
２つのコースで、あなたの第一歩を支援します！２つのコースで、あなたの第一歩を支援します！

平成２9年度

対象

申込
方法 申込用紙に必要事項を記入し郵送・FAXにてお申し込みください

各受講日の２週間前まで
（先着順となりますのでご希望の方はお早めにお申し込みください）

申し込み・お問い合わせ先 公益社団法人新潟県看護協会 新潟県ナースセンター 再就職支援セミナー係
〒951-8133 新潟県中央区川岸町2-11

TEL.025-233-6011

〆切

新潟県 公益社団法人 新潟県看護協会
新潟県ナースセンター

http://www.niigata-kango.com

本事業は、公益社団法人新潟県看護協会が新潟県から委託を受けて実施しています。
本セミナーへ参加することで、実施病院等への就職を強要するものではありません。

詳細は新潟県看護協会ホームページ

E-mail:sai.shien@niigata-kango.com

FAX.025-265-4188

看護職員
再就職支援セミナー

看護の基礎的な知識や技術などを
講義と演習を通して学べます

病院、介護施設、訪問看護ステーションで
実際の看護業務を体験できます

基礎
コース

体験
コース

(平日9:00～16:00)

主　催 事 業 委 託

新潟県ナースセンター

看護職の資格をお持ちで未就業の方

受講料
無 料

再就職をお考えの方は
お気軽にご参加ください。

～ 看護の世界で再び輝くために ～
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6月26日～6月28日

　上・中・下越の各会場において、看護の基礎的な知識や技
術を講義や演習を通して学ぶことができます。
　結婚や出産で離職された方、家庭の都合などで長期間お
仕事をされていない方、再就職したいけれど不安がある方、
１日のみの参加も可能ですのでお気軽にご参加ください。

● 体験日は土日祝日を除く平日のみとなります。
　 体験日が指定されている施設もありますので詳しくは新潟県ナースセンターまでお気軽にお問合わせください。
● 体験日数は概ね１～２日となります。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

受講可能期間 ： 6月5日（月）～12月28日（木）

昨年度体験コースを受講された方の声

　特養と老健の研修を受けさせていただき、それぞれの施設の特徴や現場の様子を実際目で見たり聴いたりし
ながら、再就職について考えることができてとても良かったです。
　現在の職場は研修を受けた部署に配属となり、研修のおかげで温度差やギャップも少なく働かせていただい
ています。大変お世話になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40代・看護師）

基礎
コース

新潟県看護研修センター・新潟医療人育成センター

（ 新潟大学医歯学総合病院看護部　   看護職キャリア開発コアセンター）【新潟市】
▼ 下越エリア ▼

（新発田市、村上市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村）

体験
コース

　医療現場に20年のブランクがあったので不安になりセミナーを受講しました。病院で1日実習をさせていた
だき、当時の感覚を思い出せました。いざ復帰したときは、緊張感はありましたが、実習のおかげで戸惑いが少
なかったと思います。貴重な体験をありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　  （40代・看護師）

　セミナーに参加させていただきとても勉強になり、前向きな気持ちになることが出来ました。初めは介護施設
の方は全く考えてはいなかったのですが、新しいことに挑戦してみようと思い、就職を決めました。本当にあり
がとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （50代・看護師）

　一緒に受講した人と気持ちを共有・情報交換できたのも貴重でした。新しい看護の現状や自分の実際の
技術や感覚も実感できたのはとても自信につながりました。　　　　　　　　　　　　　　  （30代・看護師）

新潟県内にある病院、介護施設、訪問看護などの協力施設53ヶ所で看護体験
ができます。
ご自身の都合に合わせ、ご希望の日時で受講が可能です！

昨年度基礎コースを受講された方の声

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.2
随時可　/　9:00～16:00(相談可）
託児所完備。地域密着型の病院です。隣接には、看護小規模多機能、サービス付き高齢者向け住
宅もあります。当院は新潟県認定のハッピー・パートナー企業です。
病院概要、バイタルチェック、食事介助、透析室見学、経管栄養、電子カルテ、吸引など。
※ハッピー・パートナー企業とは…新潟県では、男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよ
う職場環境を整えたり、女性労働者の育成・登用などに積極的に取り組む企業等を「ハッピー・パートナー企
業（新潟県男女共同参画推進企業）」として登録し、その取り組みを支援しています。

