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Do your best,
and it must be f irst class.
̶

最善を尽くせ、
しかも一流であれ。

看護界をリードしていく人材を育成するために― 。
1920年、ルドルフ・B・トイスラーはキリスト教の精神に基づき聖路加国際病院附属高等看護婦学校を設立しました。
その志を受け継ぎながら、聖路加は看護教育のパイオニアとして常に時代に必要とされる看護教育を牽引し続けています。
2020年、看護教育100周年を迎えた聖路加国際大学は看護を軸に人を思い、世界を思う人を育成していきます。
To nurture human resources who can take leadership in the f ield of nursing.
In 1920 Dr. Rudolf B. Teusler established the High Grade Nurse Training School attached
to St. Luke’s International Hospital based on Christian principles.
Ever since, St. Luke’s has remained true to its roots as a pioneer of nursing education,
searching to truly grasp and fulf ill nursing needs in every successive era.
Now, in 2020, as we celebrate St. Luke’s International University’s nursing education centennial,
we continue to instill in students a keen sense of appraising the world and people from a nursing-centered perspective.
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看護界のリーダーを育成する、
聖路加の学びと活躍のフィールド
聖路加国際大学の学びと広がるキャリアプラン
学部卒業 学士

修士論文コース

※

（4年間／看護学）
看護師国家試験受験資格

養護教諭1種免許

在学中に必要な科目を履修
卒業時に免許取得
［選択制定員20名］

看護師
国家試験
合格

学部卒業 学士

大学院
博士前期課程
（2年間／修士課程）

助産師・保健師
国家試験受験資格
養護教諭専修免許

＜ 3年次編入 ＞

（2022年度）

（2年間／看護学）
看護師国家試験受験資格

本学4年次から直接大学院へ進学する場合は、推薦入学者選抜制度があります。
※看護資格のない方が入学できるコースを用意しています。

看護研究者としての基礎

上級実践コース

CNS（専門看護師）
CNE ★など専門能力の開発

保健師
国家試験
合格
助産師
国家試験
合格

看護学を専門とし、

医 療 施 設
行 政 機 関

その領域において

企業・事業所

指導者となる人材を育成

国 際 貢 献

学

校

教 育・研 究

病院、診療所、訪問看護ステーション、高齢者施設など
厚生労働省、保健所、市区町村保健センターなど
産業保健（メンタルヘルス、衛生管理）
など
健康教育、衛生管理、児童・生徒の養護など
国際医療機関、海外ボランティア団体、NGOなど
大学、専門学校、研究機関など

養護教諭2種

在学中に必要な科目を履修した上で
保健師免許取得後申請により免許取得

第1種衛生管理者

保健師免許取得後申請により免許取得

大学院

博士後期課程

（3年間／博士課程）

受胎調節実地指導員

研究者コース※

自立した研究者

DNPコース

高度実践のリーダー

本学の助産師養成課程修了により
資格取得

学びと実践が密に連携する、
本学に多く用意されている臨床実習は、
身につけた知識を医

アクティブラーニング型学習への転換、
シミュレーション教育の充実など、教育の

4つの種

質の向上と発展を推進しています。

国際

療の現場で活用し、そこからまた新たな学びを得ていく機会

育んできた

教育

看護のための最高の環境がここにあります。

聖路加が

です。主な実習先となるのは、
日本有数の最先端医療を実
スタッフに支えられながらチーム医療における看護師の役割
★ CNE
（Clinical

Nurse Educator）
…上記修士課程で育成。優れた実践能力と研究能力を持ち、
よりよい看護教育を行う能力のある人材。聖路加国際病院では2016年度以降、病棟にCNEを配置。

2021年度、聖路加国際大学は

科研費新規採択率41.4％で
全研究機関中第11位
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本学は国内トップクラスともいえる良質な臨床データが蓄積・管理されており、教員や学生が行う研究を支援する機
関も充実しています。2021年度、聖路加国際大学は科研費新規採択率41.4％で全研究機関中第11位
（私大中第

3位）
でした。
また本学は企業や官公庁等の外部組織との共同研究や受託研究等もサポートしており、
ウィメンズへ

ルス・助産学や精神看護、老年看護や在宅看護など、
さまざまな領域と外部組織が連携して研究を推進しています。

附属施設である聖路加国際病院は
「臨床で学ぶ、臨床を学ぶ」体制の
さらなる強化を実現しました。

本学に息づく国際性は創立時からの
伝統。自分がよって立つものを深く
学び、医療人としての国際性を育む

研究

と責務を知り、
その後の学びをさらに充実させていきます。

実践

践する聖路加国際病院。CNE★をはじめ、豊富な経験を持つ

教育に取り組んでいます。

看護学分野の研究者育成のみならず、
研究成果を教育や臨床に還元する好循環
が本学の研究活動の大きな特徴です。
Guide Book 2023
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Top Message
学 長 メッ セ ー ジ

Me ssa g e from the Un i ver si t y Pres i dent

100年の歴史ある本学で

試練に立ち向かえる人間力を

研 究 科 長 メッ セ ー ジ

Secured in the university’s 100-year history,
students cultivate the power to prevail amidst adversity

看護の質を高め、新たな道を

本学は1901年米国聖公会の宣教医師ルドルフ・ボーリング・
トイスラー博士に
より創設されました聖路加国際病院に端を発します。その後、
日本の医療水準を
向上させることと同時に看護の質を高める必要性から、1920年聖路加国際病
院附属高等看護婦学校が誕生し、
2020年以降、
看護教育100年を越えました。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行の終息が見えない中で始まる学究
生活に、戸惑いがあると思います。2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ
侵攻は、国際平和を願うすべての人々の憂いとなっています。地震等の自然災害
をはじめ、疫病災害、戦争災害は、
当たり前だと思っていた日常がいかに貴重な瞬
間であったかを教えてくれます。
この危機が人間の新たな絆や、医療システム、治
療方法の発展、
次なる災害への備えという成果につながることを願います。
どんな試練にも窮地を脱する手立てがあるはずです。医療・看護学・公衆衛

Me ss a g e f rom the Gra duate S cho o l D ea n

切り拓くことこそ聖路加の使命
St. Luke’s calling is to continually break new ground
enhancing the quality of nursing care
聖路加国際大学大学院看護学研究科は、1980年に大学院看護学研究科博
士前期（修士）課程を、1988年には日本で初めての看護学研究科博士後期課程
を設置しました。
看護学研究科では、研究者の育成と高度実践者の育成を目的としています。
2017年には日本初のDNPコースを開講し、現在、
日本の看護系大学院の中で最
大規模の院生数を有しています。看護の質を高める教育と、常に新たなアイディ

生学を学ぶものとして、病に苦しむ人々への治療とケアを探究し、信頼できる

アに基づいて看護実践・教育・研究を切り拓いていくことは、聖路加のミッションで

情報の選択、予防活動の啓発等、祈りと共に誠実に行動いたしましょう。

あり文化です。このような暗黙知は、教員や院生同士のディスカッションを通じ、そ

校歌に記されている聖路加に集う人々の思いを、あなたも一員としてつなぐ
ことが託されています。皆さんと集い、共にこの校歌をマスクを外して歌う日が
来ることを心待ちにしています。

の場の雰囲気も含めて伝播し、院生の認識の原理を形成すると信じています。大
学院で培われる仲間や教員とのネットワークは皆さんの学修や実践・研究を行う
上での力となり実績になります。聖路加での学びの日々を通してその醍醐味を十

輝かし金の十字架みさとしは ／ かしこにぞあり いざ友よ
こころみがかん 世の人に ／ この身ささげて ／ 美しく はげしく生きん

二分に味わい、今後に活かしてほしいと思います。
学生生活においては、
試行錯誤を繰り返し、
行き詰まることもあるでしょう。
しかし、
困
難に直面し、
どうしたらよいか考えることが新たな実践方法の創出となり、研究におけ

St. Luke’s International University extends its roots from St. Luke’s International Hospital,
founded in 1901 by American missionary physician Dr. Rudolf Bolling Teusler. Following that,
the St. Luke’s High Grade Nursing School attached to St. Luke’s International Hospital was born
in 1920 from the need to improve medical standards and the quality of nursing in Japan. In 2020,
this university surpassed 100 years in nursing education.
I am sure there is some confusion in your academic lives starting under the COVID-19
pandemic, for which there is no end in sight. Additionally, the Russian invasion of Ukraine
starting in February 2022 saddens all people who wish for world peace. Natural disasters like
earthquakes, and disasters of disease and war teach us that the day-to-day that we thought of as
obvious is instead a highly precious moment in time. It is my hope that this crisis leads to fruitful
outcomes such as new bonds among people, new healthcare systems, development of treatment
methods, and preparation for the next disaster.
No matter the trial, there is always a tool to get through it. As academics of healthcare, nursing, and
public health, search for treatment and care of those suffering from disease, and act with integrity
through the selection of reliable information, instruction on prevention activities, and prayer.
The beliefs of those that gather to St. Luke’s as written into the school song have been entrusted
to you as a fellow member. I wholeheartedly await the day we all may gather, remove our masks, and
together sing this song.
Bright message of the cross of gold enfolding,
Friends, let us improve ourselves,
Devoting our efforts
To make the world a better place,
Living in vigour, seeing the beauty of life

学 長

堀内 成子
HORIUCHI Shigeko
University President

る新たな発見となります。皆さんが実践や研究のより高い目標やレベルを目指して邁
進されること、
私たち教職員は共に考えながら、
できる限りの支援をします。
どうぞ、大学院という知識創造の世界へ、皆さんの一歩を踏み出してください。

The St. Luke’s International University Graduate School of Nursing Science established its
master’s program in nursing studies in 1980, later establishing Japan’s first doctoral program in
nursing studies in 1988.
At the Graduate School of Nursing Science, our goal is to develop researchers and advanced
practitioners. In 2017, St. Luke’s was the first in Japan to incorporate a DNP course, and it
presently accommodates the most graduate students of all nursing graduate schools across the
country. St. Luke’s remains true to its mission and essence as it keeps on seeking to attain higher
quality nursing practice through its teaching methods, practical training and research activities
based on innovative ideas. We believe that the tacit knowledge of the art of nursing are
disseminated through discussions and meetings with faculty and other graduate students, often
reinforced by the constructive prevailing atmosphere, and that such experience shapes the
foundation on which graduate students’ understanding is built. Students’ daily studies at St. Luke’s
thus become an ultimate thrilling experience that prepares them to fulfill their role as useful
members of society in the future.
The time of one’s student life is often also a period that includes repeated challenges of trial and
error, and one is sure to meet with many discouraging incidents. However, crises provide an
opportunity to grow, to f ind new ways of thinking and doing and - in the field of research - to new
discoveries. The faculty all form part of a willing support team, ready to advise and collaborate as
we all proceed together towards the eventual aim of a higher level of nursing practice and research.
Please take the f irst step towards the world of graduate knowledge generation and processing!
看護学研究科長

麻原 きよみ
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100 years of History

100年の歴史を礎に、
「知と 感性と愛のアート」の実践を
Founded on a century of secure history, towards a practical expression of the

「知と感性と愛のアート」は、聖路加国際大学校舎竣工の際

“Art of knowledge, understanding, and love”

The Art of
Quality

日野原重明学長（当時）が礎石に刻んだ建学の精神を示す言葉。
「日本の看護の水準を高めること」という志のもと

FIVE CHALLENGES

学校法人聖路加国際大学
中期ビジョン2025

1920年にルドルフ・B・トイスラーが聖路加国際大学を創立して以来、
聖路加はいくつもの時代を乗り越え、常に必要とされる看護をリードしてきました。
2014年には、聖路加国際病院との法人一体化を成し遂げ、新たなステージを歩んでいます。
教育・研究・実践の融合を実現させた最高水準の学びの場へ ― 。

St. Luke’s International University
2025 Midterm Vision

STANDARD

2020年、聖路加国際大学は看護教育100周年を迎えました。
“The art of knowledge, understanding and love” is an expression coined by Dr Shigeaki Hinohara, president of St. Luke’s
International University at the time of the inauguration of the new university building, to describe the substance of nursing, and
inscribed at the entrance of the building.
This university, which was founded by Dr. Rudolf B. Teusler in 1920 with the motivation to “improve the standard of nursing
in Japan,” has prevailed through various periods during the course of these 100 years as a leader in the essential art of nursing.
Since the incorporation with St. Luke’s International Hospital in 2014, the university has entered a new stage. We move
forward towards the realization of the highest level of education, research, and practice.
St. Luke’s International University celebrates its 100th anniversary in nursing education.

