動療法
感染制御学特論
NP研究法

疾病管理学ⅡA, B
（慢性期）
＊選択で疾病管理Ⅲも履修可

共通科目
コ
ー
ス
の
選
択

疾病管理学演習
臨床薬理学演習
診察・診断学演習
＊全員履修

急性期対応科目

疾病管理学ⅢA, B
（急性期）
＊選択で疾病管理Ⅱも履修可

2年　プライマリコース Ｎ
Ｐ
認
定
試
験

（
プ
ラ
イ
マ
リ
）

Ｎ
Ｐ
認
定
試
験

（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
）

共通科目

疾病管理学実習Ⅰ
疾病管理学実習Ⅱ（慢性期疾病管理実習）　　

課題研究

2年　クリティカル・周術期コース
疾病管理学実習Ⅰ
疾病管理学実習Ⅲ（急性期疾病管理実習）

臨床現場

臨床実習

基礎臨床　基盤教育

シミュレーション教育・SP実践教育

●段階的教育のイメージ

●カリキュラム

NP養成カリキュラム

充実した教員スタッフ

難波さんの「修了生の声」全文は大学院ホームページで公開中です
 　 http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/faculty/health_welfare/nurse_p/index.html

日本の医療においては、慢性疾患の増加や高齢化、医療費の高騰、医師不足などの深刻な問題があり、NP
と医師との協働によりこの問題を改善したいと考えています。卒業後は、総合内科に勤務しております。私が
最も力を入れていることは、患者への問診と身体所見をくまなくとること、鑑別疾患から必要な検査を絞り
侵襲性の低い超音波検査を多く活用することです。
将来、私は離島の地域医療や在宅医療を通して人々の疾病管理や健康増進に携わりたいと考えています。

医療資源が限られた離島のプライマリNPに必要とされる能力は幅広く、今後も多くの経験や学習が必要で
す。患者の異常や緊急性を適切に判断するための問診と身体所見は重要であり一生の課題として取り組み
たいと考えています。難波 めぐみさん

修了生の声

2013年修了
すながわ内科クリニック勤務

■教育内容等に関するご相談
（担当教員：ラウ優紀子）
eメール ： ylau@iuhw.ac.jp
TEL ： 03-6406-8621（代表）
■大学院ホームページ

検索国際医療福祉大学大学院　NP

専任教員

ラウ優紀子 准教授
略歴）米国ペンシルベニア大学大学院老年ナースプ
ラクティショナープログラム修了。
前慶應義塾大学看護医療学部助手、東京女子医科大
学看護学部／東京女子医科大学大学院看護学研究
科講師（専任）。

教員の略歴、担当科目、研究業績、連絡先等は、大学院ホーム
ページ（http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/）をご参照く
ださい。
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　　キャンパス
「働きながら大学院で学びたい」。こうした医
療・福祉専門職の方々のニーズに応えるため、
本大学院は、大田原（栃木県）、青山（東京
都）、小田原（神奈川県）、熱海（静岡県）、
福岡・大川（福岡県）に6つのキャンパスを開設
しています。
※分野により受講が限られるキャンパスがあります。

　　同時双方向遠隔授業
キャンパスを同時双方向遠隔授業システムで
結び、複数のキャンパスで授業をリアルタイ
ムで受講できるようにしています。このシス
テムはテレビ会議方式を授業に取り入れたも
ので、テレビカメラによる映像や音声、書画
カメラの映像、パソコンのファイル情報など
が、各キャンパスでリアルタイムに共有でき
ます。これにより、どのキャンパスでも授業が
行われている教室と同じ状態で授業を受ける
ことができ、質問やディスカッションなど同
時双方向のコミュニケーションも可能です。

　　カリキュラム
多くの授業を平日の夕方以降と土曜日の昼間に行
い、社会人が学びやすい環境を整備しています。
※専攻、分野により異なります。

 0120-36-5931　 E-mail  nyushi@iuhw.ac.jp　 HP  http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

国際医療福祉大学大学院
保健 •医療 • 福祉専門職のキャリアアップを支援

国際医療福祉大学　 HP  http://www.iuhw.ac.jp/

附属病院

「働きながら大学院で学びたい」社会人が学びやすい３つの特長

１ ３

２

の特長

大田原
キャンパス

（栃木県大田原市）

福岡
キャンパス
（福岡県福岡市）

東京青山
キャンパス

（東京都港区南青山）

大川
キャンパス
（福岡県大川市）

小田原
キャンパス

（神奈川県小田原市）

熱海
キャンパス
（静岡県熱海市）

同時双方向
遠隔授業
同時双方向
遠隔授業

大学院 医療福祉学研究科

大学院 薬学研究科

入試に関するご相談 大学院に関するお問い合わせ

学生募集要項は次のいずれかの方法でご請求ください

大学院 薬科学研究科

修士課程

博士課程（４年制）

博士課程
保健医療学専攻
●看護学分野
●ナースプラクティショナー養成分野
●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野
●言語聴覚分野
●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野
●放射線・情報科学分野
●生殖補助医療胚培養分野

医療福祉経営専攻
●医療経営管理分野
●診療情報アナリスト養成分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
●医療福祉学分野
●医療福祉ジャーナリズム分野

臨床心理学専攻

医療・生命薬学専攻
修士課程（２年制）
生命薬科学専攻
●生命薬学分野 ●医療薬学分野

保健医療学専攻
●看護学分野
●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野
●言語聴覚分野
●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野
●放射線・情報科学分野
●生殖補助医療胚培養分野
●医療福祉経営学分野

●診療情報管理・分析学分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発研究分野
●医療福祉学分野
●医療福祉ジャーナリズム分野
●医療福祉心理学分野

国際医療福祉大学
大田原キャンパス 入試課

TEL：0287-24-3200
Eメール：nyushi@iuhw.ac.jp
〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1

※修士課程は、専門学校等を卒業された満22歳以上の方も出願可能です。（国家資格保持等の条件を満たしている必要があります）

国際医療福祉大学 大学院
東京青山キャンパス

TEL：03-6406-8621　FAX：03-6406-8622
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-3
青山一丁目タワー4・5階大田原キャンパス 東京青山キャンパス

■薬学部：薬学科（6年制）　■医療福祉学部：医療福祉・マネジメント学科
■保健医療学部：看護学科、理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、視機能療法学科、放射線・情報科学科
■小田原保健医療学部（小田原キャンパス）：看護学科、理学療法学科、作業療法学科
■福岡看護学部（福岡キャンパス）：看護学科
■福岡保健医療学部（大川キャンパス）：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、医学検査学科

■国際医療福祉大学病院（栃木県）　■国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）　 ■国際医療福祉大学三田病院（東京都）
■国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

140705000
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