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ふれあい看護体験を開催しました。
ご協力ありがとうございました。

81号のおもな内容

◆ナースの輝く人生応援交流会のご案内
◆平成28年度潜在看護職復職支援研修のご案内
◆最寄のハローワークで「ナースのお仕事相談」
◆届出制度開始から１年
◆「ふれあい看護体験」のアンケート結果
◆シリーズ「一緒に働きませんか」
◆ワーク・ライフ・バランスを開催しました
◆求人情報
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平成28年度の研修･各種事業のご案内

お問い合わせと
お申し込みは…

公益社団法人 和歌山県看護協会 和歌山県ナースセンター
〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂17
TEL.073-483-0234 / 073-483-1005  FAX.073-483-1266

受講生募集

受講生募集

看護研修センター
大ホール

（海南市南赤坂17）

看護研修センター
大ホール

（海南市南赤坂17）

看護職有資格者で、現在、就業していなくて、就業への希望のある方が対象です。最新の医療・看護への戸惑いや看護技術に不安を持
っている潜在看護職のみなさん、再チャレンジしませんか。ぜひこの機会を利用して再就業への意欲と勇気を出してみませんか。

日 程 等 ： 下記プログラム参照
研修場所 ： 看護研修センター（海南市）、紀北地区、紀中地区、紀南地区の協力医療機関･訪問看護ステーション
受 講 料 ： 無料（看護職賠償責任保険1,600円程度は自己負担）
募集定員 ： 病院実習希望者20名、訪問看護ステーション実習希望者20名
応募方法 ： 和歌山県看護協会（ナースセンター）にお電話でお申し込みください。必要書類を送付させていただきます。
締 切 日 ： 平成29年2月1日（水）

平成28年度 再就業促進研修のご案内

ナースの輝く人生応援交流会
日　　　時 ： 平成28年11月18日（金） / 10：00～12：00
場　　　所 ： 看護研修センター（海南市南赤坂17）
プログラム ： ●10：00～10：20/和歌山県看護協会会長挨拶･再就業された方の体験談 ●10：20～11：20/求人施設の説

明･質疑応答 ●11：20～12：00/個別相談･看護技術体験コーナー･健康チェック（骨密度測定）
受　講　料 ： 無料（託児所有り）
後　　　援 ： ハローワーク和歌山
応 募 方 法 ： 和歌山県看護協会（ナースセンター：TEL073-483-0234/073-4831005）にお問い合わせください。

第3回 潜在看護職復職支援研修（紀北）

研 修 内 容

10：00～ 12：00　災害看護

13：00～ 16：00　交流会

■プログラム

和歌山県看護協会
会長 古川 紀子 
感染管理認定看護師
川﨑 伸造 氏
（済生会和歌山病院）
和歌山県看護協会
教育委員

救急看護認定看護師
日置 真弓 氏
（和医大附属病院）
看護師
岡本 果穂 氏

場　所日　程

和歌山県立
医科大学臨床技能
研修センター

（和歌山市紀三井寺811-1）

平成29年2月16日（木）
10：00～ 16：00

平成29年2月17日（金）
10：00～ 16：00

実習施設担当看護師病　院

プログラム1 / 3日間
平成29年2月20日（月）
平成29年2月21日（火）
平成29年2月22日（水）
10：00～ 16：00

実習施設担当看護師訪問看護
ステーション

プログラム2 / 3日間
平成29年2月20日（月）
平成29年2月21日（火）
平成29年2月22日（水）
10：00～ 16：00

平成29年2月23日（木）
10：00～ 16：00

講　師

山本
中川
湯浅

  9：55　　　　　 挨拶
10：00～ 10：20　医療・看護の動向
10：20～ 12：20　感染管理
　　　　　　　　　　　「感染防止対策の基本およびその実際について」

13：20～ 16：00　看護技術演習
　　　　　　　　　　　「採血･静脈注射･導尿･経管栄養」

10：00～ 12：00　救急看護
　　　　　　　　　　　・救急看護の基本
　　　　　　　　　　　・救急蘇生の基本
　　　　　　　　　　　（AEDトレーナー使用）