国際通用性のある
高等教育機関
A globally viable institution of
higher education

１．高度化

5つのCHALLENGE

Advancement

大学院において、国内外の看護の高等教育機関で
活躍できる研究者・教育者を養成するとともに
公衆衛生大学院において、国内外の健康課題に
対応するため、学術的教育研究を促進します。
At the graduate school, we will train researchers and educators who
can play an active role in higher education institutions of nursing and,
at the Graduate School of Public Health, promote academic
education and research to address health issues in Japan and abroad.

２．看護教育モデルの刷新

Refining the Nursing Education Model

高等教育における看護教育モデルの刷新に
取り組みます。
We will work to revamp the nursing education model
in higher education.

大学院における教育・研究の重点化

３．新領域

New Fields

新領域への展開を積極的に行い、
保健医療職者の活躍の場の創出を目指します。
We will aim to create opportunities for health care professionals
by actively expanding into new fields.

４．質の担保

Quality Assurance

社会や医療が抱える課題と粘り強く対峙できる
力を持った医療人を養成します。
We will train medical professionals who have the ability
to persistently confront issues facing society and medicine.

５．多様性

Diversity

国内外から多様な価値観やキャリアを持つ人材を
受け容れ、
医療の発展に貢献する人材を育成します。
We will accept people from Japan and overseas with diverse values
and careers, and train them to contribute to the development of medicine.

Prioritization of education and research in the graduate schools

History
19 2 0
大学の理念 ［学則第1条］
University Mission

本学はキリスト教精神に基づき、看護保健・公衆衛生の領域において、その教

創立時から、

看護界を牽引する人材を多数育成

ことを目的とする。

ト教の精神に基づいて、教養ある看護職

Based on Christian principles, the university provides educational, academic, and
practical programs in health, welfare, and public health that can contribute to the health
and welfare of all people, both domestically and outside Japan.

の育成と、日本の看護の質の向上を目
指して聖路加国際病院附属高等看護
ルドルフ・B・トイスラー

Mission of the Graduate School

アリス・C・セントジョン女史を招き、臨床
看護教育のほか、予防と保健を重視し
た公衆衛生看護教育を実践。当時のわ

本学大学院は、看護学・公衆衛生学の理論および応用を教授研究し、深奥な学
識と高度な実践・研究能力を養い、文化の進展に寄与することを目的とする。

が国の女子教育、看護教育として類を

The mission of the Graduate School is to investigatively explore nursing and public
health theory and practice to ensure that every individual involved can grow inherent
academic insight and dynamic practical skills/research capabilities to be applied to the
advancement of humankind.

みない、高度な学校教育形態であったこ

看護学研究科の理念 ［大学院学則第3条第4項］

アリス・C・セントジョン

設立当時の学校

19 27

聖路加女子専門学校となる。看護学校では、
日
本で唯一の最高教育機関（本科・研究科の4年
制）
として認可される。

19 9 0

WHOプライマリーヘルスケア看護開発協力
センターに任命される。

19 9 6

とを物語っています。

文部科学省21世紀COEプログラムに「市民主
導型の健康生成をめざす看護形成拠点」が採
択される。2号館完成、大学院および看護実践開
発研究センターとして共用を開始する。

2004

大学院修士課程社会人入学（長期在学コース）
を開始する。

2 0 05

大学院修士課程ウィメンズヘルス・助産学専攻増設。

2 014

病院・大学一体化。聖路加国際大学となる。

2 016

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター竣工。

2 017

2020

聖路加国際病院での実習風景
（1920年代）

19 4 6
195 4

St. Luke’s International University

看護学研究科としては、
日本初の大学院博士後
期課程（博士課程）
を設置する。

2 0 03

公衆衛生大学院開設。DNPコース開設。
学士編入学（3年次）
を開始。

看護学研究科は、看護学の理論構築と応用研究および高度な実践能力の教

At the Graduate School of Nursing Science, the focus is specifically on academic and
educational activities involving the inherent structuration of nursing theories, to be
reflected in superior quality practical application. We tackle real-life health-related
problems facing society in the training of practitioners and educators/researchers.

19 8 0

聖路加看護大学新校舎完成。

Mission of the Graduate School of Nursing Science

することを目的とする。

看護短期大学卒業生を対象とした編入学制度を
全国で初めて開始する
（〜1998年）
。

19 8 8

聖路加国際病院が連合軍（GHQ）
に接収され、東
京看護教育模範学院の名で日本赤十字女子専門
学校との合同教育を行う。

育と、社会が直面する健康課題に取り組み、実践者および教育研究者を育成
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婦学校を設立。指導経験豊かな米国人

19 76

全国で2番目、
私立大学では初めての大学院博士
前期課程
（修士課程）
を設置する。

創立者ルドルフ・B・トイスラーは、キリス

育・学術・実践活動を通じて、国内外のすべての人の健康と福祉に貢献する

大学院の理念 ［大学院学則第1条］

創立者ルドルフ・B・トイスラーがアリス・C・セント
ジョン女史の協力のもとに聖路加国際病院附属
高等看護婦学校を設立。

校舎返還。聖路加短期大学
（3年制）
となる。

195 6

本館建物接収解除、返還式。

19 6 4

図書館内階段
踊り場に設置された
ステンドグラス

19 9 7

学士編入学（2年次）
を開始する。大学院博士課
程前期課程（修士課程）
に専門看護師（CNS）
コースを設ける。

看護教育100周年
周年テーマ

「知と感性と愛のアート
〜聖路加の看護 いま、
そしてこれから〜」
特設サイトはこちら

http://www.luke.ac.jp/kango100/

2002

看護実践開発研究センターを設置する。

聖路加看護大学の名称で、私立では日本初の看
護学部4年制教育を開始する。

Guide Book 2023
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看 護学研究科

（前期／後期課程）

Graduate School of Nursing Science

大学院博士前期課程（修士課程）

少子・高齢化や医療技術の発達に伴い、年々拡大していく看護学分野の領域。そこで看護の実践者として、

あるいは研究者として活躍できる、
より専門的な知識や技術を備えた人材を育成していくことが、大学院教育の目的です。
With the declining birthrate, aging of society, and advances in medical technology, the f ield of nursing science is expanding annually. Against this backdrop, graduate
education is aimed to nurture human resources with increasingly specialized knowledge and skills to equip them as nurse practitioners and researchers.

博士前期課程（修士課程）のカリキュラム構成

Master’s programs

［ 看 護 学 専 攻 ］

［ ウィメンズヘルス・助産学専攻 ］

基盤分野

基盤分野

専門分野

専門分野

看護の知識や技術、研究能力を高める2つの専攻
本学では、博士前期課程（修士課程）の中に「看護学」と「ウィメンズヘルス・助産学」の2つの専
攻を開設しています。それぞれの専攻に、各分野での専門性を高めて研究能力の開発を目指す
「修士論文コース」、看護ケアや看護管理のスペシャリストとしてより専門性を深めた実践能力の
開発を目指す「上級実践コース」を用意しています。
Nursing and Women’s Health/Midwifery are established as the two majors of the master’s course at this
university. Both of these specialties in turn include a master’s thesis course intended to develop
specialized research skills, and an advanced practicum course intended to develop specialized practical
skills in nursing care and nursing management.

大学院博士後期課程
Doctoral programs

●
●
●
●
●
●
●

● 看護社会学
看護心理学
● 看護疫学・統計学
看護情報学
● 看護管理学
看護教育学
● 急性期看護学★
慢性期看護学
★
● 国際看護学
在宅看護学
ニューロサイエンス看護学★
★★★
スクールヘルス

St. Luke’s International University

●

●

ウィメンズヘルス★

●

助産学★★

★…日本看護系大学協議会より専門看護師（CNS）教育課程として認定されているコース
★★…助産師国家試験受験資格および受胎調節実地指導員申請資格が取得可能
助産学上級実践コース内に本学とJICAの連携協定のもと、海外協力隊として、看護・助産
に関わる健康教育に従事する経験を通して、聖路加国際大学大学院看護学研究科で修
士号を取得するプログラムを用意しています。

修士論文コース

上級実践コース

特別看護研究

課題研究・実習

特別看護研究

課題研究・実習

博士後期課程のカリキュラム構成
［ 研 究 者コース ］

［ D N Pコース ］
基盤分野

●

護開発協力センターに任命されており、2004年度からは社会人入学制度も開始。修了生は、

09

●

上級実践コース

ワーク、研究指導に熟達した教授陣を配しています。本学はWHOプライマリーヘルスケア看

Doctoral programs are established to produce highly skilled nursing specialists. The curriculum is
extensive, and provided by dedicated faculty. This institution has been appointed as a WHO
Collaborating Centre for Nursing Development in Primary Health Care, and this network has set the
environment for international education. Since 2004, working people can also enter the university and
graduates are active in widely varying clinical and educational f ields in Japan and abroad. We started our
DNP (Doctor of Nursing Practice) course in April 2017.

●
●

修士論文コース

高度な能力を持つ看護専門職の育成を目的として開設した博士後期課程は、充実したコース

Practice）
コースを開講しました。

●

生命倫理学・看護倫理学
基礎看護・看護技術学
● 小児看護学★
遺伝看護学★
● 精神看護学★
老年看護学★
公衆衛生看護学★★
がん看護学・緩和ケア★

★…日本看護系大学協議会より専門看護師（CNS）教育課程として認定されているコース
本学ではニューロサイエンス看護学分野が慢性疾患看護専門看護師教育課程として認定されています。
★★…保健師国家試験受験資格を取得可能
★★★…養護教諭第1種免許状の所有者は同専修免許状が取得可能

DNPコースも導入、良質な学修環境で高い向学心に応える

国内外の臨床・教育の場でも活躍しています。2017年度にはDNP（Doctor of Nursing

●

● 理論看護学 ● システマティックレビュー ● 統計学的方法 ● 質的研究方法
介入研究 ● Implementation Research ● 概念枠組み開発 ● アカデミックライティング

専門分野
●
●
●
●
●
●
●

看護心理学
看護情報学
看護教育学
ニューロサイエンス看護学
急性期看護学
がん看護学・緩和ケア
在宅看護学

●
●
●
●
●
●
●

看護社会学
看護疫学・統計学
看護管理学
助産学
慢性期看護学
精神看護学
公衆衛生看護学

他

専門分野
生命倫理学・看護倫理学
基礎看護・看護技術学
● 遺伝看護学
● 小児看護学
● ウィメンズヘルス看護学
● 老年看護学
● 国際看護学
●

●

●
●
●
●
●

DNP特論Ⅰ：リーダーシップとDNPの役割
DNP特論Ⅱ ：医療経済学
DNP特論Ⅲ：人々の健康と疫学
DNP特論Ⅳ：看護・医療の評価と質改善
DNP特論Ⅴ：看護実践と政策

博士論文

DNPプロジェクト研究

学位／博士（看護学） Doctor of Nursing Science

学位／博士（看護学） Doctor of Nursing Practice

Guide Book 2023
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研究 領域の内容とテーマ
Contents and themes of the Graduate School

看護管理学
看護理論・看護学研究法
看護理論は、看護に関連した現象を記述し、予測し、説
明することを目的としています。
これまでにさまざまな理
論が公表されてきました。
日本の看護実践をよりよくする
ために、理論を分析し、新たな理論を一緒に考えてみま
せんか。患者に対してエビデンスに基づくケアを提供す
るためには、理論だけでなく、看護研究を理解し、
さらな
るエビデンスを構築する質の高い研究が求められていま
す。当領域では、診療情報等のリアルワールド・データを
用いた研究等、
さまざまな研究に取り組みます。

基礎看護・看護技術学

Nursing Theory & Nursing Research Methods

Nursing Administration

人々の健康や生活を支援するという看護の目的の達
成に向けて、質の高い保健医療サービスの提供に必要

The goal of nursing theory is to describe, predict,
and explain phenomena related to nursing. Various
theories have been published thus far. This course
invites students to analyze these theories and work
together to think of new ones to improve nursing
practice in Japan. In order to provide patients with
evidence-based care, in addition to theories,
high-quality research to construct further evidence
through understanding nursing research is required.
In this course, students will work with various
research, including those based on real-world data
using medical information.

