
No.56

公益社団法人 宮崎県看護協会

ナースセンターだより ■平成30年9月3日発行

　今年４月に就任いたしました松浦です。よろしくお願いします。
　臨床現場で仕事していると「ナースセンターは私には関係ない」と思ってしまいがちです（実際私がそうで
した）。しかし、ナースセンターで仕事してみると、そういった認識でいたことを深く反省します。ナースセン
ターは看護職不足の病院・診療所・施設・事業所等に対して、きめ細やかな応援をしています。　　
　2015年10月から法制化された看護職離職者の「届出制度」により、潜在看護職の就労に向けハロー
ワークと連携し、さまざまな復職支援を行っています。今働いておられる方がより生き生きと働けるように、働
きやすい職場環境づくりにも取り組んでいます。中高校生には看護の魅力を伝える「看護の心」普及事業を
行い、看護系に進学する生徒が増えるよう頑張っています。また在宅支援室を昨年度より設け、より質の高い
訪問看護が実施できるよう支援しています。就業中の方も離職中の方もどうぞお気軽に何でもナースセン
ターへご相談ください。

ナースセンター長  通信（松浦　康代）
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無料職業紹介事業実績

【宮崎県ナースセンターが行う  復職支援研修会  の概要】

届出実績

看護のシゴト出前就業相談実績

※平成27年10月より看護職の届出制度が始まり、届出システム「とどけるん」サイトが開設されました。届出者の
　登録支援と、ナースセンター登録者への就業支援を宮崎県ナースセンターが行っています。

　宮崎県ナースセンターでは、ブランクのある看護職の皆さんの相談窓口として復職支援研修や交流会を実
施しています。看護職の相談員が一人一人の話を聞きながら、再就職に向けての気持ちを整理し、これから
の働き方について、共に考えていきます。
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宮崎県ナースセンターの実績（平成29年度） 復職支援研修に参加しよう! !
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保健師（計24） 助産師（計11） 看護師（計1,375） 准看護師（計162）

常勤（計980） 非常勤（計383） 臨時雇用（計209）

（１）平成29年度求人数　単位：人

①講義演習コース
３日間コース
講義；２日間

（会場：宮崎県看護協会）
演習；１日間

（会場：県立看護大学）
９月と12月実施予定

就業相談 就業相談

就業相談・求人施設見学 就業相談・求人施設見学 就業相談・求人施設見学

②地区別看護力再開発講習会
３日間コース

講義・演習・実習；３日間
（会場：県南・県西の医療機関）

２月実施予定

⑤実習講習コース　２日間コース　※１施設に対して２日間

各研修に関するお問い合わせは、宮崎県ナースセンターTEL（0985）58-4525まで

！自分にあった就業！

（会場：県内の協力医療機関及び訪問看護ステーション）平成30年６月～平成31年２月までの期間中の希望する日

平成29年度求人数合計：1,572人
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県内（計915） 県外（計37）

（２）平成29年度求職数　単位：人

平成29年度求職数合計：952人

届出登録者（616名）のeナースセンター登録希望状況
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（３）平成29年度就職数　単位：人（就職数とは、ナースセンター紹介、ハローワーク紹介、自己就職の合計を示す）

平成29年度就職者数合計：403人
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相談件数 eナースセンター登録状況（件）

③採血・点滴演習～復職支援カフェ～

半日コース
講義・演習；13:30 ～ 15:40
（会場：宮崎県看護協会）
毎月第４水曜日実施中

※偶数月は採血、奇数月は点滴

「復職支援研修」は、自分にあった研修をご自身で
選んで参加ができます。お気軽にご参加ください。

６月の講義演習コースのひとコマです。集中ケア
認定看護師からの楽しい講義を受講中。

県立看護大学では、豊富な機材を活用し、実践に
近い演習に取り組むことができます。

復職支援カフェでは、あの頃の自分を思い出しな
がら…採血や点滴の演習を行います。

７月のミニ講座は、ハローワークより講師を招いて「履歴書
の書き方」講座を行いました。書き方のポイントや求人票の
見方なども教えて頂き、とても参考になりました。皆さんも、
再就職にお得な情報をGETしましょう♪