13：00～ 16：00　高度シミュレーターを用いた、
　　　　　　　　 緊急時の看護ケア演習

実務研修
訪問看護について
訪問への同行
・医療管理　生活支援　家族へのケア　緊急事態を予測したケア

介護保険など活用できる制度の理解
主治医･在宅チームの連携

日本DMAT隊員
二河 絵美 氏
（公立那賀病院）

研修担当者

実務研修
・看護記録
・看護職が扱う医療機器の取り扱い（輸液ポンプ、酸素吸入等）
・看護技術（採血、注射、輸液、吸引、褥瘡ケア等）

院内感染防止策の実際
医療事故防止策の実際

採血練習キットを使って
気軽に技術演習してみませんか
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目　的 ： ①未就業看護職員の再就業促進と包括的相談支援
　　　    ②求職者と求人施設のナースセンターの認知促進と登録･推奨
対象者 ： 看護職有資格者、看護学生、看護に関心のある方、看護職の求人施設

ナースのお仕事相談

開催日時

毎月第1・3水曜日
13：30～ 15：30

073-483-0234
073-483-1005

073-483-0234
073-483-1005

0739-22-2626
①番窓口 職業相談部門

10月19日･11月2日･11月16日･
12月7日･12月21日･1月18日

ハローワーク橋本
橋本市東家5丁目2番2号

離職時等の
届出も
できます！

ハローワーク和歌山
和歌山市美園町5丁目4-7

地　区

■サテライト

橋本地区

毎月第2・4金曜日
13：30～ 15：30

10月28日･11月11日･11月25日･
12月9日･1月13日･1月27日和歌山地区

毎月第2・4火曜日
13：30～ 15：30

10月25日･11月8日･11月22日･
12月13日･12月27日･1月10日田辺地区 ハローワーク田辺

田辺市朝日ヶ丘24の6

開催場所 予約電話番号

開催日時

毎月第2・4火曜日
9：00～ 11：00

073-483-0234
073-483-1005

073-483-0234
073-483-1005

073-483-0234
073-483-1005

10月25日･11月8日･11月22日･
12月13日･12月27日･1月10日

ハローワーク海南
海南市船尾186-85

ハローワーク湯浅
有田郡湯浅町湯浅2430-81

地　区

■巡回相談

海南地区

毎月第1・3木曜日
13：30～ 15：30

10月20日･11月17日･12月1日･
12月15日･1月5日･1月19日湯浅地区

毎月第2・4水曜日
9：00～ 11：00

10月26日･11月9日･12月14日･
2月8日･2月22日･3月8日御坊地区 ハローワーク御坊

御坊市湯川町財部943

開催場所 予約電話番号

＊経験豊かな復職コーディネーターとナースセンターの職員が対応させていただきます。  ＊個別無料相談です。相談内容は秘密厳守です。安心し
てご利用ください。  ＊予約優先制です。開催日直接ハローワークに来所された方は、窓口で予約状況をお尋ねください。

看護師等の離職時等の届出制度が始まって今年の10月1日で1年を迎えます。団塊の世代が75歳以上となる2025年、約200万人の看護
職が必要とされています。厚生労働省の試算では約10万人程度の看護職が不足するとされています。全国の届出者数は30,599人、90
代の方も届け出ています。和歌山県の届出者数は241人（H28.8.31時点）です。和歌山県の届出制度の状況をお知らせします。

◎施設からの届出について
一括届出の協力病院12病院、そのうち9施設が県外、3施設が県内施設です。
また、施設によっては本人に届出票を配布し、本人が必要事項を記入した後、FAX･郵送又は持
参する場合もあります。施設側がFAX等をしてナースセンターに送ってくれる場合もありま
す。これからもご協力いただきますようお願いいたします。

届出制度について

お問い合わせと
お申し込みは…

公益社団法人 和歌山県看護協会 和歌山県ナースセンター
〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂17
TEL.073-483-0234 / 073-483-1005  FAX.073-483-1266

山本
中川
湯浅

ナースセンター登録の意向登録者の年齢 70代 1人
0.41％

30代 72人
29.88％

40代 48人
19.92％

50代 36人
14.94％

希望しない 130人
53.94％

希望する 107人
44.40％

詳しく説明が
聞きたい 4人
1.66％

60代 29人
12.03％ 20代 55人

22.82％
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ふれあい看護体験参加者アンケートの集計結果 （回収：536）

