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京都橘大学看護教育研修センター 

認定看護師教育課程 

＜皮膚・排泄ケア分野＞ 

 

1 看護教育研修センター設置の沿革と教育理念 

 高度・専門分化する医療をはじめ、変化する保健医療福祉環境の中で、看護の役割が拡

大し、臨床においても質の高い看護ケアが求められている。この看護現場でのケアの質の

向上を図ることを目的に、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践ができ、

また他の看護職者のケア技術向上に資する看護師を育成するため、看護教育研修センター

を 2006年 12月に開設した。 

 

2 認定看護師教育課程 ＜皮膚・排泄ケア分野＞  

 教育目的 

1) 創傷管理及び排泄管理を要する患者とその家族に対し、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) 創傷管理及び排泄管理を要する患者とその家族の看護において、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) 創傷管理及び排泄管理を要する患者とその家族の看護において、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。 

 

3 看護分野名と教育期間 

分野名 教育期間 

皮膚・排泄ケア 
８か月間 

2020年 5月 13日(水)～2020年 12月 18日(金)(予定) 
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4 教育内容、講義時間数（予定） 

 共通科目 135時間 

 ＜必修＞ 

  医療安全学：医療倫理     015 

  医療安全学：医療安全管理    015 

  医療安全学：看護管理     015 

  臨床薬理学：薬理作用     015 

  チーム医療論（特定行為実践）    015 

  相談（特定行為実践）     015 

  指導       015 

  医療情報論      015 

  対人関係      015 

 

 専門科目 285時間 

  皮膚・排泄ケア概論     015 

  皮膚のアセスメントとケア    030 

  精神面のアセスメントとケア    015 

  栄養のアセスメントと管理    015 

  排便機能に破綻をきたす病態の理解と評価  030 

  排尿機能に破綻をきたす病態の理解と評価  030 

  ストーマケア      030 

  排泄障害のケア     030 

  創傷の病態と治療     030 

  創傷のアセスメントと管理Ⅰ    030 

  創傷のアセスメントと管理Ⅱ    030 

 

 演習 240時間 

  学内演習      060 

  臨地実習      180 

 

    総時間数      660時間 

 

【日本看護協会認定看護師教育課程基準カリキュラム（特定行為研修を組み込んでいない教育

課程：A課程教育機関）に準ずる】 
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京都橘大学看護教育研修センター 

認定看護師教育課程 

＜皮膚・排泄ケア分野＞ 

募集要項 

1 募集人員 

分野名 募集人員 

皮膚・排泄ケア 30名 

 

2 受験資格 

 下記の要件をすべて満たしていることを条件とする。 

1) 日本国の看護師の免許を有する者。 

2) 看護師としての実務研修＊を５年以上（出願時点）有する者。 

3) その他下記に定める看護分野の実務研修＊を有すること。 

＊実務研修とは、看護師としての看護実務経験を意味します。 

 ＜皮膚･排泄ケア＞ 

(1) 通算３年以上（出願時点）、外科系領域またはストーマケアを行う病棟・外来・在宅

ケア領域での看護実績を有すること。 

(2) ストーマ造設患者の看護を１例以上、及び創傷または失禁ケア領域の看護を４例以上

担当した実績を有すること。 

(3) 現在、創傷ケア、ストーマケア、または失禁ケアを行う病棟・外来・在宅ケア領域で

勤務していることが望ましい。 

 

3 出願手続き 

 出願書類受付期間 2019年 10月 15日(火) ～ 2019年 11月 15日(金) 

 封筒に「出願書類在中」と朱書きのうえ、簡易書留で下記まで送付してください。 

 〒607-8175 京都市山科区大宅山田町 34  京都橘大学看護教育研修センター 

 ※締切日消印有効、持参不可 
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1) 提出書類一式 

選抜試験出願書類は次の通りです。書式に基づき記入してください。書類の不備がある場

合は受験できません。なお、以下の様式 A～Hの書類は、京都橘大学看護教育研修センター認

定看護師教育課程ホームページから、Word 形式でダウンロードしてください（両面印刷可）。 

 