復職支援研修の様子

eナースセンター登録状況は、すで
に登録して相談を利用した件数と
相談をきっかけに再登録・新規登
録した件数の合計

平成29年度相談件数：177件　詳細
【相談内容】※相談件数177件中

【登録者の就業状況】※登録者115名中 H30年3月末現在
登録（新規・再登録）：115名（79.8%） 未登録：29名（20.1％）

※その他：看護以外で就業、転職するのをやめた等

就業：50名（43.4%）、未就業：21名（18.2％）
不明：39名（33.9%）、その他：　5名（4.3%）

【相談者のeナースセンター登録状況】※相談者144名中
求職相談者実数：144名　※リピーターあり

【相談者数】※求職相談161件中
求職相談：161件（90.9％） その他：16件（9％）
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ふれあい看護体験2018
　今年も県内65の施設にご協力をいただき、545人の高校生がふれあい看護体験に参加す
ることができました。参加した高校生からは「看護師になりたい気持ちが更に強くなった」
「看護師の仕事は幅広く、知識だけではなく優しさやコミュニケーション能力が必要なこと
を学んだ」などという声が続々と届いております。看護の心を受け取ってくれた高校生が一
人でも多く看護の道を目指してくれることを願っています。
　お忙しい中、ご協力いただいた施設の皆様に感謝申し上げます。

　障がい福祉サービスとは、障がいのある方や特定の疾患のある方が地域の
中で生活を続けていけるよう支援するサービスです。
　今回、取材をしたのは、2010年10月に開設した、障がい福祉支援事業所
「Ｔ.Ｈ.Ｓ ＲａＣｏｏ！（ラク～！）」。高岡町の自然豊かな場所で６つの事業
を展開しており、まるで自宅にいるかのようなアットホームな雰囲気の中で
子ども達が活動しています。看護師３名、保育士２名、介護士６名のスタッフ
が、温かい目で子ども達や利用者を見守ります。

　看護職でサービス管理責任者の甲斐さんは、臨床経験を経て結婚、出産を機に病院を
退職。子どもの介護が必要となり８年ほどブランクがありましたが、その後復職。訪問
看護ステーションでのパート勤務を経て、ＲａＣｏｏ！開設の準備からスタッフとし
て携わってきました。臨床での経験と、ご自身の経験した医療的ケアの経験、子育ての
経験が今のお仕事に活かされています。スタッフとも協力し、一つのチームとして子ど
も達に関わり、日々の小さな変化や成長を共に喜び合います。

　医療の現場で働いている地域の看護職が中学校・高等学校などを訪れ、看護職になるための進路
や看護職の魅力、命の大切さなどを知ってもらおうと、講義や体験など盛り込みながら多彩な授業
を展開しています。

　現場で実際にお仕事されている方からのお話は、学校の机上ではなかなか伝えられない部
分もあり、　生徒にとってとても有意義な時間でした。また仕事をしていく上で、大切な心構
えや命の大切さ等も伝えてくださり、今まで看護の仕事に興味がなかった生徒も、今回の授
業を機に看護の仕事に興味を持ち、看護の仕事に就きたいと思うようになったようです。
今後の進路選択や職業選択につなげていってもらえたら幸いと考えています。

都城市立有水中学校

県立富島高等学校

県立高千穂高等学校

県立都城泉ヶ丘高等学校

H30年6月22日

H30年9月 5日

H30年9月 7日

H30年9月15日

藤元総合病院　
看護部長　藤本雪美 氏

１学年　９名
教諭　　４名

３学年希望者

２･３学年希望者

１･２学年希望者

和田病院
看護部長　黒木雅代 氏

延岡リハビリテーション病院
総看護師長　加藤千鶴 氏

藤元総合病院　
看護師長　米丸順子 氏

学校名 実施日 講師 対象

学校の
感想より

平成30年度　看護の出前授業

働く看護職の職場を潜入調査してみました

　朝は、お迎えから始まります。到着するとすぐに検温で状態チェック、トイレトレーニ
ングや排せつケア、その後朝の会を行って日中の活動に移ります。遊びの中にも体調の
変化に注意しながら、トレーニングを取り入れたり、座位保持など指導的立場で見守り
ます。食事は、半数は経管栄養を摂取しています。経口摂取の子どもも介助が必要です。
姿勢が安定しないので、誤嚥のリスクが高く吸引のタイミングなどは、看護職が判断し
て行います。来所中の様子を連絡帳に記録し、保護者との情報交換を行います。帰宅の準
備ができたら、無事自宅に送り届けるまでが、1日の仕事の流れです。