441将来看護師になりたい

看護師を目指そうかどうか迷っている

自分に合った仕事を探している

友達が参加するから

家族に勧められた

その他

82.3

72 13.4

14 2.6

0 0.0

3 0.6

6 1.1

　昨年の「ふれあい看護体験」参加者の80.2％が看護系に進学をしました。今年も夏休み期間、県内52病院で「ふれあい看護体験」
が実施され、高校生を中心とした前年より192人多い536名が参加しました。「ふれあい看護体験」の実施に当たりましては関係施設の
皆様の多大なご協力のもと無事に終了することができました。たくさんの参加者の受け入れをしていただき、心より感謝申し上げま
す。参加者の集計結果をお知らせします。

・看護師さん達の働きをみて、沢山の知識と経験が必要なのだと思いました。集中治療室など重症の患者さんがいるところで、笑顔
を絶やさず仕事をされている看護師さんをみて、重く深刻な気持ちの患者さんに元気になってもらうためには、まず、自分が明るく元
気にいなければいけないのだと学ばせて頂きました。

・一番印象的だったのは、看護師さんが患者さんに声をかけたりお話をしている様子で、たとえ患者さんが話せなくても声をかけ続け
ていたし、会話がとぎれないようにいろんな話題をふっていて仕事は技術だけが大切ではないことがよくわかりました。病院で働くた
めにもっと勉強をがんばろうと思いました。

・今日１日で少し看護師の仕事を見たり体験したりしただけなのにこんなに大変なのだと思ってきつい仕事だと思いましたが、同時に
看護師に対する憧れも強くなりました。自分は高校２年生でまだ可能性があるので今日のような経験はとてもためになりました。これ
から頑張りたいと思いました。

・これから沢山勉強して誰からも頼りとされ、力となるような看護師になりたいです。最後に今日生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこさ
せてもらった瞬間、涙が出そうになるぐらい嬉しくて感動しました。今日１日とても良い経験になりました。ありがとうございました。

・今までとりあえず勉強したらいいと思っていたのですが、今回ふれあい看護体験に参加して「人間の器」を大きくすることが大切であ
ると分かりました。私はこれから人間性を高めるために、人との関わりを大事にして、苦手な人と接したり相手の意見を受け入れるこ
とができる人になりたいと思いました。

・「メチャクチャやることの多い仕事であるが、やってみたい職業であると思った。」「看護師の仕事は簡単にはできない。覚悟が浅かっ
たと思った。でも、絶対看護師になりたい。」と力強い言葉をもらいました。一途な思いに指導者も初心に戻ることが出来ました。

・当院では、学生同士の演習を行い、実際に病棟にでて実際の患者さんで血圧測定をしました。（患者さんの了解のもとで）それが学生
にとってはとてもいい緊張でよかったようです。同様に車椅子の体験もおこない、その後病棟で実際患者に対して行いました。この
経験も車椅子を押す重みが違い、緊張したという意見が多数ありました。いろんなところで気づきと感動をしてもらい、計画した病
院側、そばで指導したスタッフの喜びになったと思います。

・日々の業務に流されがちな毎日の中では、つい看護の本質や自分のやりたかった看護は何だったのかを忘れてしまいそうになる。し
かし、夢を持ち、将来の希望を持って患者様を見つめる高校生の方と関わるうちに、自分が患者様との関わりを楽しめていることに
改めて気づくことができ、本当に良い機会を与えていただいたと思う。

《参加者の感想》

参加動機について

看護分野への進路について

《参加施設の担当者から》

人 %

505大変良かった

良かった

どちらともいえない

よくなかった

94.2

27 5.0

4 0.7

0 0.0

参加後の感想
人 %

468ぜひ進みたい

興味はあるがまだわからない

どちらともいえない

進みたくない

ぜひ進みたい

進みたくない

87.5

56 10.5

9 1.7

2 0.4

（未回答：1）

人 % 興味はあるが
まだわからない

どちらともいえない
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「一緒に働きませんか」
ナースセンターに求人を出してくださっている施設様のご紹介をさせていただきます。

