2020年看護職のための復職支援研修
10年後の自分を考えてみませんか！
ブランクのある人も
ない人も
これから仕事に就こうと考えている人も
働くことの不安な人も
働き方に迷った人も

参加費
無料

こころが元気でない人も
ゆっくりと確かに、前に進みましょう

気軽に参加しやすいカリキュラムをラインアップ
＊各研修の詳細は、ホームページで確認してください
講義・演習
年3回実施
復職に向けての
準備ができます

スキルギャップ研修

延岡・都城地区

現場で役立つ！新型
コロナウイルス感染
症対策を踏まえた感
染管理が学べます

地区実習

採血・点滴演習

地区の協力実習 毎月一回開催さ
集合研修と現場
施設で現場実習 れます
実習ができます
ができます
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、今年度の都城地区研修及び地区実習
は中止と致します。楽しみにしていた皆様には大変ご迷惑をおかけします。
申し訳ございません。講座のみの研修は開催中です。ぜひご参加ください。

お申込・お問合せはお気軽に

公益社団法人宮崎県看護協会

宮崎県ナースセンター
〒889-2155 宮崎県宮崎市学園木花台西2-4-6

0985-58-4525
https://www.m-kango.or.jp/

研修で看護技術に自信を取り戻し、
復職に向けて心の準備を整えましょう。
相談員が一人一人の働き方を支援します！
あなたの参加をお待ちしています。

令和２年度
1．目

復職支援研修

開催要項
令和 2 年 8 月 25 日

的

変更

未就業看護職に対し、最近における看護知識・技術を修得させ再就職を促すとと
もに就業の継続支援を目的とする

2．開催期間

【講義・演習 6 月コース】令和 2 年 6 月 4 日(木)～6 日(土) 開催終了
【講義・演習 9 月コース】令和 2 年 9 月 10 日(木)～12 日(土) 日程変更
9 月 10 日(木)、11 日(金)、18 日(金)
【講義・演習 12 月コース】令和 2 年 12 月 10 日(木)～12 日(土)

日程変更

12 月 10 日(木)、11 日(金)、15 日(火)
【採血・点滴技術演習・復職支援カフェ】毎月 1 回
【実習コース】令和 2 年 11 月～令和 3 年 2 月の間(2 日間) 中止
【地区別トライアル研修】延岡地区 7 月

開催終了、都城地区 11 月

中止

新【スキルギャップ研修】9 月 18 日(金)、12 月 15 日(火)
3．開催場所

宮崎県看護等研修センター、宮崎県立看護大学、看護学校、本講習の受入に同意
する県内病院・訪問看護ステーション、地域の医療機関、公共職業安定所

4．受講資格

1)

未就業の保健師・助産師・看護師・准看護師で、受講後の再就業に意欲的な方

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

5．主

催

宮崎県、公益社団法人宮崎県看護協会

6．内

容

別添プログラム参照

7．参 加 料

無料（但し、実習を伴う研修では、賠償責任保険加入料 1,010 円を徴収します）

8．募集人員

【講義・演習・スキルギャップ研修コース】定員 なし

20 名程度

【採血・点滴技術演習復職支援カフェ】採血演習 10 名 6 名程度 点滴演習 6 名程度
【実習】30 名
【地区別】延岡地区 10 名程度
9．申込方法

都城地区 10 名程度

電話もしくはフォームよりお申込ください。
※再就業希望者で e ナースセンターに求職登録されていない方は、事前に登録
が必要です。詳しくは、ナースセンターにお問い合わせ下さい。

【講義・演習・スキルギャップ研修コース】各開催日の 1 週間前まで
【採血・点滴技術演習復職支援カフェ】毎月の第 3 水曜日まで
【実習】別途連絡予定
【地区別復職支援研修】各開催日の 1 週間前まで
11.申込および問い合わせ先
公益社団法人宮崎県看護協会 ナースセンター
復職支援研修会担当 荒川
〒889－2155 宮崎市学園木花台西 2 丁目 4－6
TEL 0985－58－4525
FAX 0985－58－2939
E-mail miyazaki@nurse-center.net
10.申込期限

年に 3 回あるので
自分のタイミングで
受けやすい♪

１．講義・演習・スキルギャップ研修コース
１）実施期間
6 月開催（6/4～6/6）9 月開催（9/10～9/129/11、9/18）12 月開催（12/10～12/12、12/11、12/15）
２）開催場所 宮崎県看護協会（看護等研修センター）3 日目：県立看護大学 2Ｆ演習室 中止
３）プログラム
回数
午前
午後
1 日目