《第 5 弾：障がい福祉支援事業所で働く看護職》

部屋の壁には、子ども達の作品が並びます

（左から）看護職の阿萬さん、甲斐さん、外山さん、山元理事長

ＲａＣｏｏ！の支援事業
１）生活介護事業：18歳以上で障がいのある方を対象とした福祉支援
２）児童発達支援事業：未就学児を対象とした支援
３）放課後等デイサービス：療育や日常生活支援が必要な児を対象にした支援
４）日中一時支援事業：障がい児・者の日中活動の場を提供
５）相談支援事業：（現在休止中）
６）福祉有償運送事業：単独で移動が困難な対象者への支援

Ｔ.Ｈ.Ｓ ＲａＣｏｏ！で働く看護職の甲斐さんの紹介です！！

１）1日の仕事の流れや内容を教えてください

　障がいを持った子ども達を、保育園に通わせたくてもハードルが高かったり、受け入れがなかったりする中で、障がいが
あっても普通に子ども達が経験できることをさせてあげたいというのが、この施設の方針です。障がいがあるから家の中で
じっとしておくわけではなく、季節ごとの変化を肌で感じられるような体験をさせてあげたいと思っています。その思いは、
今も大事にしています。

２）働き始めてからの感想を教えてください

　この仕事は、子育てとよく似ています。子ども達は、本当によく私たちのことを見ています。自分が不安になると子ども達
がキャッチしてしまいます。逆に自分達が頑張れば、そのぶん子ども達も成長を見せてくれます。その成長が、自分達のやりが
いにもつながっています。

３）甲斐さんにとって、仕事のやりがいとは？

障がい福祉支援事業所

Ｔ.Ｈ.Ｓ ＲａＣｏｏ！
住所：〒880-2211
　　  宮崎市高岡町花見988
電話：（0985）82-5809
事業者：特定非営利活動法人吹矢de元気！協会

甲斐さんにお聞きします！

　看護職、介護職、保育士だからと職種にとらわれることなく、「誰のための、何のための」を基本に、共に子ども達を育んでいくという認識を
持つことで、施設名称の由来である楽(ラク～ )という、私たちの目指すところにつながっていくと思います。 
　そして、チームワークをフルに活かし、一人の“人”として育み支援していくことは、スローながらも子ども達の成長の過程を見届けられる
という、魅力的で得るものが多い仕事です。子ども達の潜在的な力を引き出す関わりが、私たちの成長にも大いにつながっていると思います。
ＲａＣｏｏ！は 2019年春に、現在の場所から程近い場所に移転新築オープンします！ぜひこのＲａＣｏｏ！で一緒に働きませんか？

山元理事長が「看護職に期待すること」は？ 山元理事長にお聞きします！
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訪問看護教育ステーションのご案内

研修期間：平成30年7月～平成31年2月の期間中
内　　容：カンファレンスへの参加、手技演習、同行訪問等
　　　　　※詳細は、「高度医療対応型訪問看護師育成研修」実施要領をご参照ください。
　　　　　　（HPよりダウンロード可）
費　　用：研修費2,000円
　　　　　（平成30年度のみ研修助成金1,000円、自己負担1,000円になります。）

※「訪問看護教育ステーション」「看護人材交流支援」に申込される場合は、ホームページでお確かめのうえ、所
定の「申込書」に必要事項を記入し、宮崎県看護協会　在宅支援室宛てにお申込みください。それぞれの「申込
書」はホームページからダウンロードできます。

　平成30年７月７日（土）に、宮崎県医師会館でシミュレータを活用した実技・演習を組み入れた内
容の研修を実施しました。
　研修には35名が参加し、訪問看護ステーション（13施設）から16名、医療機関（10施設）から19名
が、「知識を深めたい」「実践に役立てたい」などの目的をもっての受講でした。
　訪問看護におけるフィジカルアセスメントや呼吸管理の講義の後、実際にシミュレータ（フィジ
コ・ラング）を使っての演習では、心音や呼吸音等の正常・異常音を聴診し、それぞれの事例のアセ
スメントをし合いました。また、安楽な呼吸の補助の仕方、安楽な体位の取り方、体位変換が一人で楽
にできる方法等、利用者と看護者それぞれの立場になって実際に体験しました。受講生の感想では、
「実際に行ってみるとよくわかる」「納得できた」との声が多く聞かれ、その他にも「充実感が得られ
た」「リフレッシュになった」「問題解決の糸口が得られた」などの感想がありました。