「生活の再構築を目指す」リハビリ看護は看護の原点
　琴の浦リハビリテーションセンターは病院（一般病棟48床、回復期リハビリテーション病棟60床）と障害
者支援施設50床、介護老人保険施設98床、その他施設を併設しています。多様な働く職場があるので、
自分の希望する看護ができるのではないでしょうか。すべての職場共通として、生活の再構築と1日でも
早い社会復帰をめざし安心と安全の医療・ケアを提供したいと思っています。
　『生活の再構築を目指す』リハビリ看護は看護の原点です。患者・家族の方はもちろん、職員にも『琴の
浦にきて良かった』と思える職場をめざします。福利厚生としては24時間の保育所や職員寮を完備し、働
き続けられる職場環境です。看護スタッフはもちろん他職種ともチームワークばっちりです。一緒に楽し
く働きましょう！

琴の浦リハビリテーションセンター付属病院 看護部長  柳 美紀

「心のこもった良質の医療・福祉サービスを実施し、地域に貢献します。」に取り組む
　当院は、湯浅町にあり、海南湯浅道路の有田インターから5分のところにあります。
　済生会医療福祉センターとして、病院、訪問看護ステーション、老人保健施設のライフケア有田、居宅支
援事業所、通所介護なでしこがあります。
　病床は、一般病棟（7対1）・回復期病棟・療養病棟の184床です。病院の理念「心のこもった良質の医
療・福祉サービスを実践し、地域に貢献します。」に職員一同取り組んでいます。　
　直近11年間、新卒看護師の離職者はいません。3交代と一部2交代を取り入れ、夜勤専従もあり、ライフ
スタイルに応じて選択可能です。スタッフが、自分の長所を伸ばし、助け合いながらお互いに成長できる
ことを目指しています。病院及び看護部の詳細は、「済生会有田病院」のホームページでご確認できます。
お問い合わせは、看護部長 小原にお気軽にお電話ください。

済生会有田病院 看護部長  小原 喜代子

やわらかな態度で寄り添う看護師を目指して
　2016年6月から病床数が280床になり、HCU・療養病床が新しく稼動を始めました。急性期から回復
期、慢性期そして長期療養へと提供できる医療の幅が広がりました。地域の中で安心して生活していた
だけるよう訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・デイケア等在宅部門も併設しております。
　看護部では、“やわらかい態度で寄り添う看護師”を目指して、穏やかに安心して療養していただける環
境作りと、思いやりのある優しい看護の提供に取り組んでいます。教育体制では、新人看護職員には1年
を通しチームで関わる教育体制をとっています。また、多様な経験に応じた継続教育と、キャリアアップの
ための支援と、ワークライフバランスを重視した“働く自分・生活を楽しむ自分作り”を大切にしています。
　紀和病院は、常に前進しながら、職員が輝き、誇りを持てる病院でありたい。私たちと一緒に輝きませ
んか！

「ワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ」プログラム1日目の講
義では「WLBの取り組み好事例」と題して医療勤務環境改善アドバ
イザーの雑賀忠仁氏が8施設の好事例を取り上げました。ある施
設では看護職離職率30％から5年で10％台に改善。現在、看護職
の採用応募が増加しています。増加した理由は短時間正職員制度
の取り組みなど、「働く人を大事にしてくれる病院」と看護職が感じ
たことが主な理由だったとのことでした。
講義の最後に平成26年度開設された和歌山県医療勤務改善支援
センターを紹介。
2日目は参加病院の取り組みが発表されました。（写真右）

紀和病院 副院長  岩﨑 留美

平成28年度「ワーク・ライフ・バランス推進ワークショップ」プログラムが開催されました。

9月13日（火）
9月14日（水）
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掲載されている施設の詳細情報の問い合わせ、面接希望については、ナースセンターにご連絡ください。求人情報
地区 勤務地名 勤務地 募集資格 雇用形態 保育所

橋本・伊都

和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺 看 常
橋本市民病院 橋本市小峰台 看 常 有
紀和病院 橋本市岸上 看・准 常・非 有
山本病院 橋本市東家 看・准 常・非
愛光園訪問看護ステーション 伊都郡かつらぎ町佐野 看・准 常
介護老人保健施設 アメニティ かつらぎ 伊都郡かつらぎ町妙寺 看・准 常・非
介護老人保健施設 博寿苑 橋本市東家 看・准 非
地域密着型特定施設はるすの郷・神野々 橋本市神野々 看・准 常・非
JOY 楽園 橋本市胡麻生 看・准 非

