
新潟県ナースセンター

～看護の世界で再び輝くために～

２つのコースで、あなたの第一歩を支援します！

受講料
無料

TEL.025-233-6011（　　　　 　　　　　　　）　FAX.025-265-4188

公益社団法人新潟県看護協会 新潟県ナースセンター
〒951-8133 新潟県中央区川岸町 2-11　E-mail:sai.shien@niigata-kango.com

申し込み・お問い合わせ先

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

基礎
コース

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

体験
コース

平成30年度平成30年度

再就職をお考えの方は
お気軽にご参加ください。

期 間

対 象

申込方法

〆 切

平成30年5月～平成30年12月

看護職の資格をお持ちで未就業の方

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目にお申し込みください）

　看護職員
再就職支援セミナー
　看護職員
再就職支援セミナー

２つのコースで、あなたの第一歩を支援します！

平日  午前 9:30 ～ 12:00
　　  午後 1:00 ～   4:00
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復職支援
基礎コース

様々な看護の分野に関する基礎的な知識や技術を
講義・演習を通して学ぶことができます。

「看護の動向」
「看護職のためのコミュニケーションスキル」
「看護職のためのメンタルヘルスケア」
「高齢者看護」
「フィジカルアセスメント」
「介護施設における看護職の役割」
「訪問看護における看護職の役割」

「看護の動向」
「看護職のためのリスクマネジメント」
「看護職のメンタルヘルスケア」
「高齢者看護」
「介護施設における看護職の実際」
「訪問看護における看護職の実際」
「技術トレーニング」
「フィジカルアセスメント」

「看護の動向」
「感染管理」
「安全管理」
「高齢者のスキンケア」
「認知症の理解とケア」
「障害者・高齢者の対応」
「摂食障害・嚥下障害の方への食事支援」
「慢性期脳卒中患者の ICF モデルに基づいた看護」
「社会保障制度」
「精神科看護」
「救急看護」

「看護の動向」
「看護職のためのコミュニケーションスキル」
「看護職のためのメンタルヘルスケア」
「高齢者看護」
「フィジカルアセスメント」
「介護施設における看護職の役割」
「訪問看護における看護職の役割」

6月21日(木)
6月22日(金)
7月  9日(月)
 9:30～15:40

新潟市 新潟県
看護研修センター

6月8日
（金）

30

8月7日(火)
8月8日(水)
8月9日(木)
9:30～16:00

上越市 新潟県立看護大学 7月24日
（火）

20

10月  2日(火)
10月  3日(水)
10月12日(金)
 9:30～15:20

長岡市 悠遊健康村病院 9月19日
（水）

10

12月  3日(月)
12月10日(月)
12月11日(火)
 9:30～15:40

新潟市 新潟県
看護研修センター 30 11月19日

（月）

開催地域 日 程 会 場 セミナー内容 募集人数 募集〆切

◆３日間コース

開催地域 日 程 会 場 セミナー内容 募集人数 募集〆切

◆１日コース

◆昨年度受講された方の声♪

新潟市 新潟県
看護研修センター

10月3日
（水）2010月18日(水)

10:00～15:00

新潟市 新潟県
看護研修センター 85月31日(木)

10:00～12:00
5月24日
（木）「採血・吸引の実技トレーニング」

南魚沼市 魚沼基幹病院

魚沼基幹病院

67月4日(水)
9:30～12:00

7月4日(水)
13:30～16:00

6月20日
（水）「採血・吸引の実技トレーニング」

南魚沼市 6 6月20日
（水）「採血・吸引の実技トレーニング」

「電子カルテ」「心肺蘇生法・AEDの使い方」

　基礎コース３日間参加させていただきました。
　同じ状況の方々も多く、自分だけが不安に思っているの
ではないのだなと実感しました。普段は看護師としての話
がなかなかできないので、話を聞いたり、話をすることで
安心感がうまれました。
　学生のような気分になり楽しかったです。  （40代・看護師）

