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出張ナースバンク（H24. ４.28 茨城県看護職就職ガイダンスにて）
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第２回

私たちの魅力ある職場環境づくり
ナースセンターだよりで「魅力ある職場環境づくり」に積極的に取り組んでいる施設を随時紹介しています。
今回は、「職員はみんなで育てる」というあたたかい職場環境の「水戸中央病院」を紹介します。
特定医療法人財団

古宿会

水戸中央病院

茨城県水戸市六反田町 1136−1 TEL 029−309−8600
病床数：178 床（一般 90 床 療養 88 床） 入院基本料：10 対 1
職員：看護職員 125 名 看護助手 44 名

水戸中央病院ファミリーを紹介します！！
鹿志村さかい 看護部長
ご縁があって当院を選んでいただいたわけですから長く働き続けていただくために「どの
部署なら長く働けそうですか？」面接時に必ず聞くことにしています。クリニック、透析室、
オペ室等、本人の希望をできる限り尊重して配属を決めています。
「優しく教育すれば優しい看護師に育つ」をモットーに「優しく」
「褒めながら」「根気よく」
教育していきます。20 代から 50 代まで幅広い年齢層がいる水戸中央病院のファミリーに
なりませんか。
○先輩からいつも声をかけてもらえるのでコミュニケーションに困ったことはありませ
ん。プライベートの相談にものってもらっています。
【新人看護師】
若い方とのランチが
楽しみ

○再び看護師として働ける機会をいただけて大変感謝しています。
ブランクがありまだ不安なので、先輩に「ちょっと不安なので見ててもらっていいで
すか」と気軽に声をかけられる関係があってとても仕事がしやすいです。
【中途採用看護師 50 代】
○いつも保育士の方にはいろいろ相談にのってもらっています。家族のように接してく
れて感謝しています。【子育て中看護師】
○お腹が大きいといろんな人からあたたかい声をかけられ、また、体重の重い患者さん
への対応も気を遣ってくれてとてもありがたいです。これから産休に入りますが、また
元気に戻ってきます。【産休前の看護師】
○職員が活き活きと働いている姿を見るのがとてもうれしくてやりがいを感じます。
これからも仕事からプライベートまで何でも相談できる関係づくりに力を入れていき
たいと思います。ブランクがあっても、年齢が高くてもその人に合った働き方はあるの
で、あきらめず一緒に働いてみませんか。現場では一人前になるまで決して一人にさせ
ません。【教育担当看護師】

今後は訪問看護等
看護の幅を広げて
いきたい

看護師の皆さんはいつも忙しくされているので仕事と
家庭の両立が大変でストレスが溜まると思います。私た
ちは、子育ての経験はあるので、思い悩まないでいろい
ろ言ってもらえるような環境づくりをしています。
当保育所の保護者がつくっている「たんぽぽの会」が
あり、バーベキューやいちご狩りなどいろいろなイベン
トを企画してくれて、いつも楽しく家族ぐるみでコミュ
ニケーションを取ってます。【院内保育所 保育士】

私たちの取り組み
○教育体制が充実しています

・新人や中途採用にかかわらず、キャリアに応じた支援体制をとっております。
・電子カルテ初心者の方でも丁寧にサポートいたします。

○他部門とのチームワークを大切にしています

・リハビリ部門や薬局等、他部門との交流勉強会を開催し、幅広い知識を習得できます。
・看護補助者への教育にも力を入れております。看護師の資格は無いけれど将来看護師になるために勉強がしたい、介
護福祉士等の資格を取得したい方も支援しています。
○子育て中でも安心して働ける環境があります ※院内保育所利用児童（0 〜 6 歳）現在 40 名
・みんな子育てをしながら働いてきた方ばかりなので「お互い様」の伝統が若い職員まで引き継がれています。
・スポーツ愛好会、ボーリング大会やバーベキュー等イベントはお子さんの参加ＯＫです。
・来春、老健施設開設と同時に院内保育所も新築オープンします。（日、祭日、夜間保育可能）
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豊後荘病院

当病院は、筑波山麓の自然環境に恵まれた所にあり、493
床（精神科 393 床、内科 100 床）を有します。「行って安
心･入って良かった病院」の理念をもとに看護部では良質な
看護ケアの提供に向けて日々取り組みをしています。
それにはまず働きやすい職場環境を作ることが大事と心がけ
ています。
勤務形態ではパート制をはじめ夜勤免除制もあります。院
内保育所利用（０歳児から対応）、育児休業、看護･介護休業
利用ができます。
また年次有給休暇もとり易くなっています。

診療科目

ライフスタイルに合わせて働きたい方ご相談ください。

精神科

内科

歯科

中途採用の方も業務に早く慣れていただくようサポートし
ます。また研修等参加など個人のスキルアップ支援をしてい
ます。看護学校進学のための奨学金制度もあります。
看護は看護者個々の力を発揮してチームで取り組み、患者
利益に貢献してこそやりがいを感じるもの、ぜひ一緒に働き
ませんか。

