
ブランクのある看護職のための

地区別復職支援

研修コース
復職支援カフェ

宮崎県看護協会 宮崎県ナースセンター

Tel.0985-58-4525

まずはご連絡ください。

http://www.m-kango.or.jp/
主催 宮崎県 公益社団法人宮崎県看護協会

復職支援研修

場 所

定 員

宮崎県看護協会他

無料

2019年9月～2020年3月

なし（但し、採血演習は10名 点滴演習は６名）

期 間

受 講 料

内 容

①受講後の再就業に意欲的な未就業の看護職員

②再就業しているが、未就業期間が長期で受講を必要として
いる看護職員

申込期限 開催日の1週間前
対 象

プログラムを参照 ホームページをご覧ください

採血・点滴

演習コース

講義・演習

コース



地区 病院 施設名 期間

延岡市 宮崎県立延岡病院
10/14-11/1 11/11-11/22 12/23-12/27 
1/20-1/31

延岡市 医療法人健寿会 黒木病院 1月2月を希望

延岡市 医療法人久康会 平田東九州病院 いつでも可能

日向市 千代田病院 いつでも可能

日向市 誠和会 和田病院 10/24-10/25 11/7-11/8

日向市 宮崎県済生会 日向病院 9/26-9/27 10/1-10/2 10/3-10/4

西都市 地方独立行政法人 西都児湯医療センター いつでも可能

宮崎市 宮崎県立宮崎病院 11/12-11/15 12/3-12/6 2/4-2/7

宮崎市 宮崎医療センター病院 いつでも可能

宮崎市 有料老人ホーム果夢ホーム いつでも可能

宮崎市 指定管理者 国立大学法人宮崎大学 宮崎市立田野病院
他の実習施設の看護学生を受け入れて
いない期間

宮崎市 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 いつでも可能

都城市 都城市郡医師会病院 12月-1月の間

小林市 小林市立病院 いつでも可能

日南 日南市立中部病院 2/18-2/19

日南 愛泉会 日南病院 11/25-11/29 12/9-12/13 12/16-12/20

串間 串間市民病院 いつでも可能

地区 訪問看護ステーション 施設名 期間

門川町 宮崎県済生会 訪問看護ステーション なでしこ日向 いつでも可能

川南町 訪問看護ステーション 湯癒亭 実習生がくるので要相談

宮崎市 訪問看護ステーション なでしこ２号館
10/1-11/1 11/25-12/20 1/6-1/31 1人
2日間

宮崎市 訪問看護ステーション なでしこ３号館
11/5-11/8 11/11-11/15 11/18-11/22
12月も可（平日）要相談

宮崎市 訪問看護ステーション 一ッ葉
1/14-要相談
2/3-要相談

宮崎市 訪問看護ステーション こみどり 10/21-2/28

宮崎市 城ケ崎訪問看護ステーションなのはな

宮崎市 医療法人社団晴緑会 みやざき訪問看護ステーション いつでも可能

宮崎市 訪問看護ステーション れいんぼう いつでも可能

宮崎市 古賀訪問看護ステーション あおぞら 12/10-12/20  1/14-1/17 1/20-1/24

宮崎市 こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステーション いつでも可能

国富町 訪問看護ステーション 希星 10/21-10/31 11/11-11/22 12/2-12/20

都城市 訪問看護ステーション 優癒 10/1-10/11 10/28－11月中

えびの市 訪問看護ステーション ひかり
寒い時期は雪の影響があることを考慮す
る

日南市 はまぼう訪問看護ステーション いつでも可能（要相談）

実習コース
１）実施期間 2019年10月～2020年2月 （期間中2日間）
２）開催場所 下記一覧の県内の医療機関及び訪問看護ステーション
３）対 象 復職を希望する看護職
４）実習内容 実習施設で指導者と一緒に看護を実施する
５）費 用 無 料
６）その他 看護師賠償責任保険に加入します
７）申 込 まずは、お電話ください。0985-58-4525