　体験コースで介護施設での研修を受けさせていただき
ました。施設での看護業務内容、介護士さんとの連携、入
所者さんの雰囲気が分かりました。担当して下さった看護
師さんや他の職員さんから、病院と施設の違いや、老健・
特養の違いを具体的にお聞きすることができ、今後就業先
を考える上で参考になりました。　　　　（50代・看護師）
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新発田市 県立新発田病院 病 院 介護施設 訪問看護

7月～ 8月の間で随時　／　8：30～ 17：15の間で相談可　／　1日のみ

急性期の病院ですが、アットホームです。看護学生の実習も多く受け入れており、指導は細
やかです。中途採用者への研修も充実しており、ブランクのあった看護職も多数活躍してい
ます。

看護師や助産師とペアを組み、見学実習、一部体験実習。受講者の希望を取り入れて体験し
ていただきます。体験部署も希望を聞き調整します。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.1

新発田市 特別養護老人ホーム 陽だまり苑 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 16：30の間で相談可　／　1日または2日

私たちはお客様に支持される「人を大切にする感動企業を創ります」と企業理念を掲げてい
ます。この理念のもと働きやすい職場づくりを目指し、今現在子宝率が高く、出産、育児休
業後100％職場復帰をし、仕事と家庭（育児）の両立を図っています。子育て中の人はとて
も働きやすい職場です。また、20代から60代までの幅広い方が働いており、お互いを尊重
し合いながら働ける職場です。

高齢者の身体の理解、病院と施設の看護師の役割の違い

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.2

新発田市 パルcomfy陽だまり苑 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 16：30の間で相談可　／　1日または2日

私たちはお客様に支持される「人を大切にする感動企業を創ります」と企業理念を掲げてい
ます。この理念のもと働きやすい職場づくりを目指し、今現在子宝率が高く、出産、育児休
業後100％職場復帰をし、仕事と家庭（育児）の両立を図っています。子育て中の人はとて
も働きやすい職場です。また、20代から60代までの幅広い方が働いており、お互いを尊重
し合いながら働ける職場です。

高齢者の身体の理解、病院と施設の看護師の役割の違い

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.3

新発田市 パルkids陽だまり園 病 院保育園 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 16：30の間で相談可　／　1日または2日

私たちはお客様に支持される「人を大切にする感動企業を創ります」と企業理念を掲げてい
ます。この理念のもと働きやすい職場づくりを目指し、今現在子宝率が高く、出産、育児休
業後100％職場復帰をし、仕事と家庭（育児）の両立を図っています。子育て中の人はとて
も働きやすい職場です。例えば、土・日・祝日休み、月曜日から金曜日のみの勤務も可能です。
年配の方は、身体的負担（おんぶなど）の軽減も考慮しています。

小児の健康管理、赤ちゃんの健康管理と成長段階での違い

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.4

復職
体験コース

新潟県内の病院、介護施設、訪問看護ステーション等の協力施設
57 ヶ所で看護体験が可能です。
受講可能期間：平成30年6月4日（月）～ 12月14日（金）

※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、詳細は
　各施設の実施日をご確認ください。

●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）
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村上市 肴町病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：30の間で相談可　／　1～ 3日の間で相談可

中途採用者が多い所だからこそ、「お互い様精神」でみんな丁寧に教えてくれます。長く続
けられる所です。

希望に沿ったメニューを考えます。吸引、経管栄養、バイタルサイン測定など。高齢者看護
です。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.5

村上市 看護小規模多機能ホーム 村上まごころの里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30の間で相談可　／　1日または2日

H30年3月に開所したばかりの看護小規模多機能型居宅介護です。県内でもまだ数が少ない
事業所ですが在宅にいながら介護も看護も一括して同じ事業所で提供できる事業所です。開
所したばかりなので、職員一同少しずつ勉強しながら、看護も介護も協力して補いあえる職
場になるようなチーム作りを目指しています。いずれは訪問看護も実施したいと考えていま
す。中途採用の方へもベテラン看護師がしっかりとサポート致しますし、パート採用もして
おりますので、子育てや介護で時間の必要な方も自分に合わせた働き方ができる職場です。
60歳以上の雇用も行っておりますのでぜひお越しください。