紀の川・岩出

名手病院 紀の川市名手市場 看・准 常・非 有
富田病院 岩出市紀泉台 看・准 常 有
貴志川リハビリテーション病院 紀の川市貴志川町丸栖 看・准 常 有
稲穂会病院 紀の川市粉河 看・准 常・非
在宅総合ケアセンター 赤ひげ 紀の川市桃山町市場 看・准 常
和歌山つくし医療福祉センター 岩出市中迫 看 常 有
浅江胃腸科 紀の川市貴志川町 看・准 常・非
北山産婦人科クリニック 紀の川市貴志川町 看・助 常・非
介護老人保健施設やすらぎ苑 岩出市清水 看・准 常
介護老人保健施設 やよい苑 岩出市中迫 看・准 常
トータルケアセンターなだい 紀の川市下井坂 看 常
岩出保健所 岩出市高塚 保 非
特別養護老人ホーム 高陽園 紀の川市上田井 看・准 常・非
訪問看護ステーション騏驎 紀の川市粉河 看・准 常
介護老人老人保健施設さくらの丘 紀の川市黒土 看・准 常
聖アンナ老人訪問看護ステーション 紀の川市貴志川町上野山 看 常
訪問看護ステーションやよい 岩出市中迫 看・准 常・非 有
正司歯科クリニック（訪問看護ステーション） 紀の川市桃山町市場 看・准 常
どばしクリニック胃腸呼吸器科外科 紀の川市北勢田 看 非

和歌山市

和歌山県立医科大学附属病院 和歌山市紀三井寺 看・助 常 有
済生会和歌山病院 和歌山市十二番丁 看 常・非
和歌山生協病院 和歌山市有本 看・准 常 有
琴の浦リハビリテーションセンター付属病院 和歌山市毛見 保・看・准 常・非 有
中谷病院 和歌山市鳴神 看 常・非 有
向陽病院 和歌山市津秦 看・准 常・非 有
誠佑記念病院 和歌山市西田井 看 常 有
角谷整形外科病院 和歌山市吉田 看・准 常
角谷リハビリテーション病院 和歌山市納定 看・准 常
藤民病院 和歌山市塩屋 看 常
中江病院 和歌山市船所 看 常 有
和歌浦中央病院 和歌山市塩屋 看・准 常・非 有
河西田村病院 和歌山市島橋東ノ丁 看・准 常 有
愛徳医療福祉センター 和歌山市今福 看 常・非 有
宇都宮病院 和歌山市鳴神 看・准 常・非
浜病院 和歌山市吹上 看・准 常・非
やすだ堀口記念病院 和歌山市本町 看 常 有
今村病院 和歌山市砂山南 看・准 常・非
宇治田循環器内科 和歌山市榎原 看・准 常
稲田病院 和歌山市和田 看・准 常
福外科病院 和歌山市和歌浦東 看・准 常・非
上山病院 和歌山市内原 看・准 常
和歌浦病院 和歌山市和歌浦東 看・准 常・非
西和歌山病院 和歌山市土入 看・准 常
中谷医科歯科病院 和歌山市屋形町 看・准 常・非
かさの医院 和歌山市神前 看・准 常・非
岩橋産婦人科 和歌山市関戸 看・准 常・非
長谷川内科医院 和歌山市栄谷 看・准 非
月山チャイルドケアクリニック 和歌山市小松原通 看 常・非
綿貫第二クリニック 和歌山市北野 看・准 常
眼科松本クリニック 和歌山市湊桶屋町 看・准 常
喜多クリニック 和歌山市小松原通 看・准 常・非
しおたに循環器科内科クリニック 和歌山市三葛 看・准 非
いまえクリニック 和歌山市加納 看・准 常・非
やなせ整形外科 和歌山市次郎丸 看・准 常・非
たまい内科 和歌山市紀三井寺 看・准 非
はまだ産婦人科 和歌山市島 助・看・准 常・非
なんぶ胃腸科内科 和歌山市六十谷 看・准 非
和歌山県赤十字社血液センター 和歌山市西和佐 看 非
御前内科 和歌山市東紺屋町 看・准 非
和歌山県国民健康保険団体連合会 和歌山市吹上 保 非
日鉄住金物流会社 和歌山市湊 保 常
星野胃腸クリニック 和歌山市友田 看・准 常
池田クリニック 和歌山市吉田 看・准
はやし整形外科 和歌山市和歌浦西 看・准
坂田内科 和歌山市坂田 看・准
クリニック三木 和歌山市粟 看・准 非
産婦人科マイクリニック 和歌山市本町 助・看・准 常・非
訪問看護ステーション みやがわ 和歌山市布施屋 看・准 非
訪問看護ステーション ハッピーライフ 和歌山市金屋 看 常・非
訪問看護ステーション フロムはーと 和歌山市布施屋 看・准 常・非
訪問看護ステーション 桔梗 和歌山市鳴神 看 常・非 有
愛ケアサービス 訪問看護ステーション 和歌山市田中町 看 常
訪問看護ステーション 心晴 和歌山市鳴神 看・准 常
訪問看護 つばさ 和歌山市木ノ本 看・准 常
訪問看護ステーション ハーモニー 和歌山市秋月 看・准 非
まつい訪問看護ステーション 和歌山市砂山南 保・看 常・非
セントケア訪問看護ステーション 城北 和歌山市東布経丁 看・准 常・非
訪問看護ステーション かせいたむら 和歌山市島橋東ノ丁 看 常 有
スミヤ訪問看護ステーション 和歌山市納定 看・准 常
訪問看護ステーション 福慈会 和歌山市和歌浦東 看・准 常
訪問看護ステーション かがやき 和歌山市秋月 看・准 常
株式会社鼎コーポレーション 和歌山市向 看 常
訪問看護ステーション井上ケアサービス 和歌山市湊 看・准 非
訪問入浴サービス あやめ 和歌山市伊太祈曽 看・准 非
リトルバード 訪問入浴センター 和歌山市六十谷 保・看 常・非
パリエ訪問看護ステーション和歌山 和歌山市友田町 看・准 非
イーリスリハビリディサービス 和歌山市新中通 看・准 常
いろはディサービス中島 和歌山市中島 272 看・准 非
憩いの郷 和歌山市加納 看・准 常
はるす・訪問入浴サービス和歌山 和歌山市関戸 看・准 非
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掲載されている施設の詳細情報の問い合わせ、面接希望については、ナースセンターにご連絡ください。求人情報 地区 勤務地名 勤務地 募集資格 雇用形態 保育所