村上記念病院村上市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.3
随時可　/　相談可
無理なく始められる職場です。気軽に体験してみてください。
バイタルサイン測定、経管栄養、吸引などの説明・見学・実施。

村上市 肴町病院 介護施設病 院 訪問看護

8月7日～8月9日

新潟県立看護大学【上越市】

10月3日・4日・13日

悠遊健康村病院【長岡市】

11月27日～11月29日

①10:00～12:00
②13:30～15:30

新潟県看護研修センター【新潟市】

10:00～15:00

新潟県看護研修センター【新潟市】

技術トレーニング（採血など）、最近の看護事情、緩和ケア
に必要な知識と実践、地域包括ケアの最前線で働く看護
の役割～高齢者施設編～、地域包括ケアの最前線で働く
看護の役割～訪問看護編～

最近の看護事情と継続して働くために、認知症の理解と
ケア、医療現場における看護倫理、リスクマネジメント、
感染管理、褥瘡ケア、排泄ケア、技術トレーニング

看護の動向、地域包括ケアについて、感染管理、安全管
理、高齢者のスキンケア（演習）、障害者・高齢者の対応、
認知症の理解とケア、慢性期脳卒中患者のICFモデルに
基づいた看護、精神科看護、救急看護、社会保障制度

定員  20  名

呼吸・循環のフィジカルアセスメント、皮膚・排泄ケア、感染
対策、リスクマネジメント、看護職のためのコミュニケー
ションスキル、技術トレーニング（採血など）

技術トレーニング（採血、吸引）
※同内容で午前・午後2部制。どちらか都合のよい時間帯
をお選びください。

電子カルテ操作入門、地域包括ケアの最前線で働く看護
の役割～外来看護・クリニック編～

※上記内容・時間は都合により変更となる場合があります。

10:00～16:00 9:30～15:30

10:00～15:30

9:30～16:00

7月27日 10月4日

新潟県看護研修センター・新潟医療人育成センター

（ 新潟大学医歯学総合病院看護部　   看護職キャリア開発コアセンター）【新潟市】

定員  20  名

定員  10  名
定員  20  名

定員  20  名
①  10  名
②  10  名

定員

１日のみのコースも出来ました！

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.1
7/12（水）、7/19（水）、7/26（水）　/   8:30～17:15（相談可）
急性期の病院ですがアットホームです。看護学生さんも大勢受け入れており、指導は細やかです。
看護師とペアを組み見学実習、一部実践（バイタルサイン測定、清拭等の清潔ケア、シーツ交換等
の環境整備）

県立新発田病院新発田市 介護施設病 院 訪問看護
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▼ 新潟エリア ▼
（新潟市、五泉市、阿賀野市、阿賀町）

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.6
水・木・金（10/1～11/30を除く）　/　9:00～15:00
e-ラーニングの学習環境を整えました。
講義、院内見学、ギブスカット、ギブス巻き介助、包帯法、三角巾固定、注射・採血などの看護技術。

新潟手の外科研究所病院聖籠町 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.7
随時可　/   10:00～16:00(相談可）
平成26年6月～子育てサポート企業として県内の医療施設では初の認定を受けています。
①主な精神科疾患について②精神科の主な治療とリハビリテーションについて③病棟内関連施設
の見学④精神科病院における看護師の役割⑤希望に応じて採血や輸液の準備、急変時対応など

南浜病院北区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.8
随時可　/   9：30～15：00（相談可）
再就職される看護職や育児中の看護職を受け入れています。病院見学やインターンシップもでき
ます。気軽に連絡を下さい。
桑名病院の機能と特徴について、今どきの看護業務の実際を見学、現場で取り扱う医療機器の説明。