　平成30年度宮崎県委託事業の「高度医療対応型訪問看護
師養成事業」で、高度医療に対応できる質の高い看護サービ
スの提供を行うための知識・技術を修得できるよう、「小児・
重症児の看護」「難病患者の看護」を中心に現場の看護の実
際を学ぶ研修を実施いたします。
　今年度は県内の機能強化型ステーションの７施設を「訪
問看護教育ステーション」として位置づけ、地域の身近なス
テーションで学べるようにしました。

看護人材交流支援のご案内
　訪問看護ステーションの看護師が、在宅療養者に対
して質の高い看護技術が提供できるように、宮崎県内
の専門看護師・認定看護師と同行訪問等を行い、知識・
技術の習得を図る事を目的に進めています。

5 6

～在宅支援室よりお知らせ～♪

「訪問看護のフィジカルアセスメントと在宅の呼吸管理」研修の実施報告
講師：坂本郁代 氏（集中ケア認定看護師）

実施期間： 平成30年７月～平成31年２月の期間中※１施設１～２回
内　　容： ステーションの学習会・事例検討会・利用者の同行訪問等を支援
費　　用：派遣講師（専門・認定看護師）への謝金、交通費等は宮崎県看護協会が負担します。

県内７箇所の「訪問看護教育ス
テーション」で技術演習や同行
訪問を通して学べるシステム
がスタートしました！

訪問看護ステーションに従事している
専門看護師・認定看護師が、お申し込み
のあった訪問看護ステーションに出向
いて、研修講師・同行訪問・事例検討な
どの支援をいたします！

７月から研修開始！

訪問看護ステーション

【宮崎県内の訪問看護教育ステーション一覧】

訪問看護ステーション湯癒亭

訪問看護ステーションなでしこ３号館

古賀訪問看護ステーションあおぞら

みやざき訪問看護ステーション

宮崎江南病院附属訪問看護ステーション

訪問看護ステーションやわらぎ

訪問看護ステーション一ッ葉

訪問看護ステーション名 住所

児湯郡川南町大字平田2379番地1

宮崎市清武町岡1丁目28-11高野ⅢHAYATE１F事務所

宮崎市池内町数太木1763-3

宮崎市高松町2番16号

宮崎市大坪町西1丁目2-1

宮崎市小松1133番地

宮崎市大字塩路江良の上2783-37

●小児・重症児や難病の患者さんの受入
　れ体制を強化したい！
●利用者・家族のニーズに対応できるス
　キルを磨き、自信をつけたい！
●選ばれるステーションを目指したい！

看護協会
●申込受付
●ステーション
　紹介

訪
問
看
護
教
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

困っている・悩んでいる
１．利用者の病態理解や看護の方向性はこれで
　良いだろうか
２．看護診断、看護計画はこれで良いかな
３．スタッフが利用者の看護に対する知識を高
　め自信を持って看護ができるといいなあ

看護協会
●申込受付
●研修講師紹介

［専門・認定看護師の支援内容］
1．訪問看護ステーションの学習会、事例検討会
　の講師
2．気になる又は看護上で困っている利用者宅
　へ同行訪問
3．専門領域に関する相談・支援等

【訪問看護ステーションの専門看護師・認定看護師】

中村久美 氏

堤育子 氏

坂本郁代 氏

串間真由美 氏

大村友美 氏

梅原敏行 氏

がん看護専門看護師

訪問看護認定看護師

集中ケア認定看護師

感染管理認定看護師

訪問看護認定看護師
※１） 精神科認定看護師

訪問看護ステーションなでしこ３号館

訪問看護ステーションぱりおん

こどもとおとなの訪問看護ろけっと★ステーション

訪問看護ステーションかがやき

在宅リハビリ訪問看護ステーションTOMO都城

訪問看護ステーションおあふ

講師 訪問看護ステーション名専門・認定領域

（写真：実技・演習の風景）

まかせて！
［実習内容］
●カンファレンス参加
●手技演習
●同行訪問　等

無料
で利用できます

※１）は、日本精神科看護協会の資格認定制度、それ以外は日本看護協会の資格認定制度
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テーション」で技術演習や同行
訪問を通して学べるシステム
がスタートしました！

訪問看護ステーションに従事している
専門看護師・認定看護師が、お申し込み
のあった訪問看護ステーションに出向
いて、研修講師・同行訪問・事例検討な
どの支援をいたします！