2 日目

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
復職支援講座（10：40～11：20）
・職場の選び方・履歴書の書き方・職務経歴
書の書き方・面接の受け方
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。
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）

感染管理（13：00～15：00）
感染の知識を深め、正しい感染予防の実際を
学ぶ。感染予防の基本的技術を習得する。

ナースセンター登録の支援（希望者のみ）

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

3 日目

移動の動作の援助（9：30～12：00）
口腔ケアと吸引（13：00～15：00）
看護の対象者、看護者双方の安全、安楽を守 口腔ケアが肺炎を予防といった全身の健康維
下記へ内容変更
るために必要なボディメカニクスを確認し、
持にも関連することを理解し、口腔ケアの方
移動動作の援助を中心とした基本技術を修 法、吸引の手技について習得する。
得する。

3 日目

「新型コロナウイルス感染症」宮崎県の現状（9：30～10：00）
宮崎県の状況について報告
感染管理 2（10：00～12：00）
1 日目の講義を踏まえ、現場で活用できるガウンテクニック等の技術を習得する

新

毎月あるので受けやすく♪
自身がない技術を何度でも
確認できます。

２．採血・点滴技術演習、復職支援カフェ
１）実施期間 令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月（定期的開催 月 1 回）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
22
20
24
22
26
23
28
25
（水） （水） （水） （水） （水） （水） （水） （水）
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
時間
内容

12 月
23
（水）

1月
27
（水）

2月
24
（水）

3月
24
（水）

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
ミニ講座及び復職支援交流会
ナースセンターの就業支援
ハローワークの職員による講座の実施

復職に向けた準備講座と位置づけ、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。

参加特典があるよ♪
〇子育て中の方も参加しやすい

３．地区別復職支援研修会

（一時保育料を補助）

１）延岡地区トライアル研修
〇現場実習では参加者に
（１）期間 令和 2 年 7 月 1 日、2 日
交通費等の補助があります
（２）開催場所 集合研修 延岡看護専門学校
現場実習 地域の協力医療機関及び訪問看護ステーション
（３）プログラム
集合研修

午前

1 日目

9：30～10：00 受付
開講挨拶
オリエンテーション
○バイタルサイン測定と観察
（10：15～11：30）
2 日目
○訪問看護ステーションの概要
（10：00～11：00）
○注射の種類と基本的主義（11：00～12：00）
＊2 日間ともナースセンター職員が就業相談に応じる
現場実習

交流会

午後
○静脈血採血の基礎知識・血糖測定
（12：30～14：00）
○自己紹介・意見交換（14：10～15：30）
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
○看護技術演習（13：00～14：30）
●実習オリエンテーション（14：30～15：00）

実習（地域の医療機関及び訪問看護ステーション）
実習期間 2 日間～5 日間（実習時間は 4 時間程度）各施設のプログラムに応じて実習を行う
トライアル研修後の交流会
日 時：令和 2 年 8 月 19 日（水）13：00～15：00 延期（日程未定）
会 場：延岡市医師会病院５F 研修室
参加者：トライアル研修参加者と実習受け入れ施設担当者と研修担当者

２）都城地区トライアル研修
中止
（１）期
間 令和 2 年 11 月予定
（２）開催場所 集合研修 都城市郡医師会病院
現場実習 地域の協力医療機関及び訪問看護ステーション
（３）プログラム
集合研修
1 日目

2 日目

午前
9：30～10：00 受付
開講挨拶
オリエンテーション
○バイタルサイン測定と観察
（10：15～12：00）
○静脈血採血の基礎知識・血糖測定
（10：00～11：00）
○注射の種類と基本的主義（11：00～12：00）

午後
○訪問看護ステーションの概要
（10：00～11：00）
○自己紹介・意見交換（14：30～15：30）
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
○看護技術演習（13：00～14：30）
●実習オリエンテーション（14：30～15：00）

＊2 日間ともナースセンター職員が就業相談に応じる

現場実習

交流会

実習（地域の医療機関及び訪問看護ステーション）
実習期間 2 日間～5 日間（実習時間は 4 時間程度）各施設のプログラムに応じて実習を行う
トライアル研修後の交流会
日 時：令和 2 年 12 月予定 13：00～15：00
会 場：都城市郡医師会病院予定
参加者：トライアル研修参加者と実習受け入れ施設担当者と研修担当者

中止