桑名病院東区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.10
随時可　/   9：00～15：00（相談可）
整形外科専門病院！　気力・体力を向上させ「元気で家に帰ろう」を支援します。
【午前】講義：当院の特徴と看護師の役割、教育体制/演習：バイタルサイン測定、手術前後の対応、
医療安全対策（事故防止・感染対策）、電子カルテ/【午後】手術室見学、医療機器の取り扱い（シリ
ンジポンプ、輸液ポンプ）/演習：採血の準備、実施、点滴の準備、体験終了（アンケート）

猫山宮尾病院中央区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.11
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
整形外科を中心とした病院です。
看護技術研修病棟実習、手術室見学など。

新潟中央病院中央区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.12
随時可（要相談）　/　9：00～16：00（相談可）
療養病床で寄り添う高齢者看護を行っています。
当院の特徴と看護師の役割、病棟実習、口腔ケア、吸引、経管栄養など。

中央区 とやの中央病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.18
8/3（木）　/　9：30～15：30
急性期看護と慢性期看護のどちらも経験できる職場です。あなたに合った働き方が見つけられる
と思います。
最新の医療、看護の動向、感染管理、病棟体験などが可能。

西新潟中央病院西区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.13
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
できるだけ希望に沿った部署で、担当看護師とともに体験していただきます。体験内容も希望を尊
重いたします。
病院の概要、基礎看護技術など。

中央区 新潟万代病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

7/18～8/18の平日　/   8：30～16：30（相談可）
病院併設の訪問看護ステーションです。自宅での看取り（ターミナルケア）や地域連携に力を入れ
ています。
オリエンテーション：訪問看護師の役割と現状、演習：同行訪問、振り返り。（希望者の要望に沿うよ
うに変更可能）

No.9 東区 すずらん訪問看護ステーション 訪問看護介護施設病 院

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.15
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
機能訓練士（PT、ST）と連携し業務を行っております。
お客様の健康管理、入浴、処置等の見学。

特別養護老人ホームくりの木中央区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.14
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
機能訓練士（PT、ST）と連携し業務を行っております。
お客様の健康管理、入浴、処置等の見学。

中央区 アーバンリビング鳥屋野 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.16
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
特養150床とショート30床の施設です。夜勤はありませんが、電話当番があります。
入所者の傷処置、軟膏処置、食事介助、浣腸の実施など。

特別養護老人ホームにいがた新生園江南区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

随時可　/   9：00～17：30（相談可）
神経難病・呼吸器装着の方の訪問、小児も訪問しています。病院ホスピスとの連携にも努めています。
事業所紹介、オリエンテーション、同行訪問、予定が合えばサービス担当者会議・退院前カンファレ
ンス参加、リハビリ同行訪問など。

No.17 南区 しろね訪問看護ステーション 訪問看護介護施設病 院

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.5
随時可　/　9:00～16:00(相談可）
ショートステイ、デイサービスを運営しています。ご希望があればどちらでの対応も可能です。昼食
も300円で支度できます。
担当者がついて実際の業務を体験。

リブインハーモニー （ショートステイ、デイサービス）村上市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.4
随時可　/　9:00～16:00(相談可）
セミナーの内容はニーズに合わせて調整します。再就職の方が安心して就業できるよう全力で支
援いたします。気軽においで下さい。
基本的看護技術など（体験内容はニーズに合わせて調整可能）

村上市 厚生連 村上総合病院 介護施設病 院 訪問看護
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▼ 県央エリア ▼
（三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町）

▼ 中越エリア ▼
（長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村）

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.21
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
お年寄りに寄り添った看護を目指しております。ご興味があれば気軽に問合せください。
当施設における看護方針の説明等、当施設における看護の実践。

介護老人保健施設あすか西区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

火～金　/   9：00～16：00（相談可）
西蒲原平野を望める静かな地域です。ショート３０床・特養５０床・地域密着型２０床の施設です。高齢
者ケアを主に行っています。利用者様の生活に則した看護を介護職員と協同して行っています。看
取りケアも取り入れ充実した看護の実践ができます。
経管栄養（胃瘻・腸瘻）、鼻腔吸引、在宅酸素など。