な要素を、看護学の視点から探究します。具体的には、
ヘルスケアに関わる社会の状況や制度・政策、人材育
成、医療の質とその評価、課題解決へ向けた戦略的な
マネジメント、意思決定における倫理的なリーダーシッ
プなどについて学びます。複雑性を増す社会の中で、
人々の多様な価値観やニーズの存在を理解し、多角的
に課題を捉え解決に導くことができる、未来の看護リー

奥山 絢子

教授
OKUYAMA Ayako
Professor

ダーを育成します。

国際看護学

まざまな看護現象をテーマに研究をしています。看護に
共通した効果をデータによって示し、看護学の概念を豊
かに醸成することを目指しています。人々の健康を守り
高め、看護の何たるかを言語化し、看護技術を開発、普
及するために、医療・保健現場での質的研究や観察研
究および介入研究を行っています。

ニカル・ナースエデュケーター：CNE）
と、優れた研究力
を持ち教育の場に軸足を置く大学教員を未来の看護系
大学教員として育成しています。ゼミでは、
さまざまな文
献を読み、経験を話し合い、変容的学習を体験します。
ま
た、看護専門職としての資質や能力をいかに育むかを探
究し、その成果を学部教育や現任教育に活用していま
す。研究テーマは、
ファカルティ・ディベロップメントや継
続教育、看護師や看護学生の自己調整学習など多岐に
わたります。
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裕美

教授

OKU Hiromi
Professor

Principles of Nursing Science/Biobehavioral Nursing
In Principles of Nursing Science/Biobehavioral
Nursing, various nursing phenomena are researched.
Common effects of nursing practice are expressed as
data in an attempt to foster a rich concept of nursing
science. With the aim of protecting and enhancing
people’s health, we performed qualitative,
observational and interventional research on-site at
health and welfare that are used to develop and
transmit practical nursing skills and express the
essence of nursing in words.

看護教育学
優れた実践力を持ち実践の場に軸足を置く教育者（クリ

奥

Global Health Nursing

国際看護とは、世界の人々のよりよい健康維持・改善のた
基礎看護・看護技術学は、年代や健康課題に限らず、
さ

In Nursing Administration, the elements involved in the
provision of high-quality healthcare services are studied based
on scientific nursing principles aimed at the accomplishment of
the ultimate goal of nursing, which is to support people’s
health and wellbeing. In practical terms it means that students
learn to understand the social situation, the systems and
policies involved in healthcare, training of human resources,
quality of healthcare and its assessment, strategic problem-solving
management, and moral leadership involved in decision
making. Within a society that is becoming increasingly
complex, future nurse leaders are thus equipped with the
necessary knowledge of the diversity of people’s value systems
and needs, and the ability to approach every issue from all
possible angles to achieve the best solution.

めに、
グローバルヘルスの課題を学び、看護職者として、科
学的根拠に基づく研究や活動を行います。国連の目標であ
るSustainable Development Goalsを軸に、母子保健、
感染症、慢性疾患、ユニバーサルヘルスカバレッジ、環境問
題などについて学びます。海外へのフィールドワーク、イン
ターンシップを通して、
グローバルヘルスの課題に対して貢

縄

秀志

教授
NAWA Hideshi
Professor

Nursing Education
We foster clinical nurse educators (CNE) with
superior practical skills and future nursing school
faculty with excellent research capabilities. During
seminars we read a wide variety of material from the
published literature, discuss members’ own
experience, and provide opportunities in the real-life
process of transformative learning. We also explore
ways to improve our qualities and abilities as nursing
professionals and apply that knowledge to
undergraduate and continuing education. Themes
we research include faculty development,
continuing education and self-regulated learning of
nurses and nursing students, among others.

献する研 究 能力やリーダーシップの技 術を磨きます。
WHOなどの国際機関や政府機関、NGO、JICA、
アカデミ
アなどで活躍するグローバルヘルスリーダーを育成します。

助産学
女性を中心に、パートナー、子ども、家族、
コ
ミュニティを対象とした助産ケアを追究しま
す。妊娠・分娩・産褥・新生児期のマタニ
ティ・サイクルにおける助産ケアの質向上を
目指すほか、性暴力被害者支援、ペリネイタ
ル・ロスへの支援など社会の片隅に追いや
られている課題にも取り組んでいます。国際

小山田 恭子

教授
OYAMADA Kyoko
Professor

The Global Health Nursing course covers academic studies
and practical research in technical and leadership skills. The
multicultural student body provides exposure to various
perspectives on global health issues, basically taught through
lectures, seminars and student presentations, while
evidence-based research and related activities in global health
are practically applied. Issues covered include new United
Nations Sustainable Development Goals and targets, maternal
and child health, infectious diseases, non-communicable
diseases, universal health coverage, and environmental
problems. Overseas fieldwork and internships also provide
opportunities to refine research and leadership skills in global
health. Graduates move on to international institutions like
WHO, governmental agencies, NGOs, JICA, academia, etc.

母子保健に関する研究や、助産管理、助産
教育に関する研究も行っています。エビデン
スを＜創る＞＜使える＞人材を育成します。

大田 えりか

教授

OTA Erika
Professor

Midwifery
This course pursues midwifery care, which is
centered on women, but also includes their
partners, children, family, and community. The
aim is to provide superior care throughout a
woman’s reproductive cycle of pregnancy, labor
and delivery, and the puerperium and neonatal
periods. It also involves marginalized issues like
support for victims of sexual abuse and patients
dealing with perinatal loss, and other related
issues. Research on global maternal and child
health as well as midwifery administration and
midwifery education is conducted. We nurture
human resources who can create and apply
evidence in nursing.

堀内 成子

教授 片岡 弥恵子 教授
HORIUCHI Shigeko KATAOKA Yaeko
Professor
Professor
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遺伝看護学
遺伝医療は親から子に伝わるという継承（heredity）
だけ
でなく、多様性（variation）
という視点が重要になります。
「対象」
「場」
「時間」の多様性に富む中で、問題・課題に多
角的に取り組む領域です。
「遺伝」という視点を持って医療・
社会を見つめなおすと、看護実践・研究はより深いものに
なります。高度な専門的知識・技能・研究能力を修得し、確か
なエビデンスと豊かな感性を持って遺伝医療を探究します。
上級実践コースでは、遺伝医療の対象となる人々が情報を
有効に活用して意思決定できるように、遺伝カウンセリング
等の実践力向上に必要な知識・技術・態度を学びます。

Genetics Nursing
Genetic Medicine focuses both on heredity in the form
of transmitting genetic material from parents to
offspring, as well as variation in the form of diversity. In
this field, issues are handled from the widely diverse
perspectives of “target,” “place”, and “time.” By looking
at medical care and society from the viewpoint of
heredity, nursing practice and research take on a deeper
meaning. We explore genetic medicine based on
accurate evidence with high sensitivity collected making
use of advanced expertise, skill, and research ability. In
the senior practice course, students learn the necessary
knowledge, skills, and attitudes to improve their
practical skills in genetic counseling to help those who
seek advice make effective informed decisions.

ニューロサイエンス看護学
脳神経科学分野の自然科学研究を応用しながら、全
人的に中枢神経系疾患患者の看護を追究する学問領
域であり、脳卒中、頭部外傷、パーキンソン病などの神
経変性疾患による意識・運動・感覚障害を持つ患者と
その家族の看護を専門とします。科学研究を応用した
先端技術の看護を追究する一方で、遷延性意識障害
といった重症脳神経障害患者と家族に焦点を当て、生
命倫理やアドボカシー、QOLの観点からも学び、高度
な実践ができる看護師およびエビデンスを創生する研
究者を育成します。

小児看護学
近年のわが国および世界で、小児看護が求められる場
面は高度化・複雑化・長期化しています。大学院では、
小児看護学全般の知識・理論を基盤としながら、高度
な実践および研究を用いて、子どもと家族のQOL向
上の実現を目指します。さらに、子どもと家族のそれぞ
れの健康レベルに合った最大限の自立を促進する看
護を探究します。実践や研究のフィールドは医療現場、
保育園、学校などさまざまで、多施設協働研究も行っ
ています。
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人々のこころの健康（メンタルヘルス）や、精神疾患を
もって生活される方・ご家族へのケアについて、ケア対
象者の持つ強みに注目し、回復に寄り添う支援を探究し
ます。精神科訪問看護の普及や質の向上、
コロナ禍で
の専門職や市民に対するメンタルヘルス支援、対象者
との共同意思決定などの研究を行っています。研究と
実践との協働を通じて、専門性と俯瞰的視点を持つ精

青木 美紀子 准教授

ウィメンズヘルス
女性の一生涯にわたる健康を追究する領域です。各ラ
イフステージで起こりうる心身の変化を通じて、健康で
あり続けることを支援します。また、疾患や障がいと生
殖の問題、それらに直面する女性とパートナー、子ど
も、
コミュニティも看護の対象としています。性教育、家
族計画、生殖看護など、
リプロダクティブ・ヘルスにおけ
る社会の要請に応える支援にも取り組んでいます。研

大久保 暢子 教授
OKUBO Nobuko
Professor

Child Health Nursing
In recent years, needs for pediatric nursing have
become increasingly specialized, complicated and
long-term-oriented, both in Japan and globally.
Postgraduate studies are focused on improving the
quality of life of children and their families by
applying high-level practical skills and research to
basic pediatric nursing principles. We also pursue
nursing care that will lead to maximal independence
based on the health level of both the child and the
family. Practical training and research is performed
at various institutions including hospitals, childcare
centres, schools, etc.

神看護専門看護師や研究者の育成を目指しています。

Psychiatric and Mental Health Nursing
This course pursues people's mental health and
recovery-oriented care for people with mental illness
and their families, focusing on the strengths of care
recipients.
Researches including the dissemination and quality
improvement of psychiatric home visit nursing, the
mental health support for professionals and citizens
during COVID-19, and the shared-decision-making
with people are conducted. Through collaboration
between research and practice, we nurture Certified
Nurse Specialists and Researchers with expertise and
comprehensive perspectives.

AOKI Mikiko
Associate Professor

Neuroscience Nursing
The specialized academic discipline of Neuroscience
Nursing involves a holistic approach to the nursing care of
patients with consciousness, movement, and perception
disturbances due to such neurological disorders as stroke,
head injury, Parkinson’s disease, etc. and their families; while
natural science-based research methods are used to explore
how to improve nursing practice. While pursuing
scientifically evidenced frontline technological nursing
advances on the one hand, studies are also focused on
patients with severe brain damage including persistent
consciousness disturbance and their families from
bioethical, advocacy, and QOL viewpoints, providing
students the opportunity to grow into highly skilled nursing
professionals and evidence-generating researchers.