□ 入学願書（様式 A） 

□ 履歴書（様式 B）※写真１枚貼付。 

□ 実務研修報告書（様式 C）※実務研修に関する要件を満たしていることが必要。 

□ 勤務証明書（様式 D）※所属施設で証明してもらう。（現在の施設で通算５年以上を満たす

場合は、その施設の証明だけでよい。満たさない場合は、以前の施設の証明も必要。） 

□ 推薦書（様式 E）※看護部長相当者の推薦書。 

□ 事例経験書（様式 F） 

□ 事例の要約（様式 G） 

□ 看護師免許の写し ※Ａ４サイズに縮小。 

□ 受験票および写真票（様式 H）※写真２枚貼付。 

□ 入学検定料払込通知（様式 H）※「振込票兼受領証」または「ご利用明細票」のコピーを

貼付。 

□ 受験票郵送用封筒 ※封筒のサイズは長３(120mm×235mm)とする。住所、氏名を記入し、 

  254円分の切手を貼付する。 

 

 ※履歴書・受験票・写真票に貼付する写真について 

出願書類受付開始日より３ヶ月以内に撮影したもの。上半身・脱帽・正面向き 

カラー写真、縦４cm×横３cm 写真裏面には氏名と生年月日を記入のこと。 

 ※健康診断書については入学手続時に提出を求めます。 

2) 入学検定料納付について 

 入学検定料 50,000円 

 郵便局備え付けの郵便局払込取扱票に氏名、電話番号、住所、金額を記入のうえ、出願手続

期間中に下記口座まで払い込みください。「払込票兼受領証」または「ご利用明細票」(ATM利

用時)のコピーを提出（様式 Hに貼付）してください。「払込票兼受領証」または「ご利用明細

票」をもって領収書といたします。 
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※一度納入された入学検定料は原則として返還できません。あらかじめご了承ください。 

＊記入見本＊ 

＊払込時の注意事項＊ 

必ず青色の払込取扱票を使用して入金してください。ATMやゆうちょダイレクトなどで口座番号を

入力しての口座間送金は利用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 受験票の送付について 

 提出書類を審査のうえ、受験が認められた方には試験日の１週間前までに受験票を郵送しま

す。 試験日の１週間前を過ぎても届かない場合は、看護教育研修センターまでお問合わせく

ださい。受験票は受験時に必ず携帯してください。また合格発表まで必ず保管してください。 

 

4 入学選抜試験 

1) 選抜試験会場 

  京都橘大学キャンパス（京都市山科
やましな

区大宅
おおやけ

山田町 34） 

  試験当日連絡先（京都橘大学看護教育研修センター）TEL 075-574-4133 

  JR「山科（やましな）」駅から京阪バス利用 

  または地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）」駅から徒歩 15分 

2020 年度 認定看護師教育課程  

入学検定料納入 

 払込先口座番号 ０１０７０－７－２８８９９ 

 加入者名  京都橘大学 

 通信欄記入事項 2020年度 認定看護師教育課程 入学検定料納入 

   住所 氏名 電話番号 
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2) 選抜試験日時 

内容 日時 備考 

第一次試験 

（学科試験） 

2020年 2月 1日（土） 

 10:00～11:40 

皮膚・排泄ケア分野に関する筆

記試験 

第一次試験 

合格者発表 

2020年 2月 1日（土） 

 15:00～ 

第一次試験合格者の受験番号を

学内に掲示するとともに、本学

ホームページに掲載 

第二次試験 

（小論文） 

（面接） 

2020年 2月 2日（日） 

 10:00～11:40 

 12:45～ 

第一次試験合格者のみ 

  （試験開始 15分前までに指定の試験場に入室してください。） 

3) 選抜方法 

  第一次試験：学科試験専門科目（客観式問題・状況設定問題） 

  第二次試験：小論文・面接 

 

5 合格発表 

 2020年 2月 7日(金)10：00から 2月 20日(木)17：00まで本学ホームページにて発表。 

  ※本学ホームページ  http://www. tachibana-u.ac.jp 

 また、受験者に合否通知を郵送します。郵送の都合により発表当日に到着しない場合があり

ます。電話や FAX、メールなどでの合否に関する問い合わせは、一切受け付けいたしません。 

 