No.23 特別養護老人ホーム虹の里西蒲区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.29
随時可　/　14：00～16：00
基本理念＜安心・信頼・貢献＞のもと地域の皆様に愛されるよう頑張っています。終の住みかとな
る特養はどんなところか見に来ませんか？
特別養護老人ホームにおいての看護師の役割、多職種との連携について、看取りについて、業務
内容について。

特別養護老人ホームあじさいの里田上町 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.26
8/1（火）、8/2（水）　/　9：00～16：00（相談可）
整形外科専門病院。毎日手術があります。周手術期と慢性期の体験ができます。
病院の概要、電子カルテについて、演習：ギプス固定他各種固定法、病棟実習（希望者）

富永草野病院三条市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.30
随時可　/　8:30～16:00（相談可）
認知症高齢者看護の奥の深さを体験し、やりがいを感じてください。
高齢者看護の実際、フィジカルアセスメント、診療の補助、日常生活援助、認知症看護の実際、日
常生活援助など。

三島病院長岡市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.31
8/8（火）、8/22（火）、9/19（火）　/　9：00～16：00（相談可）
精神科看護の今を体験し、再就職の不安や疑問を解決しましょう。
病院紹介、精神科看護紹介、病棟看護体験、e-ラーニング体験、職員との交流会。

長岡市 県立精神医療センター 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.27
随時可　/　8：30～17：30（相談可）
高齢者の生活の場となる特別養護老人ホームにおいての看護職の役割を学ぶことができます。
特別養護老人ホームにおける看護職の役割について、看護技術の演習。

特別養護老人ホーム分水の里燕市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.28
随時可　/　8：30～17：30（相談可）
高齢者の在宅生活を支えていくうえで必要なデイサービスの役割と看護職の役割を学ぶことができます。
デイサービスセンターにおける看護職の役割について、看護技術の演習

デイサービスセンター分水の里さくら燕市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.25
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
高齢者のケアが中心の病院です。基本的な看護技術をしっかり学べるようスタッフ教育しています。
①講義：看護部の概要、感染防止、医療安全対策②演習：基本的看護技術、日常生活援助③意見交
換等

阿賀町 県立津川病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.22
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
病院看護から地域連携の看護を一緒に展開しましょう。
回復期リハビリ病棟の看護師の役割、病棟体験など。

岩室リハビリテーション病院西蒲区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：00～16：00（相談可）
平成２７年１０月に新築移転していますので、新しい施設で実習ができます。研修項目に関しては、
実習者の希望を考慮して柔軟に対応します。
バイタルサイン測定、採血・注射の演習（トレーナーを使用）、点滴・輸血の管理、感染防止対策、清
潔保持・スキンケア、高齢者の看護、体位変換、移動介助、褥瘡ケアの実際、薬物療法の補助技術、
フィジカルアセスメント 、ベッドサイドモニターの使い方。

No.24 阿賀野市 厚生連 あがの市民病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.20
随時可　/   9：00～16：00（相談可）
療養病床での高齢者看護の実際を体験できます。
施設見学、当院の概要と看護の特徴について講義、演習・見学（口腔ケア、吸引、経管栄養の実際、
食事介助、排泄ケア等）など。

黒埼病院西区 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：00～16：00
当院は急性期から慢性期まで一貫した脳血管障害の治療を行う専門病院です。看護部の目標に
質の高い看護の提供を挙げ、「共に学び共に育つ」をモットーに頑張っています。
【午前】病院の看護部の概要（教育体系を含め）：脳神経外科看護のポイント、福利厚生について、
施設内見学/体験学習：オリエンテーション、バイタルサイン測定、保清（清拭、足浴、フットケア等）、
寝衣交換、患者移送、体位交換、電子カルテについて/【午後】体験学習：午前と同じ、質疑応答。