精神看護学

究と実践を連動させ、
ウィメンズヘルス看護に大きく貢
献できる人材として、母性看護専門看護師（CNS）や
研究者を育成します。

象を扱う学問です。看護心理学では、 こころ の在り
方を捉える、あるいは測定するためのさまざまな手法を
理解し、研究活動の基礎力を養うことが目標となりま
す。また、人間の行動と心理的状態について理解する
ことに関わる心理学の基礎概念を学び、それらを用い
て看護の現場で出会う人々の心の在り方を科学的に

小林 京子

教授
KOBAYASHI Kyoko
Professor

洞察し、最終的に、看護実践において心理学の知識を
踏まえた対処・支援を行うことができるようになることを
目指します。

教授
SETOYA Nozomi
Professor

Women’s Health Nursing
This field pursues the health of women throughout their
entire lives. Women’s health is supported throughout the
physical and emotional changes they undergo in each life
stage. Nursing in this field does not only cover the woman
who is facing a disease, or disability, and reproductive issue,
but also her partner, children, and her wider community.
Nurses specialized in this field also support the reproductive
health needs of society, including such activities as sex
education, family planning, and reproductive nursing. The
research conducted at this department is narrowly linked to
practice and clinical application to ensure that the certified
nurse specialists (CNS) and researchers we nurture here will
become human resources who can meaningfully contribute
to Women’s Health Nursing.

看護心理学
心理学は、 こころ という直接見ることのできない対

瀬戸屋 希

五十嵐 ゆかり 教授
IGARASHI Yukari
Professor

Psycholog y Nursing
Psychology is a study that handles the directly
invisible subject known as the “mind”. In Psychology
Nursing, students work to understand the various
methods for grasping and measuring how the “mind”
exists and cultivate the fundamentals of research
activities. Students will also learn the basic principles
of psychology involved in the understanding of human
actions and the psychological condition. Using this,
they will gain scientific insight on the minds of the
people they meet in their work with the ultimate
goal of becoming able to handle and support these
people in their nursing practice through the
teachings of psychology.

糟谷 知香江 教授
KASUYA Chikae
Professor
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生命倫理学・看護倫理学
生命科学とヘルスケアの領域における人間の行為を、
道徳的価値と諸原則等に照らして、学際的および体系
的に研究します。看護倫理学では、生命倫理学の基盤
を踏まえ、看護実践で生じる倫理的課題や看護者の葛
藤を明らかにし、倫理的な看護実践およびその基盤を
追究していきます。具体的なアプローチをさまざまな専
門職や一般市民と協働して提案できる研究者、臨床現
場で生命倫理学の基盤やその方法論をもとにして、臨
床倫理委員会や倫理コンサルテーションの体制づくり、
倫理教育プログラムの構築ができる人材を育成します。

Bioethics/Nursing Ethics
Students in this course will both integratively and
systematically research the actions humans take in
the areas of bioethics and healthcare with a focus on
moral value and various principles. In Nursing
Ethics, students will make clear the ethical dilemmas
and conflicts caregivers face in nursing practice and
investigate ethical nursing and its foundation from a
bioethical basis. We will cultivate researchers capable
of cooperating with specialists and the general
public and offering specific solutions, and
professionals capable of structuring clinical ethics
committees and ethical consultation services in their
clinical practice under the foundation of bioethics
and its methodologies.

慢性期看護学／がん看護学・緩和ケア
慢性長期的な経過を辿る疾患とともに生きる患者とその

家族の特徴の理解、
さまざまな療養過程と各期における
看護介入など、慢性期看護に必須の概念・理論を学び実

践方法を探究しています。演習では聖路加国際病院をは

じめ各専門病院、大学病院における臨床実践を通じて、実
践に適用可能なモデルの開発を目指します。

多岐にわたる治療を受けるさまざまな病期のがん患者とそ

の家族の特徴の理解、
また苦痛症状のある患者に対する
看護介入など、がん看護や緩和ケアにまつわる概念・理論

と実践方法を探究しています。上級実践コースでは聖路
加国際病院ならびにがん専門病院等における実習や、臨
床の第一線で活躍するがん看護専門看護師による直接
指導のもと、
より高度な看護実践能力を育成します。

期回復とその人らしい望ましい生活の獲得への看護を
探究します。修士論文コースでは急性期のみならず、健
康支援に必要な理論やエビデンスの理解を深め、急性
期の健康課題に対する高い研究能力の獲得を目指しま
す。上級実践コースでは、急性期の対象に高度な看護
実践を行い、QOLを高める看護実践能力の獲得を目指
します。博士後期課程では、健康各期の連続性を見据
え、急性期の健康課題への新たな看護支援方法の開
発を行っていきます。
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者が適切に意思決定し、生涯を通じて学び成長できる
ための支援を目的としています。そのために、健康問題
やストレスに直面しても、社会の一員として、
自らの目標
を達成し、潜在的な力を成長させる力としてのヘルスリ
テラシー（的確に情報を入手、理解、評価、意思決定す
る力）について研究します。そこで必要となる、意思決

鶴若 麻理

教授
TSURUWAKA Mari
Professor

Students study theories and principles behind nursing care
that support patients living with chronic long-term medical
issues and their families. They undergo training to understand
the concerned diseases and their courses, and to learn how to
apply practical nursing interventions at the various stages.
Practical training is provided at St. Luke’s International
Hospital and other specialized institutions and university
hospitals with the aim of enabling them to develop models
that can be applied in practice.

急性期看護学
急性期の対象と家族のQOLの維持・向上を目指し、早

多様で複雑な健康・医療情報に翻弄されず、市民や患

Chronic Illness and Conditions Nursing
Oncolog y Nursing and Palliative Care

The concepts and theories supporting practical methods of cancer
nursing care and palliative treatment are explored as students
learn to understand the features of cancer patients with different
kinds of cancer and at different stages of the disease, as well as the
characteristics of the concerned families. They also learn
appropriate nursing care methods and interventions including
the treatment of cancer pain. In the advanced course, students
undergo practical training at St. Luke’s International Hospital and
other cancer institutions under the direct clinical guidance of
cancer nursing professionals working on the frontline to nurture
superior practical nursing skills.

定、ヘルスプロモーション、ヘルスコミュニケーション、健
康社会学の理論と社会調査・統計学の知識とスキルを
修得します。

族を対象とした看護、ヘルスプロモーション支援を探
究します。修士論文コースでは、理論的基盤の上に、
高度な研究能力の修得を、上級実践コースでは、高度
看護実践能力を身につけ老人看護専門看護師認定
取得を目指します。博士課程では、テーマに関する文
献レビューと概念分析を行い、研究方法やデータ解析

林

直子

教授
HAYASHI Naoko
Professor

の検討後に予備的な研究を進め、博士論文の作成へ
つなげます。両課程とも、希望者は欧米豪の大学での
研修が可能です。

看護疫学・統計学
本講座では、記述統計学および推測統計学の基礎を
学び、保 健 統 計 指 標や量 的 研 究 結 果を正しく理 解
し、利用することができるようになることを目指します。
統計学の基本的考え方をはじめ、仮説検定理論、P
値 、信 頼 区 間 、生 存 時 間 解 析としてのカプランマイ
ヤー法などを学びます。また、実際の研究論文を題材
とし、講義と批判的吟味の実習を通して、ランダム化

吉田 俊子

教授
YOSHIDA Toshiko
Professor

Nursing Informatics
This course is intended to learn how to support patients
and other members of the general public to continue
studying throughout their lives so that they can make
informed decisions on medical matters without being
confused and overwhelmed by all the available
health-related medical information. Students research
how to set an aim as a member of society facing health
problems and stress, stretching their health literacy
potential to the maximum (by obtaining accurate
information, and then being able to understand it,
evaluate it, and act accordingly). Skills like
decision-making,
health-promotion,
health
communication, and knowledge of health sociology theory,
social surveys, and statistics are learnt and applied.

老年看護学
虚弱、認知症、慢性疾患などを持つ高齢者とその家

Critical Care Nursing
Critical Care Nursing explores all elements of acute-stage
nursing, including QOL maintenance and improvement
of patients and their families, with the aim of early
recovery and patient satisfaction with life. The master’s
thesis course provides a deeper understanding of the
theories and evidence of nursing care in the acute stage and
health support in general, equipping students with
high-level research skills into critical care health issues.
The master’s advanced practicum course teaches
progressive nursing practice skills in critical care nursing
that can improve patients’ QOL. In doctoral programs,
nursing support systems specifically addressing acute-stage
health issues are developed to ensure continuity between
the different stages of health.

看護情報学

試験やその他疫学研究デザインの原理について理
解を深めます。

中山 和弘

教授
NAKAYAMA Kazuhiro
Professor

Gerontological Nursing
Nursing and health-promoting support of older adults
who are frail, senile, or have other chronic diseases, and
their families, are explored. In the master’s course,
students learn highly sophisticated research methods
based on sound theories, and in the advanced practical
course, students obtain superior practical skills in
geriatric nursing care. In the doctoral course, students
perform literature reviews and analysis of theories, and
after reviewing research methodologies and statistical
data handling, they engage in preliminary research that
can be incorporated into their dissertation. For both
courses, students can undergo some of the training at
universities in Europe, America, and Australia if they
wish to.

亀井 智子

教授
KAMEI Tomoko
Professor

Epidemiolog y and Biostatistics for Nursing
The educational activities of this department are
intended to have knowledge of descriptive statistics
and inferential statistics to properly understand and
interpret health statistics reports and quantitative
study results. This course will provide students with
thorough understanding of the basics of statistics,
such as principles of hypothesis testing, P-value,
confidence interval, and the Kaplan-Meier method.
We will discuss the design and principles of
randomised controlled trials, as well as the other
epidemiological studies through lectures and critical
appraisal skills training.

八重 ゆかり 教授
YAJU Yukari
Professor
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スクールヘルス
現職養護教諭、養護教諭志望者、
その他広く
「子どもたち
の健康、安全」をめぐる課題やその解決について探究した
い方向けに開設されている分野です。多様化する健康、
安全の課題に、高いリーダーシップと分析力をもって対応
できる人材育成を目指しつつ、研究を進めていきます。こ
の学びには、学校保健学、教育学を支える心理学、社会
学等の基礎領域の知見や手法の習得も含まれます。な
お、養護教諭一種免許状を有する場合は、本分野の修了
によって、養護教諭専修免許状の取得が可能です。

School Health
This is a specialty made available for current and
prospective school nurses and those who want to
explore issues and solutions surrounding child
health and safety. In this f ield, research is conducted
with the aim of developing professionals capable of
utilizing strong abilities in leadership and analysis to
handle diversifying health and safety issues. Studies
will also include acquisition of knowledge and
methods in basic areas such as psychology and
sociology, all of which support studies in school
health and education. Graduates from this specialty
with a Class-1 School Nurse Certificate can obtain a
Specialized School Nurse Certificate.

捉えています。訪問看護だけではなく、病院の外来看
護や地域連携における看護活動、
さらには施設内の看
護も含めて在宅看護であると考えています。病気は地
域で予防し治すもの、人々は支え合いながら暮らすも
のという地域包括ケアの考えに基づき、看護が新しい
役割を意識して、働き方を変えていくことが求められて
います。幅広い話題と対話を通して一緒に学んでまい
りましょう。

人や家族への支援と社会・組織・集団への支援が連動
するところに特徴があります。行政・産業・学校・その他
の公衆衛生看護領域における人々の健康、および保
健・医療・福祉システムに関する諸課題について、
さま
ざまな視点から捉え、対応するための、
またよりよい実
践のための方法論を探究・創造していきます。自立・自
律した実践力と研究能力の修得を目指します。

看護学研究科では学び方も院生たちも多様性に富んでいます。
あなたも、進取の精神に富む聖路加コミュニティの一員になりませんか。

歌川 光一

准教授
UTAGAWA Koichi
Associate Professor

患者さんが自分らしく生きられるサポートを
看護学研究科 博士前期課程
がん看護学・緩和ケア専攻 上級実践コース

Home Care Nursing
Home Care Nursing is generally considered as nursing
that is practiced in people’s homes. However, the concept
does not only concern home visitation nursing services,
but inherently includes all nursing activities – those inside
related facilities like outpatient clinics as well as those
involving community cooperation. From the viewpoint of
comprehensive community care, disease is both prevented
and cured inside the community, where people share
living space and are thus connected, supporting each other.
The new roles that are now expected of the nursing
profession should be clearly defined so that the necessary
working style changes can be made to adapt to the needs
of society. Please join us and contribute to our learning
experience covering a wide array of topics and discussions.