施設見学、当施設の特徴と看護職の役割について、体験実習（バイタル測定、体位交換、機
能訓練、食事介助、処置等）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.8

村上市 村上総合病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 15：00の間で相談可　／　1日または2日

良き医療人として知識、技術、態度を継続的に向上させ、地域から信頼される病院を目指し
ています。地域の人口減少や独居世帯の増加など、地域のニーズに対応できるよう、看護職
としてのスキルアップに努めています。今年度は特に認知症高齢者への看護や退院支援に力
を入れています。新人の方や中途採用の方も安心して学べる体制があります。どうぞお気軽
に御参加下さい。

基本的な看護技術を主体とし、参加者のニーズに合わせて対応いたします。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.6

村上市 特別養護老人ホーム 村上まごころの里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30の間で相談可　／　1日または2日

H26年4月に開所した地域密着型の特別養護老人ホームです。住み慣れた地域にある施設で
すので、入居してからもご家族様にも気軽に足を運んでいただける開かれた施設を目指して
職員一同協力して施設作りをしています。介護も看護も離職者が少ない施設です！中途採用
でも看護師がしっかりと指導・サポートいたしますし、夜勤もありませんので、子育てや介
護で時間の必要な方も自分に合わせた働き方ができる職場です。60歳以上の雇用も行って
おりますのでぜひお越しください。

施設見学、当施設の特徴と看護職の役割について、体験実習（バイタル測定、体位交換、機
能訓練、食事介助、処置等）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.7
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胎内市 特別養護老人ホーム 胎内まごころの里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

平成24年10月1日オープンした定員29名の地域密着型特別養護老人ホームです。
職員は看護職3名（1名時短パート）を入れて約20人以上おります。お互いを尊重し出来な
い所は助け合う職場づくりを心掛けております。　どの世代、年齢の方でも幅広く積極的に
受け入れをしております。『百聞は一見にしかず。』まずはお気軽にお越しください。

当施設の特徴、看護職の役割についてオリエンテーション、施設内を見学した後担当看護師
について体験実習（バイタル測定、機能訓練、食事介助、薬配薬、点眼、他）して頂きます。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.9

胎内市 特別養護老人ホーム 胎内まごころの里きのと 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　10：00～ 15：00の間で相談可　／　1日のみ

私たちは共に楽しみ、心から笑い合い、温かく、優しく支え合える気配り・心配りを大切に
します。利用者様一人ひとりの生活習慣や好みを尊重し、自分らしい生活が継続できるよう
支援します。20代から60代までの看護職・介護職の方が働いており、お互いの理解と協力
を大切に明るい職場づくりを目指しています。子育て中の方や定年後の方も働いています。
ぜひお気軽にお越しください。

施設見学、看護職業務内容の説明（バイタル測定、痰吸引、胃ろう注入、創処置、内服管理、
食事介助）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.10

聖籠町 新潟手の外科研究所病院 病 院 介護施設 訪問看護

10月～ 12月の間で随時　／　9：00～ 15：00　／　1日のみ

つながる、広がる、あなたの「手」から。　上肢「手」に特化した病院です。

手の外科講義、院内見学、ギプスカット、ギプス巻き介助、包帯法、三角巾固定、基礎看護技術など

実施日／時間
施設コメント
主な体験内容

No.11

北区 南浜病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

ワークライフバランスが実現できます。平成26年6月～新潟県内の医療施設では初めてに
なる「子育てサポート企業」として国の認定を受けました。既卒でも看護師経験のある方に
もプリセプターを付け、再就職への不安軽減に取り組んでいます。

病院、看護部の概要、教育制度について、精神科における専門療法（心理社会療法）、チー
ム医療について（見学を含む）、希望により採血や輸液、急変時（心肺蘇生など）対応など
の演習も可能、施設見学、看護体験（救急病棟、ストレス緩和病棟、慢性期病棟、内科合併
症治療病棟など）、看護師との情報交換会

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.12

東区 桑名病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：30の間で相談可　／　1日のみ

新人から50代まで幅広い年代層の方が働いています。お互いが助け合いながらアットホー
ムな雰囲気の病院です。中途採用者への研修もあり様々な経験をもったスタッフが多いです。
子育て中の方もいて院内託児所もあり支援しています。