今年も
実習コー
スありま
す



回数 午前 午後

12/4（水） 開講式9：20
看護の動向（9：30～10：30）
看護に関係する社会環境の変化や最近の看
護に関する動き等を学ぶ
宮崎県ナースセンター長

復職支援講座（10：40～11：20）

・ナースセンターについて

・就業を成功させるコツ

自己紹介・意見交換（11：20～12：00）

受講生間の交流を深め、再就業への意欲を

さらに高める

ナースセンター担当職員

医療事故防止の現状と課題（13：00～
15：00）
身近に起こりうる医療事故について知

り、予防策について学ぶ

宮崎医療センター病院

医療安全管理者 黒田伸一

ナースセンター登録の支援（希望者の
み）

12/5（木） フィジカルアセスメント（9：30～12：
00）
患者の状態から緊急性の有無を明確に判
断・把握し，必要とされる看護ケアへつな
げること－看護観察から判断まで（実技
含）
県立日南病院
集中ケア認定看護師 堀口彰一

ナースセンター登録の支援（希望者の
み）

12/6(金) 看護技術講義・演習（9：30～12：00）
事例を元に学ぶ看護技術演習
宮崎大学医学部医療人育成トレーニングセンター

看護技術講義・演習（13：00～15：
00）
事例を元に学ぶ看護技術演習
宮崎大学医学部医療人育成トレーニングセ
ンター

講義・演習コース
１）実施期間 12月開催（12/4～12/6）
２）開催場所 宮崎県看護協会（看護等研修センター）

3日目：宮崎大学医学部医療人育成トレーニングセンター
３）プログラム(敬称略)

時間 内容 ねらい
13：00受付
13：30～15：00

開会挨拶
講義・演習
採血・点滴腕モデルを活用し演習を行う
アンケート記載

感染管理を踏まえ、解剖生理を振り
返り、採血及び点滴技術の修得を行
う。再就職の不安を軽減し、再就職
を促すことを目的とする

15：00～16：00 復職支援カフェ
講座及び復職支援交流会
ナースセンターの就業支援

＜復職に向けた準備講座＞
参加者同士の交流の機会を設け復職
への不安を軽減する。ナースセン
ター登録、就業支援を円滑にする。

採血・点滴技術演習、復職支援カフェ
１）実施期間 2019年4月～2020年3月（定期的開催 月1回）
第4水曜日 但し3月のみ第3水曜日

２）開催場所 宮崎県看護協会（宮崎県看護等研修センター）

３）プログラム



午前 午後
2/5

(水)
開講式
○看護の動向
（9：30～10：30）
看護に関係する社会環境

の変化や最近の看護に関

する動き等を学ぶ

宮崎県ナースセンター長

○復職支援講座

（10：30～11：00）
ナースセンター職員

○自己紹介・意見交換

（11：10～11：30）
受講生間の交流を深め、再就業へ

の意欲をさらに高める

ナースセンター職員
○実習・院内オリエンテーション
都城市郡医師会病院
（11：30～12：00）

○フィジカルアセスメント
（13：00～15：00）
患者の状態から緊急性を判断
し、必要なケアを判断する能
力を養う
都城市郡医師会病院
認定看護師

2/6

(木)
○医療事故防止の現状と
課題
（9：00～10：30）
身近に起こりうる医療事

故について知り、予防策

について学ぶ

都城市郡医師会病院

○感染管理（演習）

（10：40～12：00）
感染の知識を深め、正しい感染予

防の実際を学ぶ。「手洗い」等、

感染予防に必要な基本技術を修得

する。

都城市郡医師会病院

認定看護師

○採血・点滴・医療機器の取
り扱い（演習）
（13：00～15：00）
都城市郡医師会病院

演習支援

2/7

(金)
実習（医療機関）実習担当
実習 各施設のプログラムに応じて実習を行う

まとめ
（15：00～16：00）

時間 内容 ねらい
13：00受付
13：30～15：30

開会挨拶
講義・演習
採血・点滴腕モデルを活用し演習を行
う
アンケート記載

感染管理を踏まえ、解剖生理を振り
返り、採血及び点滴技術の修得を行
う。再就職の不安を軽減し、再就職
を促すことを目的とする

15：30～16：00 復職支援カフェ
ナースセンターの就業支援

＜復職に向けた準備講座＞
参加者同士の交流の機会を設け復職
への不安を軽減する。ナースセン
ター登録、就業支援を円滑にする。

県北地区プログラム
１）期間 2020年1月
２）開催場所 ハローワーク延岡
３）プログラム

県南・県西地区プログラム
１）期 間 2020年2月5日～2月7日
２）開催場所 都城市郡医師会病院
３）プログラム