住所：〒 315−0112
石岡市部原 760−1
TEL：0299−44−3211
http://www.bungosou.or.jp/
hospital@bungosou.or.jp

茨城キリスト教大学 看護学部
茨城キリスト教大学は大甕駅のホームから手が届くような距
離に立地し、学園の敷地内には幼保一貫教育の施設、中学校
高校、大学があります。看護学部の学生は、文学部、生活科学
部、経済学部の学生達とともに、幅広い教養、豊かな人間性を
養うためのキリスト教教育を基礎としながら看護学を学んでい
ます。学部の授業は８号館内で行われ、30 名余りの教員（男
性は２名）で、講義に演習に臨地実習にと、フル回転です。
2010 年 か ら は 養 護 教 諭 Ⅰ 種 免 許 の 取 得 が 可 能 と な り、
2011 年に大学院修士課程を開設しました。社会人の大学院生
に対応できるよう、夜間・土曜日の開講、アクセスの良い水戸
駅前ビルのサテライト教室を使用するなど時間的な工夫をして
住所：〒 319−1295
日立市大みか町６−11−1
連携を大切にしていることも特徴です。慌しい毎日ですが、キャ
ンパス内、特にチャペル前の桜が癒しを与えてくれています。 TEL：0294−52−3215（代表）
http://www.icc.ac.jp/
非常勤で臨地での実習を指導してくれる方を募集中です。
います。また、海外の提携大学との交流、講演会開催など地域
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平成 24 年度茨城県ナースセンター事業のお知らせ
茨城県ナースセンターは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき設置され、茨城県
から委託を受けて茨城県看護協会が運営しています。

ナースセンターでは専任看護相談員（看護職）が
就業相談・進路相談に応じています
厚生労働大臣認可の「看護師等無料職業紹介所」を開設しています！！

※求人施設、
求職者ともに
「紹介料」
「登録料」等一切かかりませんので安心してご利用ください。

「ブランクのある方」
「子育て中の方」
「セカンドキャリアの方」
「看護職を目指
す方」
「看護職を採用したい施設の方」ご相談ください。
受付時間

９：００〜１７：００

土、日、祝日、年末年始を除く毎日

利用方法：◎来所・電話での相談及びインターネットでの求人・求職登録も可能です。
◎ナースセンターに登録することにより、全国の求人施設及び求職者の情報が閲覧
できます。
場
所：茨城県水戸市緑町３−５−35 ※駐車場有
電
話：看護職員電話相談専用ダイヤル ０２９−２２１−７０２１
インターネット：24 時間利用可
① 茨城県看護協会ホームページ（http://www.ina.or.jp/）にある「ｅ−ナースセンター」
ボタンをクリック
「ｅ−ナースセンター」をクリック

②「新規 ID を申請される方」をクリックし、必要事項を入力して ID を取得して下さい。
※登録方法がわからない方は「初めて利用される方」をクリックして登録方法を参照願います。
「新規 ID を申請される方」を
クリック

※登録方法がわからない方は
「初めて利用される方」を
クリック
注）新規 ID を取得するにはメールアドレスが必要となります。（携帯メールアドレス不可）
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看護の職場にカムバックしたいあなたを応援します
（再就業支援研修事業のご案内）

看護職カムバック支援セミナーを開催します！！
対

象：離職後、ブランクのある未就業の看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）
就業１年未満で看護技術等に不安のある看護職
①講義・病院等実習コース
定

員

30 名程度

②病院等実習コース
10 名程度

①

募集期間

平成 24 年５月 21 日〜７月 18 日

研修期間

【講義】
平成 24 年７月末〜８月
【実習】
平成 24 年９月〜平成 25 年１月

平成 24 年８月〜随時

内

【講義】
会場：茨城県看護協会
最近の看護事情、医療安全、救急看護、
演習（採血・輸液ポンプ）等

【実習】
希望により選択（組合せ可）
①病院：５日間・10 日間
②訪問看護ステーション：２日間
③介護老人施設：２日間

容

平成 24 年８月〜平成 25 年２月の随時
（定員になり次第終了）

【実習】
希望により選択（組合せ可）
①病院：５日間・10 日間
②訪問看護ステーション：２日間
③介護老人施設：２日間
費

用

受講料：無料
医材料費：3,000 円
実習における賠償保険：2,000 円

受講料：無料
実習における賠償保険：2,000 円

※日程や申し込み方法等詳細につきましては、茨城県ナースセンターまでお問い合わせください。

救急看護
講義中！

託児室
開設します
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働きながら研修が受けられます
もう一度、あなたの資格を活かしませんか。
復職希望者募集
○あなたに合った復職先を紹介いたします
「ブランクが長い」
「子育て中で短時間しか働けない」等、不安があり、職場復帰をためらって
いる方も勤務時間の短縮、託児施設の設置等、ワーク・ライフ・バランスに配慮した施設（病院・
有床診療所・訪問看護ステーション・看護師等学校養成所）を紹介いたします。