当院の特徴、看護職の業務について、施設見学、バイタル測定、オムツ交換、体位交換など
の体験実習ができます。希望する部署があればご相談ください。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.13

●新潟エリア（新潟市・五泉市・阿賀野市・阿賀町）
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中央区 新潟万代病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00　／　1日のみ

52床の病棟が1つの小さな病院ですが、アットホームな雰囲気の中で体験ができると思い
ます。

バイタルサイン測定・清潔援助・診療の補助など日常業務。体験内容は希望を考慮し、担当
看護師とともに体験していただきます。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.14

中央区 新潟中央病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　希望により相談可　／　1日または2日

整形外科の周手術期看護を提供しています。

病棟体験・手術見学・看護技術研修

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.15

中央区 猫山宮尾病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 15：00の間で相談可　／　1日のみ

運動器に特化した整形外科専門の病院で寝たきりゼロ、「元気に家に帰ろう」をスローガン
にしています。看護の専門性を発揮できるように「人工関節専門看護外来」をスタートさせ、
看護の専門性を発揮させています。教育では「NEKOYAMAラダーシステム」に沿って、着
実に成長できるように丁寧な指導をモットーにしています。Eラーニングやポートフォリオ
を導入し学び続けられる環境があります。一緒に学び、自分らしく成長していきませんか。

〈講義〉当院の特徴と看護師の役割、教育体制　〈体験実習〉手術前後の対応、医療安全対策、
医療機器の取り扱い、電子カルテ操作　〈演習〉採血の準備・実施、点滴準備　などを計画
しています。 ※希望内容があればご相談ください。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.16

中央区 とやの中央病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：30　／　1日または2日

高齢の患者様が安心して入院生活が送れるように寄り添う看護を行っています。職員の年齢
は幅広く、明るく働きやすい職場づくりを心がけています。中途採用者へは一人ひとりの個
性を大切にし、レベルに合わせた教育（研修）を行っています。ぜひ、お気軽にお越しください。

当院の特徴、看護職の役割について、施設見学、看護業務体験実習（喀痰吸引、採血や点滴
などの処置、オムツ交換、体位交換、など）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.17

中央区 アーバンリビング鳥屋野 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.18
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江南区 特別養護老人ホーム にいがた新生園 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／ 9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

特養150床・ショート30床の施設です。本館と新館に分かれていて、本館が100床・新館
が80床です。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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.22

西区 信楽園病院 病 院 介護施設 訪問看護

6/4 ～ 7/20の間で随時　／　10：00～ 15：00　／　1日のみ

急性期から在宅まで一貫した医療・看護を提供する地域密着型病院です。知識・技術の習得
に加え、患者・家族に寄り添える人間性豊かな看護師の育成に取り組んでいます。ブランク
がある方も安心して働けるよう、充実した教育体制と福利厚生に恵まれた職場環境です。興
味のある方は、お気軽にお越しください。

午前：外来・病棟・手術室・透析室の見学、午後：基本的な看護技術（オムツ交換・口腔ケア・吸引・
VS測定など）を体験、認定看護師から最新の看護ケアについて講義

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.23

中央区 特別養護老人ホーム くりの木 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.19

中央区 パロム （デイサービス） 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00　／　1日または2日

当施設内に訪問看護・居宅介護支援事業所・訪問介護・デイサービスが併設されており、体
験としては訪問看護とデイサービスから選択可能です。子育て中の方や長いブランクがあっ
た方を開設当時から受入れ、働く女性を応援してきました。皆さんの今後の職場復帰に役立
てる様、お手伝いさせて頂きます。

訪問看護とデイサービスでは体験内容は異なりますが、基本的に見学となります。
※バイタルチェック・医療処置・健康相談・介護相談・オムツ交換・体位交換・食事介助・
入浴介助等になります。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.20