6 入学手続きと学費（受講料）について 

 合格者には、合格通知時に入学手続きについての詳細をご案内します。 

 なお、入学手続期限および学費（受講料）については下記の通りです。 

 

  入学金 050,000 円   入学手続期限 2020年 2月 28日(金)（当日消印有効） 

  授業料 750,000 円      【変更】2020年 3月 2日（月）（当日消印有効） 

  合計 800,000 円 

 

※ 原則として一旦納入された入学金および授業料は返還いたしません。  

※ このほか書籍代、実習先への交通費、実習保険料などが必要となります。 
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7 個人情報の取り扱いについて 

 出願にあたって提供いただいた氏名、住所その他の個人情報については、本センターにおけ

る選抜試験（出願処理・試験実施）、合格発表、入学手続きならびに入学後の修学指導など、

これらに付随する業務においてのみ利用し、それ以外の目的では利用いたしません。 

 

8 資格の取得 

 教育課程修了者には、日本看護協会が行う「認定看護師認定審査 皮膚・排泄ケア分野」を

受験する資格が得られます。 

9 出願書類について 

 提出された出願書類は返却いたしません。 

 

10 その他 

 選抜試験当日の昼食については、各自でご用意ください。 

  

11 入試成績の開示について 

 受験者本人が入学試験の成績を開示請求した場合は、科目試験得点と総合得点を開示します。

開示申請を行うことができるのは、受験者本人のみであり、代理申請は受け付けません。申請

は郵送に限ります。申請書に必要事項を記入の上、返送料（404円分の切手）とともに簡易書

留で下記まで送付してください。 

 

 [申請期間]  2020年 2月 7日（金）～2月 20日（木）（当日消印有効） 

 [申請先] 京都橘大学看護教育研修センター 

  〒607-8175 京都市山科区大宅山田町 34 

 [申請書類等] ①入学試験成績開示申請書（本学所定用紙） 

 上記申請期間中に、京都橘大学看護教育研修センター認定看護師教育課程ホ

ームページからダウンロードしてください。  

 ②404円分の切手（返送料） ※返送用封筒は不要 

 [開示時期] 2020年 3月中旬予定 

 [開示方法] 出願時に登録した住所に簡易書留にて送付します。 

 

  
■選抜試験に関する問合せ先 

京都橘大学看護教育研修センター 

〒607-8175 京都市山科
やましな

区大宅
おおやけ

山田町 34 

TEL＆FAX 075-574-4133 

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く） 

E-mail cpdn@tachibana-u.ac.jp 
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■試験場案内 

 1 交通案内 

・地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）駅」下車、東へ徒歩約 15分 

・JR・京阪・地下鉄東西線「山科（やましな）駅」より 

 京阪バス 26系統「大宅（おおやけ）」下車、東へ徒歩 5分 

・JR・京阪・地下鉄東西線「山科（やましな）駅」より 

 京阪バス 28系統「大宅甲ノ辻（おおやけこうのつじ）」下車、 

 東へ徒歩約５分 

・JR・京阪・地下鉄東西線「山科（やましな）駅」より 

 タクシー利用の場合、約 15 分 

 2 キャンパス案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選抜試験当日の臨時バスについては受

験票送付時にご案内します。 

バスロータリー 

正門 

東門 

選抜試験当日の臨時バスについては、 

受験票送付時にご案内します。 
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入学選抜試験出願書類の記入および提出にあたっての注意事項 