○研修中や復職後もフォローアップいたします
この事業での研修期間は３〜６か月となります。
復職に必要な看護知識・技術を無理なく丁寧に指導いたします。

【募集要件】
☆保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を取得している方
☆看護の職を離職して概ね２年以上を経過した方
☆概ね週 20 時間以上勤務できる方
☆職場復帰研修終了後も引き続き研修施設で勤務できる方

職場復帰研修業務受託施設も同時募集
○研修対象者の給料を業務委託費として支払います
研修開始から最大６ヶ月までの研修対象者の給料を支払います。また、研修対象者の給料以外
に事務費も支払います。

○研修計画作成のサポートをいたします
研修対象者の研修計画の作成をお手伝いいたします。

【募集要件】
☆茨城県内に所在する病院、有床診療所、訪問看護ステーション及び看護師等教育施設
（ただし、大学病院・国立病院機構・県立施設を除く）
☆研修対象者の状況に応じた研修計画を立て、実施できる教育体制が整っている
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「看護の心をみんなの心に」
看護協会では看護にふれていただけるよう
事業を行っています。
高校生の『一日看護体験』を行います！！
県内高校生を対象に、看護体験をとおして「看護の心」に触れ
ていただくことにより、将来、看護職または病院で働くコメディ
ガーを目指していただけるよう、夏休み期間に県内の医療機関に
おいて「一日看護体験」を行っております。
体験内容、応募方法等につきましては、茨城県ナースセンター
までお問い合わせください。
※平成 24 年７月下旬から８月末に実施予定

第５回

いばらき看護職合同進学・就職説明会

開催

高校生、看護職を目指す方、看護学生及びすべての看護職員を
対象に、看護学校等の進学相談、求人側との就職面談、専任相談
員による就職相談を行います。
事前申し込み不要。参加無料。入退場自由。

開催日：平成 24 年６月 30 日（土）12:30 〜 16:00
場

所：公益社団法人茨城県看護協会
水戸市緑町３−５−35
※参加施設等は後日当協会ホームページに掲載いたします。
５月 14 日から看護協会がリニューアルし広くなります。新しい看護協会を見にいらして下さい。

「看護の出前授業」を行っています！！！
小学校、中学校、高等学校等を対象に、生徒たちが看護職として働
く人たち（保健師、助産師、看護師、准看護師）から直接、話を聞い
たり、ミニ看護体験等のできる機会を提供します。
看護の現場で働く看護職が、
「いのちの大切さ」や「こころとから
だの話」
、職業教育に役立つ「看護の仕事」や「進路の相談」など、
体験をとおしてお話しいたします。
申し込み方法や費用につきましては、茨城県ナースセンターまでお
問い合わせください。
※開催希望日の１ヶ月前にはお申込みください。（随時募集中）
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訪問看護にチャレンジしてみませんか。
訪問看護師養成講習会
訪問看護に携わる看護師等に対して、訪問看護事業の実施に必要な基本的知識と技術の習得と、
質の高い訪問看護の提供に資することを目的として行います。
○対 象 者 ： 訪問看護に従事する看護職員（従事予定者を含む）
○定
員 ： 30 名程度
○研修期間 ： ６/22（金）〜 12/14（金） 26 日間（うち実習５日）

○応募期間

：５月末まで

※定員になり次第応募締切とさせていただきます。

◆申込方法・日程等は茨城県看護協会のホームページをご覧ください。
※詳細につきましては、茨城県看護協会 訪問看護支援事業担当までお問合せください。
TEL 029‐221‐7150

訪問看護ステーション・医療機関相互研修
訪問看護ステーションと医療機関の看護職員の相互交流による研修を行う事により、互いの看
護の動向や専門性等を理解し、看護の資質向上を図るとともに訪問看護の推進に寄与することを
目的として行います。
○対 象 者 ： 訪問看護ステーションの看護職員及び医療機関の看護師
○定員・日程 ： ６/27（水）〜 12/18（火）
①訪問看護ステーションの看護職員
20 名程度
講習会５日間・医療機関実習３日間
②医療機関の看護職員 30 名程度
講習会３日間・医療機関実習２日間

○応募期間

：５月末まで

※定員になり次第応募締切とさせていただきます。

◆申込方法・日程等は茨城県看護協会のホームページをご覧ください。
※詳細につきましては、茨城県看護協会 訪問看護支援事業担当までお問合せください。
TEL 029‐221‐7150

編集・発行
〒 310−0034
水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館３F
公益社団法人

茨城県看護協会・茨城県ナースセンター

☎ 029-225-8572
e-mail ibaraki@nurse-center.net
看護職員電話相談専用ダイヤル
☎ 029-221-7021
中央ナースセンター URL https://www.nurse-center.net/nccs/
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