中央区 パロム （訪問看護） 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00　／　1日または2日

当施設内に訪問看護・居宅介護支援事業所・訪問介護・デイサービスが併設されており、体
験としては訪問看護とデイサービスから選択可能です。子育て中の方や長いブランクがあっ
た方を開設当時から受入れ、働く女性を応援してきました。皆さんの今後の職場復帰に役立
てる様、お手伝いさせて頂きます。

訪問看護とデイサービスでは体験内容は異なりますが、基本的に見学となります。
※バイタルチェック・医療処置・健康相談・介護相談・オムツ交換・体位交換・食事介助・
入浴介助等になります。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.21
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西区 黒埼病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：30の間で相談可　／　1日のみ

療養病床における高齢者看護を体験できます。

高齢者の口腔ケア、経管栄養の実際、食事介助、排泄ケア、褥瘡予防対策の実際　等

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.24

西区 介護老人保健施設 あすか 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 16：30　／　1日のみ

利用者・職員共に明るい家族的な雰囲気の施設です。施設内研修は充実しており、ゆっくり
と時間を過ごされるお年寄りに寄り添った介護・福祉を目指して日々取り組んでおります。

老健における看護師の役割を体験。バイタル測定、食事介助・入浴時の皮膚状態チェック、
経過観察、経管栄養の準備と実施、褥瘡対策・排泄ケア・おむつへの取組　等

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.25

西蒲区 西蒲中央病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　10：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

一般病床、包括ケア病床、療養病床を有する地域密着型の病院です。20代から60代まで幅
広い方が働いています。お気軽にお越しください。

施設見学、体験実習（バイタル測定、オムツ交換、食事介助、経管栄養、血糖測定など）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.26

西蒲区 特別養護老人ホーム 虹の里 病 院 介護施設 訪問看護

10月の間で随時　／　相談可　／　1日のみ

蒲原平野の中に弥彦山、角田山を望める静かな地域です。ショート30床、特養50床、地域
密着型特養20床の施設です。ご利用者様の生活に沿った看護と介護を行っています。看取
りケアも取り入れ、充実した看護の実施ができます。

バイタルサインや感染症における特養の看護師としての役割、関係機関への連携など。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.27

阿賀野市 あがの市民病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

当院は、公設民営の病院の特徴を生かし、地域包括ケアシステムの充実に努めています。看
護職員は新卒から60代まで幅広い年代の方が働いており、子育て中の方や定年後の方も働
きやすいよう、ワークライフバランスを尊重しながら看護、介護を行っています。

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・体位交換、移乗介助・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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.28
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五泉市 特別養護老人ホーム 菅名の里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30の間で相談可　／　希望の日数

＜ワークライフバランスに合わせた事業所で就業可能です！＞・法人内には5つの高齢施設、
また障害施設も多数あり、家庭や育児等の状況に応じた事業所での就業が可能です（どの事
業所においても夜勤はありません）。定年後や育児中の方がたくさん活躍されています。
＜スキルアップをしっかりサポートします！＞・指導に関しては、プリセプター制度を導入
しており、技術面だけではなく「戸惑いや不安・悩み」にも良き相談相手となりしっかりサポー
トします。業務内容としても複雑な手技を必要としません。

当法人、事業所の特徴（各施設見学含む）。福祉の現場に求められる看護職の役割とその業
務内容について。勤務形態の特徴。看護職の体験実習　等。
※法人内の施設・事業所の見学や体験も可能です。
※特別養護老人ホーム、デイサービスやショートステイ、また障害施設等、希望の部署があ
ればご相談ください。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.30

五泉市 介護老人保健施設 愛宕の里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 16：30の間で相談可　／　1日のみ

保育園と病児保育施設あります。寮もあります。パートからでも可能、希望すれば時間に対
応出来ます。

施設見学、看護師についての体験実習（バイタルサイン測定、オムツ交換、体位交換、移乗、
食事介助、他）看護処置の見学

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.31

三条市 富永草野病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

整形外科が主体の病院です。一般病棟、医療療養病棟、介護療養病棟の病棟があります。

整形外科看護、療養病棟看護

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.32

五泉市 特別養護老人ホーム まおろしの郷 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30の間で相談可　／　希望の日数