公衆衛生看護学
公衆衛生看護学は、社会や組織・集団に働きかけ、個

GR ADUATE STUDENTS

山口 歩

病院勤務時代、治療に励みながらも最期を迎える患者さんやそのご家族を見て
「自身の

在宅看護学
人々の暮らしに軸足を置いた看護を総じて在宅看護と

VOICES of

行ったケアは最善であったか」
と、
自問することが度々ありました。
より高度なケアを学びた
いと考えるようになり、看護学研究科へ進学。親身に教えてくださる先生方の存在に支え
られ、
臨床時代とは異なる視点や新しい知識が得られることに、
喜びを感じています。印象
深かったのは、
ある先生の「患者が真に望むこととは何か」
という問いです。以来、
自分の
価値観に囚われずに、患者さんの言動を丁寧に読み解くよう、意識しています。臨床経験
に加え、
本学の学びから得た広い視野と高い専門性で
「最期までその人らしく生きられる」
看護を目指したいです。

Supporting patients to live as themselves – Ayumu Yamaguchi
During my time as a practicing nurse, despite my best efforts in the care I provided, there were many times
when I would look at a patient at the end of their life or their family and think to myself, “Was the care I gave
the best possible?” I decided to learn more advanced care methods at the Graduate School of Nursing Science.
It has been a joy having the support of empathetic teachers and gaining new knowledge and perspectives
different from those during my time practicing. Something that has stuck with me was a question raised by
one of my teachers: “What do patients truly want?” Since that time, I have made conscious efforts to move
past my own values and thoroughly interpret the words and actions of patients. Going forward, in addition to
my clinical experience, I aim to use the broad perspectives and high expertise gained through my education
here to provide care that allows patients to live as themselves until the very end.

山田 雅子

教授
YAMADA Masako
Professor

Public Health Nursing
Public health nursing is characterized by involvement
in society, organizations, and groups. It is inherently
concerned with support of individuals and families,
including support in society, organizations, and
groups. To f ind better ways of approaching
problems and issues involving health, medical
care, and welfare services as encountered in
governmental, industrial, educational, and other
bodies in the f ield of public health, various
standpoints are taken, and methodologies are
searched and developed with the ultimate aim of
training students who can act and do research in
a meaningful way in practice.

母国をはじめ、社会全体の看護・医療に貢献したい
看護学研究科 博士後期課程
国際看護学専攻

麻原 きよみ

教授
ASAHARA Kiyomi
Professor

Mamahit Citra Gabriella

インドネシアで看護の道に進んだ理由は、
困っている人の役に立ちたいと考えていたから。
クリスチャンである私にとって、
患者さんに寄り添い、
少しでも苦しみを和らげようとした経験
は貴重で、
やりがいや喜びも感じていました。
より多くの人を救いたいという思いから、
現在
は聖路加でグローバルヘルス看護学について学んでいます。聖路加を選んだのはキリスト
教に基づいた看護教育と多彩な研究領域、
発展途上国の学生にも広く門戸を開いている

看護社会学
看護実践は患者や関連するさまざまな他者との社会的
相互作用で成り立っており、
そのダイナミズムを分析的に
理解でき、
目的を持って関われることが重要となります。
そのためには自身の判断と行動について内省的に理解
することが求められます。
こうした課題にもっとも関連す
るのは社会学の中のシンボリック相互作用論であり、そ
こに理論的基盤を置き、多様で複雑な経験を表現でき
る質的データを活用した研究展開が有効です。深い解
釈力を身につけ理論モデル化ができるように、主要な質
的研究法について理論特性と方法を学んでいきます。

17

St. Luke’s International University

点に惹かれたからです。将来の目標は、
自身の研究を深めながら、
教育者として後進の指導

Sociolog y in Nursing
Nursing practice comprises social interactions between
patients and many related persons. For nursing
professionals, it is therefore of utmost importance to
understand the dynamism of these interactions
analytically, and to purposefully participate in the process.
To achieve such involvement, it is necessary to develop an
introspective understanding of one’s own judgment and
behavior. The sociological theory of symbolic
interactionism is the closest related to this issue and can
serve as a theoretical base to effectively perform research
using qualitative data expressing diverse and complicated
experiences. In this course, the theoretical characteristics
and methods of the main qualitative research processes
are studied to obtain in-depth interpretational insight
that can be applied to theoretical modeling.

にあたること。看護を通じ、
社会全体の健康や幸福に寄与する人材を育てていきたいです。

Making a difference in nursing and healthcare at home and abroad

– Mamahit Citra Gabriella

I decided to become a nurse in Indonesia to help those in need. For me as a Christian, the experience of being
with a patient and trying to relieve even a little of their suffering was a precious one towards which I felt a
great sense of purpose and joy. I am currently studying Global Health Nursing at St. Luke’s with the dream
of helping as many people as possible. I chose St. Luke’s because I was attracted to its Christianity-based
nursing education and its many research areas, along with its openness in accepting students from developing
countries. For the future, my goal is to instruct the next generation as an educator while deepening my own
research and, through nursing, develop professionals that will contribute to the health and happiness of all
of society.

木下 康仁 特命教授
KINOSHITA Yasuhito
Specially Appointed Professor
Guide Book 2023
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国際教育

本学は、国際的視野から社会に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。

Globalization is progressing in various f ields, and it is important to come in contact with other cultures and languages.
At this university, students are taught to contribute to society with a global perspective.

公衆衛生学研究科

International Education

「看護」という共通語を通して国際的に貢献できる人材を育成するた
め、本学では学生の視野を世界へと広げる多様な機会を提供してい
ます。各国の看護・医学系大学と協定を結び、アカデミックな交流を
図るほか、国際学会に参加する学生を支援するとともに、キャンパス
内においても留学生とともに自国の看護について意見交換するチャンス
を設けています。また学生国際奨学金を設置し、参加費用の心配から
海外留学や、
コロナ禍においてオンラインで国際的な研鑽を積む機
会を逸することのないよう、経済的な支援も実施しています。

国際交流・留学

Study Abroad Scholarships

Study Abroad Opportunities

プログラム名

Program

マギル大学集中医療英語研修
（カナダ）

McGill University “Medical English as a Foreign Language for Nurses”
(Canada)

聖路加国際大学には長年の公衆衛生活動と教育の実績があります。設立
当初から現在に至るまで、常に公衆衛生的な視点から周囲の環境の変
化、社会のニーズを敏感に捉え、
よりよい医療・看護を提供するために先進
的な教育・研究を実施してきました。これからの医療従事者には少子高齢
社会の急速な進行と疾病構造の変化、医療データの活用、増大する医療

▶

大学院生海外派遣プログラム

Graduate Student Study Abroad Subsidy

費、新興・再興感染症などの解決に対応することが求められています。本
学の公衆衛生学研究科は、
グローバルな視点を持って、集団としての健康

支援タイプ

Types of support

A. 学会発表者支援
（口頭・ポスターセッション）

A. Conference presenter subsidy
(oral/poster session)

B. 学会参加者支援

B. Conference participant assistance

C. 学術調査活動/海外研修活動支援

C. Scientific research/Oversea training program

また、
2019年度より新たに博士後期課程
（Doctor of Public Health）
を開設

D.【長期】学術調査活動/海外研修活動支援
（渡航期間２か月以上）

D.【Long-term】Scientific research activity
(for 2 months or more)

しました。最新の疫学・統計技術を用いて公衆衛生に関するデータ分析の手法

を考えることができる、国際的に活躍する高度専門職人材を養成します。
米国公衆衛生教育協議会が推奨する基準に照らしたカリキュラム編成
で、授業は原則英語で行い、附属施設である聖路加国際病院の豊富な
臨床・健診データを活用した実践的プログラムを提供します。

を学修し、
実践的な疫学・統計研究ができるグローバルリーダーを養成します。
公衆衛生大学院では、社会における人間の健康と幸福とは何かを考え
る幅広い視野を持った医療人を育成します。

詳しい情報は公衆衛生学研究科のウェブサイトをご覧ください
http://university.luke.ac.jp/sph/ja/

看護学研究科の学生は公衆衛生学研究科が開講する科目を一定の条件により、
履修・聴講できる。
In line with set conditions, students of Graduate School of Nursing Science can take classes
and/or attend lectures conducted by the Graduate School of Public Health.
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Graduate School of Public Health

At St. Luke’s International University, we offer various opportunities for students
to widen their perspective to the world through the shared language of “nursing”
to cultivate them into professionals capable of contributing on a global scale. With
partnerships formed with nursing and medical universities all over the world, we
not only strive for academic exchange but also support students participating in
international conferences. Even here on campus, this university has established
chances for both Japanese and international students to exchange opinions about
the state of nursing in their respective countries. Students are also supported
financially through the establishment of our Study Abroad Scholarships so that
they do not miss the opportunity to study abroad or study internationally by
online during the spread of COVID-19 due to concerns of participation fees.

聖路加国際大学学生国際奨学金
▶

さまざまな分野で国際化が進む現代。異なる文化や言語に触れ、学ぶ機会を得ることは、国際社会を生きる上で大きな糧になります。

International education
and study abroad

St. Luke’s International University has a long history of public health
activities and educational achievements in the f ield. Since its
establishment to the present day, progressive educational and research
activities have been conducted to produce superior medical and nursing
human resources who are solidly grounded in public health viewpoints
taking changes in our surroundings into consideration and who are
sensitively aware of the needs of society.
It is expected of healthcare professionals to be fully acquainted with
demographics, including the rapidly progressing aging of society, falling
birthrate, and changes in pathogens and disease structures, to be able to
use and apply healthcare data, to respond to issues like escalating
medical expenses, and to find solutions to newly emerging and
re-emerging infectious diseases. Faculty and facilities at St. Luke’s
International University Graduate School of Public Health are all
geared to nurture highly specialized human resources with global
perspectives who can apply healthcare principles to group dynamics,
and who can actively contribute to international operations.
Our curriculum is set in reference to the recommendations of the
Council on Education for Public Health(CEPH) in the USA, all
lectures are conducted through English medium in principle, while the
huge clinical and other healthcare data sources of the affiliated St.
Luke’s International Hospital are available for our practical programs.
In AY 2019, we also established a Doctor of Public Health course.
Students are immersed in all possible methods of applying the latest
available techniques in epidemiology and statistics to analyze public
health-related data as they hone their skills as future global leaders in
epidemiology and statistics research.
At the Graduate School of Public Health, professional healthcare
workers are trained to have a wide perspective based on the basic needs
of society to ensure the health and wellbeing of the people.
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多岐にわたる

看護の未来、可能性

本学で学んだ高度な知識と、優れた技術、豊かな人間性。大きく成長し、国内外のさまざまな分野へ羽ばたいた
修了生の皆さんからのメッセージをご紹介します。あなたの向学心を刺激する言葉にあふれています。

Messages from former graduates who are playing important roles in various f ields in Japan and abroad as they apply the high-quality knowledge,
superior technical skills and rich humanity they obtained at this university, are introduced. These words will motivate your nursing aspirations.

Endless possibilities for the future of nursing

VOICE

01

VOICE

02

重度意識障害患者を中心とした看護の探究
Investigating nursing care focused on patients with severe consciousness disturbance

“I needed to f ind the meaning of ‘touch,’” and therefore proceeded with postgraduate studies.