和歌山市

セントケア紀三井寺（訪問入浴） 和歌山市紀三井寺 看・准 常・非
介護老人保健施設 サニーホーム 和歌山市毛見 保・看・准 常・非 有
介護老人保健施設 パインドーム 和歌山市松江東 看・准 常・非 有
介護老人保健施設 こすも 和歌山市つつじが丘 看・准 常
介護老人保健施設 ラ・エスペランサ 和歌山市中島 看・准 常・非
介護老人保健施設 松寿苑 和歌山市北ノ新地 看・准 常
介護老人保健施設 和歌川苑 和歌山市和歌川町 看・准 常
特別養護老人ホーム ソンリッサきみさと 和歌山市つつじが丘 看・准 常・非
特別養護老人ホーム 君里苑 和歌山市木ノ本 看・准 常・非
特別養護老人ホーム あんず苑 和歌山市東田中 看・准 常
特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム 和歌山市和佐中 看・准 常・非
特別養護老人ホーム アンシアナトー 和歌山市松江東 看・准 常・非
スミや プチパレス紀三井寺（特別養護老人ホーム） 和歌山市紀三井寺 看・准 常
ニチイケアセンター木の国ありもと 和歌山市有本 看・准 常・非
サンオーク紀伊（地域密着型特定施設） 和歌山市北野 看・准 非
サンモールあおい介護サービス付高齢者賃貸住宅 和歌山市和佐関戸 看・准 常
サービス付き高齢者向け住宅ピュアネス野崎 和歌山市野崎 看・准 常・非
デイサービス たいさんぼく 和歌山市満屋 看・准 常・非
デイサービス てんとうむし 和歌山市中之島 看 非
デイサービス てんとうむしⅡ 和歌山市布施屋 看 非
デイサービス わをん 和歌山市吐前 看・准 常
デイサービス よしはら 和歌山市吉原 看・准 非
ライトハウス西浜 和歌山市西浜 看・准 非
ライトハウス黒田 和歌山市黒田 看・准 非
ジョイフルホーム やつなみ（デイサービス） 和歌山市西庄 看・准 非
まつい訪問看護ステーションキュアルーム（デイサービス） 和歌山市砂山南 看・准 非
ツクイ和歌山中之島（デイサービス） 和歌山市中之島 看・准 常
琴の浦リハビリテーションセンター障害者支援施設 和歌山市毛見 保・看・准 非 有
セントケア中之島（グループホーム） 和歌山市中之島 看・准 常・非
和歌山市生活支援課 和歌山市七番町 保・看 非
和歌山市西保健センター 和歌山市松江 保
株式会社 ニチイ学館 和歌山支店（その他） 和歌山市美園町 保・助・看・准 常
特定非営利活動法人みんなで、はーと to わん 和歌山市南出島 看・准 非
地域包括支援センター西脇 和歌山市西庄 保 常・非
地域包括支援センター木本 和歌山市古屋 保 非
地域包括支援センター喜成会 和歌山市北野 保 常