＜ワークライフバランスに合わせた事業所で就業可能です！＞
法人内には5つの高齢施設、また障害施設も多数あり、家庭や育児等の状況に応じた事業所
での就業が可能です（どの事業所においても夜勤はありません）。定年後や育児中の方がた
くさん活躍されています。
＜スキルアップをしっかりサポートします！＞
指導に関しては、プリセプター制度を導入しており、技術面だけではなく「戸惑いや不安・
悩み」にも良き相談相手となりしっかりサポートします。業務内容としても複雑な手技を必
要としません。

当法人、事業所の特徴（各施設見学含む）。福祉の現場に求められる看護職の役割とその業
務内容について。勤務形態の特徴。看護職の体験実習　等。
※法人内の施設・事業所の見学や体験も可能です。　※特別養護老人ホーム、デイサービス
やショートステイ、また障害施設等、希望の部署があればご相談ください。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.29

●県央エリア（三条市・加茂市・燕市・弥彦村・田上町）
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三条市 訪問看護リハビリステーションみるら 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30　／　1日または2日

介護保険　難病等の医療保険　精神疾患の訪問看護を行っています。利用者は、20代～ 90
代の方がいます。職員は、20代から６０代です。看護師５名（女性４名　男性１名）　リハ
ビリ３名（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）です。同施設内に訪問介護・デイサービス・
住宅型有料老人ホームがあり、多職種・他部署での連携が図り易くなっています。

一緒に利用者のお宅に訪問し、在宅での生活支援の方法や病院と在宅での看護師の役割の違
いを感じていただきたいと思います。多職種・他部署との連携の図り方も体験していただき
たいと思います。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.33

長岡市 特別養護老人ホーム おごしの里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　10：00～ 15：00の間で相談可　／　1日または2日

地域内唯一の広域型の特養で、隣接する診療所と医療・福祉で拠点的な役割を担っている。

特養入所者の生活状況や看護業務の内容について。併設している在宅サービス事業の内容や
他の職種との連携について。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.37

燕 市 訪問看護ステーション・桜井 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1～ 3日の間で相談可

H28年4月に開設した事業所です。看護師4名、准看護師1名、理学療法士1名のこじんま
りしたステーションです。子育て中のママナースも無理なく働ける職場です。未経験でもブ
ランクがあっても興味のある方はぜひいらしてください。

看護師の訪問に同行し在宅看護のありのままを見学していただきます。場合によってはバイ
タル測定などの体験も可能です。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.34

長岡市 県立精神医療センター 病 院 介護施設 訪問看護

8/7、8/21　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

病院紹介・精神科看護紹介・病棟看護体験・ e-ランニング体験・職員との交流会

精神科看護の実際を体験し、再就職の不安や疑問を一緒に解決しましょう。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.35

長岡市 桜ガーデンプレイス福住 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00　／　1日または2日

多くの在宅サービス事業が存在し、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（介護保険、サービス内容、多職種との連携など） ②施設看護師に求
められること ③施設見学 ④実技体験　等

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.36

●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）
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長岡市 特別養護老人ホーム アカシアの丘黒条 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 15：00の間で相談可　／　1日のみ

当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年に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、通所施設、短期入所施設、長期入所施設及び保育園が連携し
て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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.38

長岡市 デイサービスセンター 黒条 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 15：00の間で相談可　／　1日のみ

当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年に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、通所施設、短期入所施設、長期入所施設及び保育園が連携し
て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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.39

長岡市 ショートステイ 黒条 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 15：00の間で相談可　／　1日のみ

当法人は地域福祉の拠点として担っており、平成28年に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、通所施設、短期入所施設、長期入所施設及び保育園が連携し
て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

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.40

長岡市 てまり訪問看護ステーション 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　10：00～ 16：00　／　1～ 3日の間で相談可

社会福祉法人立のステーションです。同一法人には、居宅介護支援、訪問介護、通所介護、認
知症通所介護、短期入所、認知症グループホーム、小規模多機能居宅介護、特別養護老人介
護施設があります。複数のサービスを利用される方への連携をとれるように努力しています。