No.19 西区 新潟脳外科病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：30～15：00（相談可）
当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年度には特別養護老人ホームを開設して事業拡
大に努めており、当法人に対する期待は、益々高くなっております。「思いやりとしあわせサポート」を
モットーに介護サービスを提供しています。心をしあわせにするあたたかい職場で働いてみませんか！
施設での看護職員の役割と他職種との連携について。

No.32 特別養護老人ホームアカシアの丘黒条長岡市 介護施設病 院 訪問看護
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▼ 魚沼エリア ▼
（十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町）

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.33
随時可　/　9：30～15：00（相談可）
当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年度には特別養護老人ホームを開設して事
業拡大に努めており、当法人に対する期待は、益々高くなっております。「思いやりとしあわせサ
ポート」をモットーに介護サービスを提供しています。心をしあわせにするあたたかい職場で働い
てみませんか！
施設での看護職員の役割と他職種との連携について。

デイサービスセンター黒条長岡市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

No.34
随時可　/　9：30～15：00（相談可）
当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年度には特別養護老人ホームを開設して事
業拡大に努めており、当法人に対する期待は、益々高くなっております。「思いやりとしあわせサ
ポート」をモットーに介護サービスを提供しています。心をしあわせにするあたたかい職場で働い
てみませんか！
施設での看護職員の役割と他職種との連携について。

ショートステイ黒条長岡市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.35
随時可　/　10：00～15：00（相談可）
地域内唯一の広域型の特養で、隣接する診療所と医療・福祉で拠点的役割を担っている。
特養入所者の生活状況及び看護業務の内容等、併設している介護事業内容及び他職種との連携等。

特別養護老人ホームおごしの里長岡市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   1日目9:00～16:00、2日目9:00～12:00（相談可）
多くの在宅サービス事業があり、ご自分の生活状況に合わせて働くことが出来ます。また、保育園
があり、子育て中の方も安心して働ける環境となっています。
①高齢者施設について知ろう。介護保険について、サービス内容、専門職種との連携　②施設看
護師に求められること　③施設見学　④看護業務の実際　⑤座談会

No.36 桜ガーデンプレイス福住長岡市 介護施設病 院 訪問看護（                ）有料老人ホーム、特養、
グループホームなど

実 施日 / 時 間
施 設コメント

主な体験内容

No.39
月～金　/　9：00～16：00（相談可）
当社では、期間が空いてから働いている方も多く在籍しております。常勤・パート・曜日限定など、様々な働
き方をされている方が在籍されています。
施設看護体験、バイタル測定、ケアの補助、コミュニケーションの取り方、看護記録の取り方。

見附市 ふるまいプラザ（通所介護） 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：00～16：00（相談可）
運営方針は「ご利用者が安心して過ごせる健康サポーターを目指します」です。職員は4人、男性職
員（２０代）１名在籍。きれいな水と緑に囲まれた地域です。この地で暮らすお年寄りを中心に、生活
に寄り添って訪問しています。当法人の施設内には小規模ながら、DS、GH、訪問介護、特養、認知
症DS、ショートステイ、小規模多機能居宅介護と多種のサービスがあり、連携をとっています。
オリエンテーション、施設・事業所紹介、見学同行実習、介護保険制度と福祉サービスの連携の実
際等の学習、振り返り。

No.37 てまり訪問看護ステーション長岡市 訪問看護介護施設病 院

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント

主な体験内容

月～金　/   8:15～16:30（相談可）
訪問看護未経験からスタートしたスタッフが多数在籍しております。働き方も常勤・パート様々です。訪問
看護に少しでも興味のある方、是非体験してみて下さい。
オリエンテーション、事業所の紹介、電子書類の紹介、同行訪問、バイタル測定、ケアの補助、コミュニケー
ションの取り方。

No.40 見附市 ふるまい訪問看護リハビリステーション 訪問看護介護施設病 院

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

事前相談要（学生実習と重複させない為）　/   8:45～16:00
利用者様、ご家族様と長い期間、関係を深めながら看護ができます。小児から高齢者、慢性疾患から緩
和ケアなど、多くの経験を重ねられます。プログラムに基づいた研修等による支援を行います。育児支
援、介護支援の制度等整っています。少人数の事業所です。休み等、互いに調整しています。
①講義：訪問看護で行うこと、制度について、利用者状況、関係機関との連携など　②同行訪問　③まとめ