＊過不足なく記入してください 

＊記入枠のスペースは幅や高さを変更せず、枠内のスペースに収まるように記入してください 

＊文字の大きさは適宜変更してください（最小 9pt） 

＊全て西暦表記にしてください 

＊様式によって自署での記入箇所以外は全てパソコンで入力してください（記入手段欄参照） 

＊鉛筆や摩擦熱で消せるボールペン（フリクションボールなど）は使用しないでください 

＊訂正する場合は、二重線を引き訂正印を押してください 

＊提出前に不備がないか必ず確認してください 

提出書類 様式 記入方法と注意事項 記入手段 

入学願書 A 
・記入日、氏名、生年月日、現住所、電話番号、ふりがなを記

入し、押印する。氏名は自署に限る。 

氏名（自署）・

押印以外はパ

ソコン入力の

み 

履歴書 

※記入例 P.11 参照 
B 

・日付は記入日を記入する。 

・メールアドレスは、①すぐに確認できるもの（携帯電話・ス

マートフォン）と、②ファイル添付が可能なもの（PC メー

ル等）の二種類を必ず記入する。 

・所属機関は正式名称を記入する。設置主体が法人の場合は、

法人名を必ず記入する。 

 現在、勤務していない場合は離職中と記入する。 

※所属科名は業務内容がわかるように記入する。 

 例：消化器外科外来、泌尿器・内科混合病棟など 

・学歴は高校卒業からとし、学校名は学科・課程も含め正式名

称を記入する。 

・職歴は看護師としての職歴を非常勤も含めて全て記入する。

（准看護師歴、産休・育休期間は省く） 

押印以外はパ

ソコン入力の

み 

実務研修報告書 

※記入例 P.13 参照 
C 

・認定看護分野の実務研修には、職歴のうち、皮膚・排泄ケア

分野に関連した実務研修（臨床経験）を記入する。 

・実務研修施設概要では、認定分野歴におけるすべての施設の

実績について記載する。施設が複数の場合、施設ごとに書類

を作成する。 

・2－5）については、認定看護師等の有資格者から直接指導を

受ける機会があることが望ましいが、ない場合には部署の師

長か主任で、分野の経験が５年以上あるものから受けたこと

を記す。あるいは施設外の認定看護師から指導があった場合

にはそれを記す。 

※実務研修実績概要における担当した事例とは受けもち患者

として継続的に関わった事例を指す。ストーマ造設患者の看

護を１例以上、および創傷または失禁ケア領域の看護を４例

以上経験していることを確認する。 

※実務研修に関する要件を満たしていることが必要 。 

パソコン入力

のみ 
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提出書類 様式 記入方法と注意事項 記入手段 

勤務証明書 

※記入例 P.14 参照 
D 

・人事（病院長名）あるいは看護部長の職位の方が作成する。 

・現在の職場で通算５年以上を満たす場合は、その職場だけで

よい。満たさない場合は、その前の職場の証明も必要。 

・診療科が分かるように記入する。 

 例：消化器・泌尿器外科混合病棟、整形外科外来、ICU 等 

・担当の診療科が複数の場合は、皮膚・排泄ケア分野に関連し

た診療科を優先して記入する。 

・准看護師歴、産休・育休期間は在職期間に含めない。 

押印以外は記

入手段を問わ

ない 

推薦書 E 

・看護部長相当者の職位の方が記入。研修修了後の進路や所 

属先から期待される役割などを記入する。 

・推薦者氏名は自署に限る。 

推薦者氏名・

押印以外は記

入手段を問わ

ない 

事例経験書 

※記入例 P.15 参照 
F 

・事例Ⅰにストーマ造設患者の看護ケア事例を１例、事例Ⅱ  

～Ⅴに創傷または失禁ケア領域の看護ケア事例を４例、事例

に対する看護展開がわかるよう明確に要約して記入する。 

※できるだけ新しい事例を記入すること。 

・１ページに収まるよう要約する。 

・創傷または失禁ケア領域の看護ケア事例については「＊創

傷・失禁」のどちらかに○を記入する。 

パソコン入力

のみ 

事例の要約 

※記入例 P.16 参照 
G 

・様式 F で記入した５つの事例の中から、できるだけ新しい 

事例を一つ選び、事例に対する看護展開を中心に要約する。 

・１ページに収まるよう要約する。 

パソコン入力

のみ 

受験票および写真票 H ・必要事項を記入し、写真を貼付する。 
記入手段を問

わない 

入学検定料払込通知 H 

・「払込票兼受領証」または「ご利用明細票」のコピーを貼付

する。原本は領収書となるので、必ず手元に保管し、コピー

を提出する。 

－ 

受験票郵送用封筒 
定型 

封筒 

・定型封筒（長３サイズ・120mm×235mm）に 254 円分の切

手を貼付し、住所・氏名を記入する。 

記入手段を問

わない 

看護師免許の写し ・Ａ４サイズに縮小する。 － 

 

 

 