状態観察（バイタルサイン測定他）、コミュニケーション、清潔/排泄ケア、内服薬管理、
在宅療養相談、主治医及び関連機関との連携、認知症に対する脳活性リハプログラム、24
時間対応体制の仕組みなど

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.41

柏崎市 訪問看護ステーションつくし 病 院 介護施設 訪問看護

随時（学生実習のない日で調整いたします）　／　8：45～ 17：00　／　1日または2日

利用者様、ご家族様と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、筋神
経難病、緩和ケア等幅広く経験が重ねられます。プログラムに基づいた研修による支援を行
います。育児支援、介護支援等の制度が整っています。少人数の事業所です。それぞれの家
庭環境等に配慮し、休みや当番等は互いに配慮し合っています。

①訪問看護に関する基本的な事項、当ステーションの特徴等について、説明　②実際の訪問
看護サービスへの同行　③まとめ

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.42
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見附市 訪問看護ステーションみつけ 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：45～ 17：15　／　1日または2日

小児から高齢者まで、訪問看護を行っています。看護師はやりがいを持ち、在宅療養生活を
支えています！

受入可能なお宅に応じて、訪問見学、オリエンテーション、講義を実施致します。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.45

南魚沼市 南魚沼市民病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：30～ 16：30の間で相談可　／　1日のみ

平成27年11月に開院した市立病院です。救急から在宅まで幅広い患者さんに看護を提供し
ています。働く場も様々あります。子育て中の方も院内保育所を利用して働ける環境があり
ます。新入職員の方へは、各部署でその人に合わせた教育をすすめていきます。

当院の特徴、施設見学、感染対策、医療安全、移乗、褥瘡と体位変換、救急蘇生、認知症看
護など

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.46

南魚沼市 五日町病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 15：30　／　1日のみ

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、基本的看護技術

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.47

南魚沼市 介護老人保健施設 越南苑 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 15：30　／　1日のみ

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、基本的看護技術

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.48

見附市 ふるまいプラザ（デイサービス） 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日のみ

当社では、ブランクが長かったかたも多く在籍しております。常勤・パート・曜日限定など、
働き方も様々です。お気軽に体験コースにご参加ください！

デイサービス看護体験（バイタル測定/ミュニケーションの取り方/看護記録）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.43

見附市 ふるまい訪問看護リハビリステーション 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：15～ 17：30の間で相談可　／　1日または2日

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/訪問看護の業務内容紹介）、同行訪問（バイタル測定/
ケアの補助/コミュニケーション）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.44

●魚沼エリア（十日町市・魚沼市・南魚沼市・湯沢町・津南町）
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十日町市 県立十日町病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

275床を有する地域中核病院です。地域の医療機関と連携しながら救急患者の受け入れを
行っています。入院患者の多くがご高齢であるため、認知症ケアや退院支援に力を入れてい
ます。

オリエンテーション、施設見学、病棟で担当看護師と共に業務見学と看護実践を行います。
※病棟の希望や手術室見学、外来見学について、助産師の方は要相談。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.49

上越市 特別養護老人ホーム あいれふ安塚 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

当法人は「地域に根ざし、地域に愛され、地域に開かれた」施設運営を行なっています。「福祉
は人なり人は心なり職員は宝であり財産である」をモットーに「入所して良かった勤めて良かっ
た」と思って頂ける施設を目指しています。  ●介護ロボットと一緒にはたらいてみませんか。

施設において利用者様の健康管理及び生活に関する看護業務。利用者様の健康管理、投薬管
理、喀痰吸引及び経管栄養や医師の指示書を元にした医療的ケアなど。看護職の役割につい
て、施設見学、看護師について体験実習

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.53

上越市 新潟労災病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　10：00～ 15：00　／　1日のみ

20歳代～ 50歳代まで幅広い年代の看護師がそろっています。看護学生の指導も行っていま
すので、基礎看護技術の指導は充実しています。学生への臨床指導を担当している看護師長
補佐が研修を担当します。