No.38 柏崎市 訪問看護ステーションつくし 訪問看護介護施設病 院

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント
主な体験内容

No.46
随時可　/　9：00～16：00（相談可）
高齢者が、幸福に安心と喜びを感じて生きる日々を支援しています。
施設の特色と看護の役割、看護技術の演習。

特別養護老人ホームゆのさと園湯沢町 介護施設病 院 訪問看護

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント

主な体験内容

No.42
随時可　/　10:00～15:00（相談可）
平成29年度開設した教育センター（仮）で、シミュレーターモデルを使用しながら実際の症例や環境を再
現し、学習することができます。
フィジカルアセスメントモデルを使用して症状の観察や看護技術を体験、静脈注射モデルで体験、現場体験など。

魚沼基幹病院南魚沼市 訪問看護

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント
主な体験内容

No.44
随時可　/　9：00～15：30
「患者様の声に心耳を澄ます」を理念に診療にあたります。人格を尊重し、心に寄り添う医療を目指します。
当施設における看護師の役割・演習、基本的看護技術。

南魚沼市 五日町病院 介護施設病 院 訪問看護

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント

主な体験内容

No.45
随時可　/　9：00～15：30
南魚沼地域唯一の介護老人保健施設です。地域の高齢者介護・リハビリの拠点施設として役割を果たし
ています。
当施設における看護師の役割、演習、基本的看護技術。

介護老人保健施設越南苑南魚沼市 介護施設病 院 訪問看護

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント
主な体験内容

No.43
随時可　/   9:00～16：00（相談可）
平成27年11月に開院した新しい病院です。地域での医療を展開し、途切れのない看護を提供しています。
当院看護部の特徴、院内感染対策、医療事故防止など講義、病棟での看護ケア見学・体験、救急救命処
置、車椅子等移乗、医療機器について講義、病棟の看護ケア見学・体験など。

南魚沼市民病院南魚沼市 介護施設病 院 訪問看護

実 施 日 / 時 間
施 設 コメント

主な体験内容

No.41
随時可　/   9：00～16：00（相談可）
275床を有している地域中核病院である。救急を多く受入れ、高齢者の入院が多い、周辺の医療機関と連
携を図り退院支援を進めている。
病院概要、施設見学、病棟で見学と実習。　※実習病棟の希望や手術室見学等については要相談。

県立十日町病院十日町市 介護施設病 院 訪問看護

介護施設病 院



         平成２９年度看護職員再就職支援セミナー受講申込書 
 

名前 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 
生年月日 

西暦    年    月    日 

           （   歳） 

住所 
〒 

TEL 
①      （      ） 

②      （      ）              ※必ず連絡がとれる番号を記載してください。 

保有資格 

免許番号 

保健師         助産師         看護師         准看護師 

（        ） （         ）  （         ） （          ） 

通算経験年数       年      ヶ月 最終離職年月 西暦        年     月 

看護職での主な経験 病院（  年） 診療所（  年） 介護施設（  年） 訪問看護（  年） その他（  年） 

各種登録の 

有無 

【新潟県看護協会】 

あり  なし  不明 

【新潟県ナースセンター】 

あり  なし  不明 

【看護職の離職時等の届出制度】 

あり  なし  不明 

受講の動機  

 
＜基礎コース（３日間）＞※３日間受講ができない方は、希望する日程にも〇をつけてください。 

会 場 日 程 受講希望 

新潟県看護研修センター・新潟医療人育成センター（新潟市）  6/26 ・ 6/27 ・ 6/28  

新潟県立看護大学（上越市）  8/7 ・  8/8 ・  8/9  

悠遊健康村病院（長岡市）  10/3 ・ 10/4 ・ 10/13  

新潟県看護研修センター・新潟医療人育成センター（新潟市）  11/27 ・ 11/28 ・ 11/29   

＜基礎コース（１日間）＞ 

会 場 日 程 受講希望 

新潟県看護研修センター（新潟市）  7/27  

新潟県看護研修センター（新潟市） 10/4  

＜体験コース＞希望する施設 No・施設名、受講する希望日および希望する体験内容を記入してください。 

施設 No（    ） 施設名： 
受講希望日（第３希望まで記入） 

①     ②     ③ 

希望する体験内容（例：採血の練習がしたい。最新の医療機器の取り扱いが知りたい。など） 

 