私は急性期病院における重度意識障害患者の看護を学ぶため、ニューロサイエンス

看護師は「手当て」という言葉に代表されるように、患者さんに触れる（以下、
「タッ

看護学への進学を志しました。大学院では神経可塑性理論や患者を全人的に捉える

チ」）機会が非常に多い職業です。学部生の頃の実習や救急外来での勤務経験を

ための理論や技法、脳神経疾患の最新の治療、脳神経疾患患者が遭遇する倫理的

通して、一見、何気ない行為に見えるタッチですが、看護師の触れ方ひとつで患者さ

問題等さまざまなことを学びました。特に重度意識障害患者を中心とした看護とは何

んを励まし、時には嫌悪感を抱かせてしまうこともあると気づきました。また逆に、看

か、
を探究することに在学中多くの時間を割き、学びを深め、ニューロサイエンス看護

護師もタッチをした患者さんの反応から、自身の看護の振り返りとなるため、看護師

学の発展に努めてきました。また米国のBarrow Neurological Institute（BNI）の

のタッチは非常に深奥な意味を持つ行為です。

演習では、ニューロサイエンスを専門としたCNSやNPの実践を学び、彼らと話し合う

私の場合は、看護という枠を超えた分野の先生方の深い思考に触れたことや、看護

ことで、高度実践看護師に求められる知識・技術・態度の理解を深めました。

学や助産学に対して熱く真摯に向き合う仲間や先輩たちとの出会いが、自身の視野

今後は重度意識障害患者や高次脳機能障害患者を全人的に理解し、脳神経疾患患

と研究の可能性を広げてくれたと感じています。

者を中心とした看護の実践や、脳神経疾患看護に携わる看護師がやりがいを持って

今後もタッチの意味を探究するために、博士後期課程でより深く学習し、研究者とし

働くことができる職場環境の構築を、生まれ育った神戸市で目指します。

て看護に貢献できるよう、日々研鑽していきたいと思っています。

I entered a course in neuroscience because I wanted to study nursing of patients with severe
consciousness disturbance who present at acute care hospitals. In graduate school, I studied
various related aspects like theories concerning neuroplasticity, theory and techniques of holistic
patient support, the latest available treatments in the f ield of brain neurological disorders as well
as the ethical dilemmas facing patients with neurological disorders. I spent much time studying
the content of nursing for patients with severe consciousness disturbance in particular, trying to
contribute to the field of neuroscience nursing. During practical training at Barrow Neurological
Institute in the U.S.A., I underwent CNS and NP practical training specialized in neuroscience,
and through my interactions with the practicing clinical nurse specialists and nurse practitioners,
I obtained a deep understanding of the specialized knowledge, skills, and attitude expected of
highly specialized clinical nurses.
I endeavor to understand both patients with severe
consciousness disturbance as well as higher brain
function disorders holistically, and wish to build a
work environment where nurses providing nursing
care and related services to patients with brain and
neurological disorders can work with a sense of
satisfaction in Kobe, the place where I was born and
raised.

The Japanese word used for the provision of treatment can directly be translated as
“placing hands,” and nursing indeed involves a large amount of “touching” of patients.
Throughout my undergraduate practical nursing training and while I worked in the
emergency outpatient department, I realized that, although touching seems to be a
neutral act, the way a nurse touches a patient may sometimes actually comfort and
relax a patient while at other times it may communicate a sense of disgust and
rejection. On the other hand, the patient’s reaction to the nurse’s touch also serves as
feedback about the kind of nursing that the nurse has been practicing. A nurse’s touch
is therefore a very important and meaningful act.
I was privileged to meet many considerate and attentive teachers both in nursing,
medicine and related fields, and to work with
passionate and sincere fellow students and
seniors who widened my mind and opened my
eyes to potential research topics.
To continue with my search into the true
meaning of touch, I wish to enter the doctoral
program course with the hope that my daily
efforts as a researcher may eventually contribute
to expand the nursing profession.

大坪 賢治

修士課程修了生の進路（2021年度）
看護師
27.8％
2021年度
修士課程
就職先・進学先

助産師
31.5％

2019年度 博士前期課程修了
（ニューロサイエンス看護学専攻）

教職 5.6％

保健師 進学
9.3％ 16.7％

その他

9.3％

看護師資格

保健師資格

助産師資格

●

●

●

●
●
●
●

聖路加国際病院
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
慶應義塾大学病院
済生会横浜市東部病院
都立小児総合医療センター ほか

St. Luke’s International University

●
●
●

株式会社ニチレイ
福岡県直方市役所
横浜市役所
文京区

OTSUBO Kenji

神戸市立医療センター中央市民病院 看護師
2021年度 慢性疾患看護専門看護師 資格取得

BNIでの研修において脳卒中専門のNPと
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「タッチの意味を探究したい」、それが大学院進学の理由です。

●
●
●
●

2021年度修了生数

修了式で木下康仁教授と

54名

看護師

15名

進学

9名

助産師

17名

教職

3名

保健師

5名

その他

5名

聖路加国際病院
国立成育医療研究センター
東京医科歯科大学病院
東大病院
愛育病院 ほか

進学

●

聖路加国際大学大学院

教職

●
●
●

聖路加国際大学
東京医療保健大学
兵庫県立大学

菊地 彩花

看護学研究科 博士後期課程（看護社会学専攻）
研究者コース進学

2019年度 博士前期課程修了

博士後期課程修了生の進路（2021年度）
教職
40％
2021年度
博士後期課程
就職先

看護師

看護師資格
●
●

訪問看護ステーション
スマイルリラ
錦糸町クボタクリニック

2021年度修了生数
教職

その他

10％

教職

聖路加国際大学
● 日本赤十字看護大学
● 川崎市立看護大学
● 埼玉県立大学
● 上智大学

8名

その他

50％

●

KIKUCHI Ayaka

●
●
●

山梨県立大学
国際医療福祉大学
ムヒンビリ健康科学大学

20名
看護師

2名

10名

その他

聖路加国際大学
（特任研究員）
昭和大学横浜市北部病院
（治験コーディネーター）
● アルバータ大学
（留学）
● 国立感染症研究所
（研究員）
●
●
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学びをサポートする

施設・設備

必要とされる知識や技術の確実な習得につながる、充実した施設・設備を学内外に用意。

実習が行われる聖路加国際病院では今の看護の在り方に、学内施設では学生の将来を支える知識の泉に触れることが可能です。
Extensive facilities and equipment both on-and off-campus are available to ensure training that provides essential knowledge and skills. At St. Luke’s International
Hospital, which is used as a training institute, students can experience the present reality of nursing while their academic knowledge is reinforced, in support of
their future careers.

Facilities/Equipment

聖路加国際病院

St. Luke’s International Hospital

2012年、国際的な病院評価機構である
JCI（Joint Commission International）
認定を取得。以後3年ごとに更新中。

聖路加国際病院は1901年の開設以来、キリスト教精神のもと「対象者中
心の質の高い医療サービスを提供する」というミッションの実現に向けて、
さまざまな分野での革新的な取り組みに果敢に挑戦しています。当院での
実習や研修では、現場の教育担当者をはじめとする看護部の職員が、皆
さんをチームの一員として迎え、学修を支援するとともに、役割モデルとな
れるように努力しています。
「看護学を探究する楽しさ」
「看護職としての
やりがい」を感じられる場所で学び、皆さんの夢を叶えてください。

2019年11月、看護の専門性やチー
ムワーク、優れた患者ケアを評価する
マグネット認証を日本で初めて取得。

特定機能病院に承認 2020年12月1日、厚生労働

省が定める「高度な医療・研究・研修・医療安全管理
体制」の基準をクリアした特定機能病院に承認される。

Since St. Luke’s International Hospital was founded in 1901, the mission for its
existence has been to “provide high-quality medical care” based on the Christian spirit.
The hospital has continued to boldly embrace innovative initiatives in various f ields
with the aim of improvement. Newcomers undergoing practical training and
internships here are welcomed both by the clinical educators and nursing staff as
members of the team, and while these senior staff members do their best to support
your learning process as you gain practical experience, they also do their best to serve as
great role models. Please study under such circumstances that will allow you to
experience both the “joy of getting to know nursing in greater depth” as well as “the
satisfaction of the nursing profession,” as you follow your dream.

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター（SLCCA）
OMURA Susumu & Mieko Memorial St. Luke’s Center for Clinical Academia (SLCCA)
当センターは、臨床・教育・研究が一体となった複合施設で、本学の活動
を支える拠点となっています。243名収容、多言語通訳に対応し、国際会
議等にも活用可能な「日野原ホール」をはじめ、学部・大学院教育のアク
ティブラーニング化を推進する多数の講義室、臨床現場を再現した設備
を有し、教育や研究・開発を支援する体制を整えたシミュレーションセン
ター、市民向けの健康情報提供等を行っている「聖路加健康ナビスポッ
ト：るかなび」などを設置しています。

This center is a multifunctional complex serving as the core facility supporting
the various clinical, educational, and research activities of the university. There is
a wide array of lecture rooms that promote active learning from the
undergraduate to graduate level and that include “Hinohara Hall,” which seats
243 people and is equipped with multi-lingual interpreting facilities, and can
also be used to host international conferences. The Simulation Center includes
fully furnished clinical facilities supporting practical clinical training, education,
research, and innovation, and as a service to the public, health information is
provided to citizens through the activities of our “Luke-Navi, St. Luke’s Health
Navigation Spot” project.

日野原ホール

模擬手術室

3Fラウンジ

アクティブラーニング用講義室

聖路加国際病院が WORLD S BEST HOSPITALS 2022 で
国内2位にランキングされました。
米国の週刊誌『Newsweek』
の WORLD S BEST HOSPITALS 2022 で
聖路加国際病院が国内2位（世界23位）
にランクインしました。採点は①医療専
門職者からの推薦、②患者の満足度調査、③病院医療KPI（Key Performance
Indicator）
の3つの軸から行われ、
日常診療とケア、2019年度のマグネット認証
等あらゆる努力が国際レベルで評価された結果といえます。

図書館
Library

医学・看護学分野を中心に豊富な資料を所

Computer Room

Learning Commons

アクティブラーニングを促進する場として、個

インターネットや文献検索システムなどを利用

The library has a rich collection of materials, e-journals,
and databases, mainly in the f ields of medicine and
nursing. Facilities are available 24 hours a day.

St. Luke’s International University

ラーニング・コモンズ

本館4階と2号館2階にメディアルームがあり、

蔵、電子ジャーナルやデータベースも多数利

用可能です。図書館は24時間利用可能です。
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コンピュータールーム

シミュレーションセンター
Simulation Center

聖路加国際大学シミュレーションセンターは医療の質を向上するた

でき、専門の職員が手厚くサポートします。

人学習、グループワーク、イベント、プレゼン

テーションなど、多様な用途で利用可能です。

めに、臨床現場を総合的に再現した学習環境を提供することで、

There are two Media Rooms, one on the 4th floor of the main university
building and another on the 2nd floor of the No. 2 building. These
computer rooms provide access to the internet and literature search
systems, services that are supported by specialized staff.

To encourage and promote active learning this space is
available for various kinds of uses including individual
study efforts, group work, events, presentations, and so
forth.

St. Luke’s International University Simulation Center aims to improve the
quality of health care by supporting access to comprehensive clinical training
environments for the purposes of practical and innovative education, research,
and development.

実践的かつ革新的な教育・研究・開発活動の展開を支援します。

「聖路加健康ナビスポット：るかなび」

People-Centered
Care 実践の場

Practicing People-Centered Care: “Luke-Navi: St. Luke’s Health Navigation Spot”

「るかなび」は、健康相談や健康チェック等が気軽にできる本学独自の取り組みで、市

民主体の健康生成をめざす「ピープル・センタード・ケア
（People-Centered Care：
PCC）」実践・開発・研究の場として、
また学生教育の場として機能しています。

“Luke-Navi” is a unique project of our school, providing a place where citizens can obtain health-related
advice and undergo health tests, etc., as a practical approach to practice, develop, and research the
empowerment of people to take responsibility for their own health (People-Centered Care: PCC). It
simultaneously provides students valuable practical experience and training opportunities.