採血、静脈注射、吸引、導尿はモデルを使用し研修ができます。その他、体位変換、ポジショ
ニング、おむつ交換など希望に沿って研修できます。

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.50

上越市 さいがた医療センター 病 院 介護施設 訪問看護

9月26日　／　9：00～ 15：30の間で相談可　／　1日のみ

精神疾患、重症心身障がい、神経・筋疾患の患者さんの目線に立ち、患者さん主体の医療が
受けられるように努めています。患者さんの人権と尊厳を尊重し、信頼される質の高い看護
を目指しています。

病院の紹介・見学。病棟で看護の実際を見学・体験（バイタル測定・経管栄養の準備と実施・
排泄ケア等）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.51

上越市 上越総合福祉センターデイサービス 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

お互いを尊重し合いながら働ける職場づくりを心掛けています。ブランクが長かった看護職
も活躍しています。子育て中の方や定年後の方も積極的に受け入れています。ぜひお気軽に
お越しください。

看護職の役割について、施設見学、看護師について体験実習

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.52

●上越エリア（上越市・糸魚川市・妙高市）
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上越市 リボーン 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　8：30～ 17：30　／　4～ 5日まで可

総合福祉サービス業として、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、通所、短期入所介護・小
規模多機能・グループホーム・福祉用具販売、リース・保育園・介護研修センター・サービ
ス付き高齢者住宅・レストラン・コンビニエンスストア・ロッテリゾート内店舗等多岐に事
業展開を運営しております。幅広い年代の方が働いておりますが、お互いの意見を尊重でき
る人間関係を構築しています。また、子育て企業として「くるみん認定」を受けており、女
性が働きやすい職場環境を構築しています。育休取得率も100％です。事業の数も14種類
あり、なかでもケアローソンは全国3店目で県内初です。このほか和風レストラン、軽食店舗、
企業内保育を含む複数の保育園の運営、ゴルフ練習場などもあり、様々な受け入れ職種を展
開しております。「百聞は一見にしかず」応募前職場見学は随時可能になっております。

訪問看護ステーション、デイサービス、ショートステイ、グループホームにおいて・利用者
様の血圧、体温、脈拍や痛み等の状況など情報収集し分析・バイタルチェック、医師の指示
の下、インスリン注射等の医療行為・配薬（服薬管理）、機能訓練など

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.54

糸魚川市 糸魚川総合病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00　／　1日または2日

地域の基幹病院です。救急患者受け入れから、在宅復帰の支援まで地域の医療、看護、介護
職と連携して医療提供しております。様々な領域の看護を実践しており学びの機会として活
用いただけるとうれしいです。

看護ケア一般の見学・演習、輸液ポンプなどの医療機器取り扱い、退院支援と地域連携の仕
組みなど

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.55

糸魚川市 特別養護老人ホーム おおさわの里 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 17：00の間で相談可　／　1日～ 3日の間で相談可

当施設は糸魚川市能生地区において高齢者介護の中心的な役割を担っています。施設には多
くの職種が働いており、各々の職種を尊重・協力しながら業務を行っています。当園では、
看護師は看護業務へ専念できるよう介護業務（食事、排泄等の介助）には携わりません。看
護師には入居者や利用者への「医療面でのサポート」をしっかり行ってもらいます。また、
研修への積極的な参加など職員のスキルアップを支援しています。福利厚生等もしっかりし
ており、職員が安心して働ける環境つくりにも前向きに取り組んでいます。興味をもたれた
方は、お気軽にご連絡ください。

施設見学、高齢者介護施設における看護師の役割について（医療機関との違いを説明します）
看護業務の体験実習（バイタル測定、服薬管理、その他の健康管理等）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.56

佐渡市 佐渡総合病院 病 院 介護施設 訪問看護

随時　／　9：00～ 16：00の間で相談可　／　1日または2日

急性期から回復期、終末期、訪問看護と幅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演習「採血・点滴注射」　③実習（病棟、外来、巡回診療、訪問看護）

実施日／時間

施設コメント

主な体験内容

No.57

●佐渡エリア（佐渡市）





詳細は新潟県看護協会ホームページ

https:www.niigata-kanngo.com

主　催 事業委託

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

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。
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