７月から研修開始！

訪問看護ステーション

【宮崎県内の訪問看護教育ステーション一覧】

訪問看護ステーション湯癒亭

訪問看護ステーションなでしこ３号館

古賀訪問看護ステーションあおぞら

みやざき訪問看護ステーション

宮崎江南病院附属訪問看護ステーション

訪問看護ステーションやわらぎ

訪問看護ステーション一ッ葉

訪問看護ステーション名 住所

児湯郡川南町大字平田2379番地1

宮崎市清武町岡1丁目28-11高野ⅢHAYATE１F事務所

宮崎市池内町数太木1763-3

宮崎市高松町2番16号

宮崎市大坪町西1丁目2-1

宮崎市小松1133番地

宮崎市大字塩路江良の上2783-37

●小児・重症児や難病の患者さんの受入
　れ体制を強化したい！
●利用者・家族のニーズに対応できるス
　キルを磨き、自信をつけたい！
●選ばれるステーションを目指したい！

看護協会
●申込受付
●ステーション
　紹介

訪
問
看
護
教
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

困っている・悩んでいる
１．利用者の病態理解や看護の方向性はこれで
　良いだろうか
２．看護診断、看護計画はこれで良いかな
３．スタッフが利用者の看護に対する知識を高
　め自信を持って看護ができるといいなあ

看護協会
●申込受付
●研修講師紹介

［専門・認定看護師の支援内容］
1．訪問看護ステーションの学習会、事例検討会
　の講師
2．気になる又は看護上で困っている利用者宅
　へ同行訪問
3．専門領域に関する相談・支援等

【訪問看護ステーションの専門看護師・認定看護師】

中村久美 氏

堤育子 氏

坂本郁代 氏

串間真由美 氏

大村友美 氏

梅原敏行 氏

がん看護専門看護師

訪問看護認定看護師

集中ケア認定看護師

感染管理認定看護師

訪問看護認定看護師
※１） 精神科認定看護師

訪問看護ステーションなでしこ３号館

訪問看護ステーションぱりおん

こどもとおとなの訪問看護ろけっと★ステーション

訪問看護ステーションかがやき

在宅リハビリ訪問看護ステーションTOMO都城

訪問看護ステーションおあふ

講師 訪問看護ステーション名専門・認定領域

（写真：実技・演習の風景）

まかせて！
［実習内容］
●カンファレンス参加
●手技演習
●同行訪問　等

無料
で利用できます

※１）は、日本精神科看護協会の資格認定制度、それ以外は日本看護協会の資格認定制度
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ナースセンターからのお知らせ

場所
開催月

はじめました
@ull2059d

宮崎県ナースセンター

宮崎県の看護に関する情報や看
護の無料セミナー、求人状況など
最新のお役立ち情報を配信！！
わからないことやお悩み相談も
トークを使って解決！！今すぐ
「友だち」になって、自分にあった
情報をGetしよう♪
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15(火)
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26(火)

14(木)
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3月

11(月)

25(月)

13(水)

18(月)

14(木)

19(火)

20(水)

ハローワーク日向
（第3月曜日）
ハローワーク高鍋
 (偶数月/第4火曜日)
ハローワーク都城
(第2木曜日)

ハローワーク小林
(奇数月/第3火曜日)
ハローワーク日南
(第3水曜日）

お仕事探し・求人のご登録はこちら(^_^)今すぐ「eナースセンター」にアクセス。
www.nurse-center.net/nccs/

※指定曜日が祝日の場合は、翌日開催

相談受付日時 月～金曜日（土日祝休み）
9:00～12:00　13:00～16:00 宮崎県看護協会案内図

第一高校
●

至宮崎

清武駅

県総合
運動公園
●

至宮崎

至日南

宮銀郵便局●

Aコープ
●

宮崎大学
こども療育センター●
ひまわり学園

宮崎大学医学部●

● ●

至
都
城

269

宮
崎
大
学

バ
ス
停

宮崎県
看護等研修センター 220

木花中学校
●

宮崎県ナースセンター　LINEはじめました！

看護のシゴト出前就業相談

宮崎県ナースセンター　TEL.0985-58-4525各種お問い合わせは、

看護の資格を持った就業相談員が職場での悩みやお仕事探しの
相談に応じます。予約は不要です。お気軽にご利用下さい。

7

ハローワーク宮崎
（第2・4月曜日）

ハローワーク延岡
（第2水曜日）

LINE＠登録方法

宮崎県ナース
センターが
LINE＠はじ
めたってよ★

①LINEを起動
②「友だち追加」を選択
③「ID検索」または「QRコード」
　から追加ボタンをポチ♪
　 登録完了