海南・海草

海南医療センター 海南市日方 看 常・非
恵友病院 海南市船尾 看・准 常・非 有
石本病院 海南市船尾 看・准 常
谷口病院 海南市日方 看・准 常
辻整形外科 海南市築地 看・准 常・非
笠松病院 海南市船尾 看 常・非
田尻内科胃腸科 海南市野上 看・准 非
谷田クリニック 海草郡紀美野町 看・准 非
木村医院 海南市沖野々 看・准 非
訪問看護ステーション 天美 海南市七山 看・准 常
介護老人福祉施設 緑風苑 海南市孟子 看・准 常
介護老人保健施設 カルフール・ド・ルポ 海南市築地 看・准 常
特別養護老人ホーム 天美苑 海南市七山 看・准 常・非
特別養護老人ホーム かぐのみ苑 海南市下津町丸田 看・准 常・非
特別養護老人ホーム やすらぎ園 海草郡紀美野町 看・准 常・非
訪問看護ステーション 海南 海南市築地 看・准 非
さくら会（訪問看護ステーション） 海南市名高 看・准 常
きのくにリハビリ訪問看護ステーション 海南市重根 看・准 常・非
太陽の丘（社会福祉施設） 海南市上谷 看・准 常
国保野上厚生総合病院 海草郡紀美野町 看 常
国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 海草郡紀美野町 看 常

有田

済生会有田病院 有田郡湯浅町吉川 看 常
有田市立病院 有田市宮崎町 看 常・非
有田南病院 有田郡吉備町小島 看・准 常
西岡病院 有田郡有田川町小島 看・准 常
桜ヶ丘病院 有田市宮崎町 看・准 常
デイサービスあすなろ 有田市港町 看・准 非
健輝苑 有田川 有田市下中島 202-1 看・准 常
訪問看護メンタルサポートワン 有田郡有田川町 看・保 常
特別養護老人ホーム 寿楽園 有田郡有田川町 看・准 常
デイサービスびっくり ORANGE 有田市初島町里 看・准 常・非

御坊・日高

国保日高総合病院 御坊市薗 助・看・准 常・非
国立病院機構和歌山病院 日高郡美浜町和田 看・准 常・非 有
北出病院 御坊市湯川町財部 看・准 常 有
有限会社 ヒューマンキタデ 御坊市湯川町財部 看・准 常
特別養護老人ホーム カルーフル・ド・ルポ印南 日高郡印南町山口 看・准 常
特別養護老人ホーム 美山の里 日高郡日高川町 看・准 常
デイサービスほのか 日高郡由良町 看・准 常
イクルみなべ（デイサービス） 日高郡みなべ町東吉田 看・准 非

西牟婁・田辺

国保すさみ病院 西牟婁郡すさみ町周参見 看・准 常
独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター 田辺市たきない町 助・看 常・非 有
白浜はまゆう病院 西牟婁郡白浜町 看・准 常・非
玉置病院 田辺市上屋敷 看・准 常・非
田辺中央病院 田辺市南新町 看・准 常・非
南紀医療福祉センター 西牟婁郡上富田町 看・准 常
外科内科辻医院 田辺市上屋敷 看・准 常
おかもと内科クリニック 田辺市末広町 看・准 常
竹村医院訪問看護ステーションエンジェル 田辺市東山 看・准 常
真貴診療所 西牟婁郡白浜町堅田 看 常
榎本産婦人科 田辺市湊 看・准 常・非
ニチイケアセンター田辺訪問看護ステーション 田辺市稲成町 看・准 常・非
株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア（相談・指導） 田辺市西牟婁郡周辺 保・看 非
介護老人保健施設 自彊館 田辺市たきない町 看・准 常・非
介護付有料老人ホーム 鯨洋 田辺市神島台 看・准 常・非
介護老人保健施設 けんゆう苑 西牟婁郡すさみ町 看・准 常・非
特別養護老人ホーム 龍トピア 田辺市龍神村 看・准 常
特別養護老人ホーム 愛の園 西牟婁郡上富田町生馬 看・准 常
特別養護老人ホーム 鮎川園 田辺市鮎川 看・准 常