施設 No（    ） 施設名： 
受講希望日（第３希望まで記入） 

①     ②     ③ 

希望する体験内容 

 

ユニフォームサイズ／身長  S   M   L   LL   ３L   ／   身長       cm 

※個人情報は本セミナーの目的以外で使用することはなく、秘密は固く守られます。 

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 

宛て先 
〒951-8133 新潟市中央区川岸町 2-11 

新潟県ナースセンター 再就職支援セミナー係 

TEL 

FAX 
025（233）6011 
025（265）4188 

 

10

▼ 佐渡エリア ▼
（佐渡市）

▼ 上越エリア ▼
（上越市、糸魚川市、妙高市）

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：00～17：00（相談可）
「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」を法人理念として掲げ、地域に寄り添い、地域に根差した施設運営
をしています。老人保健施設における看護業務・医師の指示のもと介護職員と連携し、服薬の指導や食事の介
助、健康管理など看護に従事して頂きます。みさと苑では、ライフスタイルに合わせて多様な形態で働ける点も
魅力の1つです。
法人の概要についてご説明、施設内見学、看護業務体験など。（研修終了後には、看護職員と話せる場を設けさ
せていただきます。ご質問等がありましたら、お気軽にお聞きください）

No.47 介護老人保健施設みさと苑津南町 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   9：00～16：00（相談可）
専門職同士が協調しあいながら働ける職場です。また、複数の事業所を運営しており、自身に合った働く環境に
合わせることも出来ます。
当社運営概要の説明。体験事業部の業務内容を説明。質疑応答後、現場の見学、担当職員と一緒に業務体験・
実施。デイサービス、グループホーム、希望があればショートステイでの体験が可能。

No.52 てるてるぼうず妙高市 介護施設病 院 訪問看護（                   ）デイサービス、グループホーム、
ショートステイ

実施日/時間
主な体験内容

No.50
随時可　/　相談可
施設の概要、特養看護師の役割、施設で行っている医療行為、実習（食事・排泄・入浴等）

特別養護老人ホームみやまの里糸魚川市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.48
随時可　/　10:00～15:00
受講者のニーズや経験に合わせ、丁寧、親切に対応します。
採血の基本、看護師が使用する医療機器、電子カルテ操作、感染管理。

新潟労災病院上越市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント

主な体験内容

随時可　/   相談可
施設では、病院と違って、その人を最後まで責任をもって看させていただいている。病院とは違った意味で「生き
ること」「死ぬこと」を実際に感じながら、自分自身も人生観を育む良い勉強が出来る。
施設の看護師の動きや役割を見てもらい、実際に職員と動いてもらう。

No.51 特別養護老人ホームクレイドルやけやま糸魚川市 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.49
7/28（金）、7/31（月）、8/3（木）、8/4（金）　/　8：30～15：30（相談可）
高齢者の慢性期の看護一般の体験ができます。
経管栄養、CVカテーテル管理、輸液ポンプ操作、VS観察など。

上越市 知命堂病院 介護施設病 院 訪問看護

実施日/時間
施設コメント
主な体験内容

No.53
随時可　/　9:00～16:00(相談可）
急性期から回復期、終末期、在宅まで広く看護を提供していますので実習は希望に合わせることができます。
①最近の医療の動向　②電子カルテの実際　③演習「採血・点滴」実習（病棟、外来、巡回診療、訪問看護）

厚生連 佐渡総合病院佐渡市 介護施設病 院 訪問看護
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