Guide Book 2023
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生活サポート／学費・奨学金

奨 学 金（2021年度実績）

D a i l y L i v i n g S u p p o r t ／ S c h o l a r s h i p s a n d Tu i t i o n

S c h ol a r s h i p s

本学で高度な知識と優れた技術を身につけることができるよう、経済的に安定した学
生生活を送るための各種奨学金制度を設けています。奨学金の種類は、返還義務の
ある貸与制度（無利子・有利子）
と、返還義務のない給付制度があります。学生の約4
割が何らかの奨学金を受けています。本学で取り扱っている主な奨学金には、下記の
ものがあります。
詳細は教務・学生課へお問い合わせください。

看護・保健分野において自らの力を活かし、
人や社会に貢献したいと望む学生が目指す学びを

学生が充実した
学生生活を送るために
しっかりと支援していきます

実現できるように、本学では学習面、生活面、経済面と、
多方面にわたる手厚いサポートシステムを用意しました。

※重複して受けることも可能です。

学生支援センター長

小山田 恭子

realizing their dreams in the service of people and society.
This university heartfully supports students from

Director,
Center for Student Support

the various aspects of education, living, ﬁnances, etc.

※奨学生採用は、各奨学金制度の条件に従い家計状況や学業成績等をもとに、学内の選考委員会が推薦者を選出し、最終的に各機関が採用を決定します。
各奨学金制度には採用枠があり、申込資格に該当し申請しても、必ず採用されるとは限りません。

■ 貸与奨学金（ 返還義務のある奨学金 ）
名

Students can actively engage in the nursing and healthcare ﬁelds,

称

対

体制を整えています。大学院では、指導教員とは別に専門分野以外の教員1名をアド
バイザーとして配置します。担当アドバイザーは学生の修学・生活・進路について必要
に応じて直接的な助言や指導、関係部署や委員会等への報告、連絡、調整などを行
います。
学修や進路はもちろん学生生活で不安に感じることや困っていること、
悩みなどがある場
合は気軽に担当アドバイザーに連絡してください。
扉はいつも皆さんに開かれています。

manaba

健康管理室 Health Management Ofﬁce
キャンパス内に設置された健康

ポートフォリオシステムmanabaは、

し、定期健康診断、応急処置、

テムです。講義資料のダウンロー

関の紹介等を行っています。
ま

ケートの回答、掲示板での意見交

た、聖路加国際病院受診や学

換等を行うことができ、学生はそれ

内カウンセリングを希望する際の

らの履歴から、
自分の学習を振り返

相談窓口にもなっています。

ることができます。
The portfolio system manaba is a system that allows students to gather all their
results. With the ability to download lecture materials, submit reports, respond to
mini tests and questionnaires, and exchange opinions via forums, students can
use their previous tasks to look back on their studies.

A full-time public health nurse is available in the Health Management Ofﬁce on the campus
to provide regular health checkups, perform emergency procedures, consult students on
physical and psychological issues and to provide referrals to medical institutions as
necessary. It also serves as the reception counter to make appointments for consultations at
St. Luke’s International Hospital as well as counselling with university staff.

医 学 英 語を専 門にする教員が、個 別 相 談またはグ
ループでの相談にあたります。相談内容は、英語での
授業のレポートやプレゼンテーションの原稿、留学、進
学、就職に関する書類の書き方や、学位論文執筆の
ほか、学会や研究会での発表や学術論文の投稿に際
し、専門的なチュートリアルが受けられます。2019年度
より日本語の文章を対象とした相談を開始しました。
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St. Luke’s International University

Faculty specializing in medical English assist with
concerns from individuals or groups. Services are
offered for English class reports, presentation
manuscripts, writing documents related to study
abroad, furthering education or employment,
graduation theses, and specialized tutoring when
presenting at conferences and seminars or posting
academic journals. Consultation services for
academic writing in Japanese became available in
2019.

80,000円、122,000円
50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択

第一種

83,000円

第二種

一口25,000円
（二口まで）
50,000円

無利子

100,000円

大学院
（修士）

1,200,000円×2年間

聖路加国際病院に勤務する看護師のうち、
休職して進学した者
（要上長の推薦状）

大学院
（修士）

公益財団法人みずほ育英会

無利子

大学院
（博士）

60,000円

※緊急採用制度もあります
（採用年度のみ）
。家計の急変
（主たる家計支持者の失職等）
があった場合等、随時受け付けています。

■ 給付奨学金（ 返還義務のない奨学金 ）
名

称

対

象

給付額

備

聖路加同窓会奨学金

本学学生

200,000円

採用年度限り

聖路加フェロー奨学金

聖路加国際大学看護学部卒業生のうち、看護職として勤務
している医療機関等を休職または退職して進学した者

600,000円

2年間

一般財団法人

考

助産師の国家資格を目指す学生で、
看護師の資格を有する者

100,000円

採用年度限り

青木奨学金

修士2年

300,000円

採用年度限り

未来の助産師基金

修士2年
（ウィメンズヘルス・助産学専攻上級実践コース）

50,000円

採用年度限り

公益財団法人丸和育志会

修士1・2年

500,000円

修士2年生は博士課程への進学予定者に限る

聖路加国際大学特別奨学金

次のいずれかに該当する者
1）
本学学部を卒業した者
2）
本学看護学研究科を修了した者
3）
本学公衆衛生学研究科を修了した者
4）
学校法人聖路加国際大学の正規職員として
3年以上の勤務経験を有する者

400,000円

入学時のみ

一般財団法人

大学院への進学を希望する学部学生

有馬育英会

荒井財団

年額 500,000円

予約型2年間

学 費および 経 費（2021年度実績）

Tu i t i on a n d Fe e s

■ 大学院【 博士前期課程（修士課程）】
【 博士前期課程（修士課程）
・長期在学コース 】
博士前期課程
（修士課程）

区分
入学金

アカデミック・ライティング・デスク Academic Writing Desk

50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択

第一種

無利子

大学院
（博士）

身体や心の健康相談、医療機

ド、
レポートの提出、
ミニテスト・アン

50,000円、88,000円

有利子
（上限年3％）第二種

大学院
（修士）

管理室には専任保健師が常駐

学生の学修成果を蓄積できるシス

貸 与月額

第一種

無利子

大学院
（修士）

聖路加フェロー奨学金
（貸与奨学金）

するために、学生一人ひとりに担当アドバイザーを任命し、個別の助言、指導等を行う

無利子

大学院
（博士）
東京都看護師等修学資金

息

有利子
（上限年3％）第二種

日本学生支援機構

聖路加国際大学貸与奨学金

To ensure that students’ lives at this university are productive and fulﬁlling,
leading to a responsible and independent career, one advisor, who provides
personal advice and guidance, is assigned to each student. At the graduate
school level, one faculty member outside of the student’s area of study is
assigned as an advisor separate from the student’s supervisor. The appointed
advisor gives direct advice and guidance as necessary about the student’s
academic progress, daily living situation, and career aims, and contacts the
concerned departments or committees to make adjustments.
Please do not hesitate to contact your advisor in case of any study - or
course-related concerns, daily life-related problems, or other issues. Our
doors are always open to you.

利

大学院
（修士）

※

本学では学生の皆さんが充実した学生生活を送り、社会人・職業人として自律・自立

象

※

OYAMADA Kyoko

アドバイザー制度 Advisor system

The university has various available scholarships to ensure students’ economic
stability so that they can concentrate on their studies and attain the expected
high-quality knowledge and practical skills. Different kinds of scholarships
include loans that are to be repaid (with and without interest) as well as grants
that do not have to be repaid. Approximately 40% of students receive some kind
of scholarship. The following scholarships are offered at this university. Please
inquire at Academic and Student Affairs Ofﬁce for details.

授業料年額
施設維持費年額
合計

修士論文コース
1年次

2年次

400,000円

上級実践コース
1年次

博士前期課程
（修士課程）
・長期在学コース
備考

1年次

2年次

2年次・3年次

上級実践コース
1年次

備考

2年次・3年次

入学年度に納付

400,000円

400,000円

入学年度に納付

1,200,000円 1,200,000円 1,350,000円 1,350,000円 2期に分けて納付

800,000円

800,000円

930,000円

930,000円 2期に分けて納付

100,000円

100,000円

100,000円

100,000円 2期に分けて納付

150,000円

400,000円

修士論文コース

150,000円

150,000円

150,000円 2期に分けて納付

1,750,000円 1,350,000円 1,900,000円 1,500,000円

1,300,000円

900,000円 1,430,000円 1,030,000円

■ 大学院【 博士後期課程 】
区分
入学金
授業料年額
施設維持費年額
合計

1年次

2年次・3年次

400,000円

備考
入学年度に納付

1,100,000円 1,100,000円 2期に分けて納付
150,000円

150,000円 2期に分けて納付

1,650,000円 1,250,000円

※各年度の入学金・授業料・施設維持費は、
毎年改定することになっています。
決定次第公表します。
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学位授与方針（ディプロマポリシー）
教育目標に到達するために計画されたカリキュラムによって学修し、
定められた単位を修得するとともに、学位論文の審査ならびに最終
試験に合格した者に、修士および博士の学位を授与する。
（博士の
学位について課程の修了を要件としない場合がある）
（ 修士:大学院
学則第16条、学位規程第4条;博士:大学院学則第17条、学位規
程第5条）
最終試験において、以下の基準を満たした者に修士の学位を授与
する。
（ 最終試験審査基準）

◆

修士 論文コース

修士 上級実践コース

博士課程 DNPコース

1）The student possesses the demeanor and qualities required of a nurse researcher.
2）The student possesses the knowledge and education as a nurse researcher in their ﬁeld of
expertise.
3）The student wrote their graduation thesis in a methodic manner.
4）The student can proactively present their research.

1. カリキュラムは、専門科目を学び深めるために必要となる看護学の
基礎的理論や研究技法、
ならびに関連諸科学の理論や技法を学
ぶ基盤分野と、専門分野から構成する。
2. 修士課程においては、教育・研究者を育成するコースと、高度実
践家を育成するコースを設け、
それぞれの目的に応じた科目を配置
し、指導教員のもとで修士論文の作成または課題研究と高度な実
践能力の育成を行う。
3. 博士課程では、研究者コースでは研究者・教育者を育成するため
に、基盤分野、専門分野を学んだ上で、博士論文を作成する。
DNPコースでは、高度な看護実践と変革を起こすためのアプロー
チを基盤とし、倫理的、生命学的、心理社会的、組織的、情報科
学的な知識と看護学の知識を統合する能力の育成を行う。
4. 学位論文、課題研究のプロセスと成果、上級実践者や研究者と
しての姿勢や態度を総合的に評価する。
（聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程

第4条別表3）

1）The student possesses the demeanor and qualities required of a nurse researcher.
2）The student possesses a wide range of knowledge and education as a nurse researcher.
3）The student has taken sufﬁcient time to write their graduation dissertation in an independent,
methodic, and sustained manner.
4）The student has presented their research results previously and is capable of continuing to
do so going forward.
5）The student has the potential to independently develop and continue their future research.