東牟婁・新宮 日比記念病院 東牟婁郡那智勝浦町朝日 看・准 常・非
新宮病院 新宮市仲之町 看・准 常
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和歌山県
看護研修センター

和歌山県ナースセンターのご案内（ご相談・お問い合わせは下記まで）

ナースセンターからのお知らせ

公益社団法人 和歌山県看護協会

和歌山県ナースセンター
〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂17番地（海南インテリジェントパーク内）

TEL.073-483-0234
        073-483-1005
FAX.073-483-1266
e-mail = wakayama@nurse-center.net
●相 談 日=月曜日～金曜日（祝祭日･お盆･年末年始除く）
●相談時間=【午前】9:30～12:00 【午後】13:00～16:30

予約の方を
優先していますので、

お越しになる前にお電話で
ご一報ください。

■ナースセンター担当者より【編集後記】

バスをご利用の場合 海南市りんかんコミュニティーバス北野上線利用
JR紀勢本線海南駅よりバスで12分 インテリジェントパーク下車（バス時刻を必ずご確認ください）

車をご利用の場合 阪和自動車道 海南東インターチェンジより数分

タクシーをご利用の場合 JR紀勢本線海南駅よりタクシーで7分

★求人登録施設様へ
◎ナースセンターだよりの「求人情報」に掲載されていない施設様は、登録の期限が切れています。
　引き続き求人が必要な場合･すでに充足されている場合･条件を変更される場合などは、お手数ですがナースセンターまで
　ご一報ください。
◎新規の求人も是非ナースセンターをご活用ください。
＊届出制度がはじまりました。離職される方には届出を適切に行うようご支援よろしくお願いします。ご不明な点はナースセンターに
　お問い合わせください。

★求職登録者様へ
◎来所･電話･メールで相談を受け付けています。メールの際は必ずフルネームをご記載ください。
◎求人情報は、来所して求人カードを閲覧するか、eナースセンター（ホームページ）で検索し、情報収集をしてください。eナースセンターのご利
　用について不明な点は、ナースセンターにお問い合わせください。なお、遠方の方には、電話･FAX･郵便などでも求人情報を提供いたします。
　ご相談ください。
◎求人情報は変化しています。充足している場合もありますのでご了承ください。
◎就業が決まった場合、住所や連絡先が変わった場合は、必ずナースセンターにご連絡ください。
◎ナースセンターに登録後、活用されていない方がたくさんいらっしゃいます。利用の仕方がわからないなど、ご質問はご遠慮なくどうぞ。皆様
　からのご連絡をお待ちしております。 
＊届出制度がはじまりました。対象者の方は届け出をしていただきますようお願いします。ご不明な点はナースセンターにお問い合わせください。

ナースセンターでは、届出制度、「eナースセンター」に登録してくださった個人情報をもとに、急募求人・研修のご案内を、ご連絡させていただいています。ぜひ、ご
登録お願いいたします。「ナースのお仕事相談」は県内6ヶ所のハローワークで開催しています。お仕事についての登録だけではなく、看護の仕事に関する悩みも
受けています。話すことで心の整理がついたり、重い気持ちが少し軽くなる場合もあるかもしれません。ナースセンターでの登録や相談については、情報を第三
者に開示や提供することは一切ございません。ご安心してご利用ください。お待ちしています。

看護師の離職時等の届出制度 / 届出しましょう！

看護職の離職時等の届出がWebサイト上でできるサー
ビスです。保健師、助産師、看護師および准看護師の免
許を持つ本人が、登録して利用することができます。PC・スマートフォンからどうぞ！

インターネットの利用環境がない方は書面での届出も可能です。和歌山県ナースセンターにお問
い合わせください。
TEL.073-483-0234 / 073-483-1005　FAX.073-483-1266

とどけるん 検 索