Doctoral Program – DNP Course

1）
高度実践家として変革を起こすためのプロジェクトを実施した。
2）
人々の生活の質、安全、健康の改善を促進するためにリーダーシップ
を発揮する。
3）
患者やコミュニティのアウトカムを保証するための協働とチーム
ワークを促進する。
4）
組織・コミュニティ
・社会に働きかけるための態度・資質を有している。
5）
高度実践家としての高い技術と幅広い知識・教養を有している。

1. The curriculum shall consist of basic and specialized ﬁelds where students learn
fundamental nursing theories and research methodologies and theories and research
techniques of related sciences necessary to deepen their understanding of specialized
subjects.
2. The master’s course shall consist of two courses: one to nurture educators and researchers,
and the other to nurture advanced practitioners. Courses are arranged according to the
purpose of each course, and students are required to write a master's thesis or conduct
research on an issue and develop advanced practical skills under the guidance of a faculty
supervisor.
3. In the doctoral program, the researcher course is designed to develop researchers and
educators, who will study basic and specialized ﬁelds and write a doctoral dissertation. The
DNP course is designed to develop the ability to integrate ethical, biological, psychosocial,
organizational, and informational knowledge with nursing knowledge, based on
advanced nursing practices and approaches to change.
4. The dissertation, the process and results of the project research, and the attitude and
demeanor of the student as an advanced practitioner or researcher will be
comprehensively evaluated.
（Article 4, Table 3, St. Luke’s International University Educational Policy Rules）

1）The student has conducted projects to bring about innovation as an advanced practitioner.
2）The student has exhibited leadership to promote the improvement of quality of life, safety,
and health in all people.
3）The student has promoted cooperation and teamwork to guarantee patient and community
outcomes.
4）The student possesses the demeanor and qualities to work with organizations,
communities, and society.
5）The student possesses the advanced techniques, diverse knowledge, and education as a
professional.

学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）
◆ 博士前期課程

看護学の視点から、
その領域においてリーダーシップを発揮する人材
を育成するために以下のような人材を受け入れる。受け入れに当たっ
ては、国籍・宗教・障がい等を問わず、最大限妥当かつ公平な方法に
よって選抜する。
1. グローバルな視点で研究と高度実践を行うために必要な語学力、
実践と概念を結びつけるための抽象的思考能力の基礎を備えて
いる者
2. 自分の考えを表現し、他者からのフィードバックを柔軟に受け入れ
て統合する力を備えている者
3. 関心ある現象に迫るために、専門知識と実践力を生かして自ら行
動し変化を起こす意欲を備えている者

◆ 博士後期課程

In order to develop human resources who can demonstrate leadership in the ﬁeld of nursing
from the perspective of nursing science, the following applicants will be accepted. In
accepting applicants, we will use the most appropriate and fair screening methods regardless
of nationality, religion, disability, etc.
1. Those who have the language skills necessary to conduct research and advanced practice
from a global perspective, and a foundation in abstract thinking skills to link practice and
concepts
2. Those who have the ability to express their own ideas and to ﬂexibly accept and integrate
feedback from others
3. Those who are motivated to take action and make changes on their own using their
expertise and practical skills to approach phenomena of interest

Doctoral Program

1. グローバルな視点で研究と高度実践を行うために必要な語学力、
実践と概念および研究活動を結びつけるための抽象的思考能力
を備えている者
2. 自分の考えを表現し、他者との協働によって研究を推進する力を
備えている者
3. 関心ある現象に迫るために、専門知識と実践力を生かして自ら行
動し、変化を起こす意欲を備えている者
（聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程

St. Luke’s International University

A D M I S S I ONS POL I CY

Master’s Program

看護学の視点から、
その領域においてリーダーシップを発揮する人材
を育成するために以下のような人材を受け入れる。受け入れに当たっ
ては、国籍・宗教・障がい等を問わず、最大限妥当かつ公平な方法に
よって選抜する。
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CU R R I CU LU M POL I CY

1）The student has excellent professional competence as an advanced practitioner.
2）The student is able to explain their research in relation to future practice.
3）The student possesses the demeanor and qualities of a specialist.
4）The student possesses a wide range of knowledge and education of an advanced practitioner.

Doctoral Program – PhD Course

博士課程 研究者コース

1）
看護研究者として必要とされる態度・資質を有している。
2）
看護研究者としての幅広い知識・教養を有している。
3）
自律的・計画的・持続的に十分時間をかけて学位論文を作成した。
4）
これまでの成果を発表しており、今後も継続して研究成果を発信す
ることができる。
5）
今後の研究課題の展開を自立して継続できる見通しを持っている。

◆

Master’s degrees shall be conferred to students who meet the following criteria in the ﬁnal
examination.（Final Examination Review Standards）

教育課程編成・実施方針（カリキュラムポリシー）

Master’s Program – Advanced Practical Course

1）
上級実践者としての専門的能力に優れている。
2）
課題研究を今後の実践に結びつけて説明できる。
3）
専門職者としての態度・資質を有している。
4）
上級実践者としての幅広い知識・教養を有している。

◆

Master’s and doctorate degrees shall be conferred to those who have studied according to the
curriculum designed for students to reach the educational goals, attained the prescribed
credits, and successfully passed their graduation thesis/dissertation screening and ﬁnal
examinations.（For the doctorate degree, some cases do not require the completion of
courses.）
（Master: Graduate School Regulations Article 16, Degree Rules Article 4; Doctorate:
Graduate School Regulations Article 17, Degree Rules Article 5）

Master’s Program – Thesis Course

1）
看護研究者として必要とされる態度・資質を有している。
2）
看護研究者として専門分野の知識・教養を有している。
3）
計画的に学位論文を作成した。
4）
研究内容を積極的にプレゼンテーションできる。

◆

DI PLOMA P O LI C Y

第5条別表4）

In order to develop human resources who can demonstrate leadership in the ﬁeld of nursing
from the perspective of nursing science, the following applicants will be accepted. In
accepting applicants, we will use the most appropriate and fair screening methods regardless
of nationality, religion, disability, etc.
1. Those who have the language skills necessary to conduct research and advanced practice
from a global perspective, and the ability to think abstractly in order to link practice with
concepts and research activities

2. Those who have the ability to express their own ideas and promote research through
collaboration with others
3. Those who have the motivation to take action and make changes on their own, using their
expertise and practical skills to approach phenomena of interest
（Article 5, Table 4, St. Luke’s International University Educational Policy Rules）
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学習成果の評価方針・指標（アセスメントポリシー）

A S S E S S M E NT POL I CY

本学における内部質保証制度の一環として、
（ 聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程）第3条、第4条、第5条に定める学位授与方針（ディプロマポ
リシー）、教育課程編成・実施方針（カリキュラムポリシー）、学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）
の３ポリシーに基づいて、機関レベル
（大学）、教育課程
レベル
（学部・研究科等）、科目レベル
（授業・科目）
の３段階で、学修成果等を測定・評価する。
入学前・直後

在学中

As part of the university's internal quality assurance system, academic achievements will be measured and evaluated at three levels: institutional level

, curricular level（faculty, graduate school, etc.）
, and subject level（classes and courses）
, based on the three policies: Diploma Policy,
（university）
Curriculum Policy, and Admission Policy, as stipulated in Articles 3, 4, and 5（St. Luke's International University Educational Policy Rules）
.
Before and Immediately
After Admission

卒業時

1. 修士 論文コース
・看護研究者として必要とされる態度・資質を有している。
・看護研究者として専門分野の知識・教養を有している。
・計画的に学位論文を作成した。
・研究内容を積極的にプレゼンテーションできる。
大 学レベル

All entrance examinations
Admission application
contents

Research protocol
Rate of advancement to
next higher level of
education
Leave of absence rate
Dropout rate
Student Life Survey
（Satisfaction Survey）

Graduation thesis
Number of degrees
conferred
National examination
pass rate
Employment rate/Rate
of advancement to next
higher level of
education

All entrance examinations
Admission application
contents

Research protocol
Rate of advancement to
next higher level of
education
Leave of absence rate
Dropout rate
Academic history
（portfolio）
Class evaluation survey

Graduation thesis
Graduation approval
National examination
pass rate
Employment rate/Rate
of advancement to next
higher level of
education
Graduation survey

All entrance examinations
Admission application
contents

Credit approval
Regular examinations
Class evaluation survey

1. Master’s Program – Thesis Course
The student possesses the demeanor and qualities required of a nurse researcher.
The student possesses the knowledge and education in their ﬁeld of expertise.
The student wrote their graduation thesis in a methodic manner.
The student can proactively present their research.

各種入学試験

研究計画書

学位論文

出願書類の
記載事項

進級率

学位授与数

休学率

国家試験
合格率

退学率
学生生活
実態調査
（満足度調査）

3. 博士課程 研究者コース
・看護研究者として必要とされる態度・資質を有している。
・看護研究者としての幅広い知識・教養を有している。
・自律的・計画的・持続的に十分時間をかけて学位論文を作成した。
・これまでの成果を発表しており、今後も継続して研究成果を発信することができる。
・今後の研究課題の展開を自立して継続できる見通しを持っている。

就職率・進学率

University
Level

4. 博士課程 DNPコース
・高度実践家として変革を起こすためのプロジェクトを実施した。
・人々の生活の質、安全、健康の改善を促進するためにリーダーシップを発揮する。
・患者やコミュニティのアウトカムを保証するための協働とチームワークを促進する。
・組織・コミュニティ・社会に働きかけるための態度・資質を有している。
・高度実践家としての高い技術と幅広い知識・教養を有している。

教 育 課 程レベル

At Graduation

Master's and doctoral degrees are awarded to those who have studied according to the curriculum designed
to achieve the educational goals, have earned the prescribed credits, and have passed the thesis/dissertation
screening and ﬁnal examination.（Completion of the course is not a requirement for the doctoral degree in
some cases）
（Master's: Graduate School Regulations Article 16, Degree Regulations Article 4; Doctorate:
Graduate School Regulations Article 17, Degree Regulations Article 5）
The master's degree will be awarded to those who satisfy the following criteria in the ﬁnal examination.
（Examination Criteria for Final Examinations）

教育目標に到達するために計画されたカリキュラムによって学修し、定められた単位を修得する
とともに、学位論文の審査ならびに最終試験に合格した者に、修士および博士の学位を授与
する。
（ 博士の学位について課程の修了を要件としない場合がある）
（ 修士：大学院学則第１６
条、学位規程第４条；博士：大学院学則第１７条、学位規程第５条）
最終試験において、以下の基準を満たした者に修士の学位を授与する。
（最終試験審査基準）

2. 修士 上級実践コース
・上級実践者としての専門的能力に優れている。
・課題研究を今後の実践に結びつけて説明できる。
・専門職者としての態度・資質を有している。
・上級実践者としての幅広い知識・教養を有している。

While Enrolled

2. Master’s Program: Advanced Practical Course
The student has excellent professional competence as an advanced practitioner.
The student is able to explain their research in relation to future practice.
The student possesses the demeanor and qualities of a specialist.
The student possesses a wide range of knowledge and education as an advanced practitioner.
3. Doctoral Program – PhD Course
The student possesses the demeanor and qualities required of a nurse researcher.
The student possesses a wide range of knowledge and education as a nurse researcher.
The student has taken sufﬁcient time to write their graduation dissertation in an independent, methodic, and
sustained manner.
The student has presented their research results previously and is capable of continuing to do so going
forward.
The student has the potential to independently develop and continue their future research.
4. Doctoral Program – DNP Course
The student has conducted projects to bring about innovation as an advance practitioner.
The student has exhibited leadership to promote the improvement of quality of life, safety, and health in all
people.
The student has promoted cooperation and teamwork to guarantee patient and community outcomes.
The student possesses the demeanor and qualities to work with organizations, communities, and society.
The student possesses the advanced techniques, diverse knowledge, and education as an advanced
practitioner.

学位論文

各種入学試験

研究計画書

出願書類の
記載事項

進級率

修了認定

休学率

国家試験合格率

退学率

就職率・進学率

学修履歴
（ポートフォリオ）

卒業時
アンケート

Curricular
Level

授業評価
アンケート

科 目レベル
（聖路加国際大学
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教育に係る方針等に関する規程

St. Luke’s International University

第6条別表5-2）

各種入学試験

単位認定

出願書類の
記載事項

定期試験
授業評価
アンケート

Subject
Level
（Article 6, Table 5-2, St. Luke’s International University Educational Policy Rules）
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