
不安なく再就業するためにセミナーや病院、訪問看護ステーショ
ンでの実践研修等を行っています。悩んだらまずはお気軽にご相
談ください。

復職支援研修
看護職員の働き続けられる職場づくり支援のための相談やアドバ
イザー派遣等を行っています。

働き続けられる職場環境づくり

看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの事項を都道府
県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。
（平成 27年 10月～）

　広島県ナースセンターでは、今年度も看護職確保のための「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて、無料職
業紹介を始め、研修、相談、広報等を行っています。
　まだまだ新型コロナウイルス感染症への対応が続いており、ワクチン接種の業務に従事する潜在の看護師さんの力が必要に
なっています。看護師免許をお持ちで就業されていない方は、是非復職について広島県ナースセンターにご相談ください。

看護師等届出制度
専任の看護職相談員がきめこまやかに相談をお受けしています。
お気軽にご利用ください。

看護職の求職・求人相談（無料職業紹介所）

広島県健康福祉局　医療介護人材課からのお知らせ

看護師等届出制度のお知らせ
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　看護職は離職時などに住所、
氏名、免許番号などの事項をナー
スセンターへ届け出ることが努
力義務化されました。
　ナースセンターは、届け出た
方を対象に復職や就業相談、各
種イベントの紹介をしています。

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/
※専用の届出票に必要事項を記入し、広島県ナースセンターへ直接提出
　していただくことも可能です。
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⇩アクセス！

新型コロナウイルスワクチン接種に関する研修会　開催報告

講　師 桑原 正雄先生（広島県感染症・疾病管理センター センター長）

会　場 広島県看護協会会館

内　容 感染症専門医による講義と、動画視聴・シミュレーターを
使った筋肉注射手技確認

日　程 令和３年５月 17日（月）13：30～ 15：30

参加者 WEB参加４名を含む 24名

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、潜在看護師の方を中心にワクチンについての知識・技術を
学ぶ研修会を開催しました。     

　県では、令和３年３月以降新型コロナウイルス感染症患者等に対応した医療関係者に対して特殊勤務手当等を支給する医療機関への支援を行
います。補助対象となる医療機関については、①帰国者・接触者外来を設置する医療機関、②感染症指定医療機関、③新型コロナウイルス感染症
患者に係る入院協力医療機関、④「診察・検査医療機関」のA又は Bに指定されている医療機関、の４種類になります。
　現在広島県医療介護人材課のホームページにて今後のスケジュールや申請様式等詳細を掲載しておりますので、「新型コロナウイルス感染症
医療従事者支援事業について」というページをご覧ください。

　ひろしまナースネットは看護の総合情報サイトです。看護職の魅力を紹介する
ムービーや、看護の楽しさがわかるリレーメッセージ、広島県内の病院情報検索
等役立つ情報が満載です。ぜひご活用ください。

　参加者からは「わかりやすかった」「演習ができてよかった、
不安が軽減した」という声がありました。

新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当補助金支援事業について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/iryou-tokusyukinmu.html

情報サイト
「ひろしまナース♥ネット」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nurse-net



広島県ナースセンター・サテライト福山

看護職の求職・求人相談 復職支援研修
・人材を求める施設の採用担当者と復職を目指す看護職、看護学生
の方が気軽に面談できます。

　事前の申し込みは不要。お気軽にご参加ください！

・技術に不安のある方を対象にシミュレーターを使って採血や吸引の看護技術の研修を
しています。

・県内の病院等で最新の医療・看護に関する講義や技術演習を行います。

　看護職さん同志の交流、フラワーアレンジメ
ント教室、就業の相談、市の担当者から子育て
のサポート案内等を行います。

・病院や訪問看護ステーションで
実践研修を行います。

産業カウンセラーによるカウンセリングを行っています。
安心して働くために小さな不安も気軽に相談ください。
（無料・相談内容守秘）

【開催日時】2021年9 月 23日（木）13：00～15：30
【開催場所】広島県看護協会 
※サテライト福山でも開催予定です。

・講師の先生から履歴書等の書き方、面接のポイントなどを指導いた
だけます。

【開催日時】13：30～15：30

【開催日時】10：00～16：00

【開催日時】10：00～ 12：30

・各地に相談員が出向き、求職・求人相談を行います。
【開催日時】13：30～15：30 

（無料職業紹介所） 離職中の看護職の方へ復職の
サポートを行っています。

今年度からシミュレーター研修やカウンセリングをサテライト福山でも
受けることができるようになりました。ぜひご利用ください。

子育て等で離職中の方子育て等で離職中の方
いきいき子育てママのナースカフェ

・各ハローワークに相談員が出向き、求職・求人相談を行います。
【開催日時】

離職中の看護職の方との情報交換の場として予約なしで先輩ナース
や仲間と気軽に相談できます。
【開催日時】13：30～ 15：30 ※東区は 10：00～ 12：00

お休みナースのゆっくりカフェ

看護職員の相談窓口

サテライト福山　　　　TEL：084－973－5122
日時：第 4金曜日　14：00～ 16：00（予約制） 
※都合により変更になる場合があります。

広島県ナースセンター　TEL：082－208－2209（予約専用電話）
日時：第 1・3金曜日　13：00～ 16：00（予約制）

※9：30～11：30

※9：30～11：30

※5月20日時点での開催市町です。

※新型コロナウィルス感染症の状況により、延期・中止になる可能性があります。

開催場所 日　　程開催市町

中　　区

安佐南区

安 芸 区

呉市役所　7階　会議室 754
尾道市総合福祉センター 4階　集団指導室
福山市西部市民センター　第 1学習室
みよしまちづくりセンター 1階　会議室
東広島市役所　本館会議室 303
山崎本社みんなのあいプラザ　健康指導室
海田町保健センター
大崎上島町東野保健福祉センター　相談室

中区厚生部　3階　小会議室

安佐南区役所　3階　第 6会議室

安芸区総合福祉センター　1階　相談室

呉　　　市
尾　道　市
福　山　市
三　次　市
東 広 島 市
廿 日 市 市
海　田　町
大崎上島町

毎月 第 2/ 第 4金曜日
13：30～15：30

※7月は第 2・第 5金曜日
令和 4年 2月は第 1・第 4金曜日

広島県看護協会
●採血　●吸引

奇数月　第 2木曜日
10：00～12：00

7/8・9/9・11/11・
令和４年 1/13・3/3
※令和 4年 3月は第 1木曜日

市立三次中央病院
●採血・点滴　
●吸引　●感染対策

毎月　第 4金曜日
10：00～12：00

6/25・7/30・8/27・9/24・10/22・
11/26・12/24・
令和４年 1/29・2/25・3/25
※7月は第 5金曜日

福山
すこやかセンター
●採血　

会　　場

会場・内容 日　　程

コース 日　　程

広島大学病院

呉医療センター
福山市民病院

3日間コース

1日コース
1日コース

7/14（水）～16（金）
11/17（水）～19（金）
9/16（木）・11/25（木）・1/20（木）
9/2（木）・12/9（木）・2/3（木）

中区
安佐南区
東区

JMSアステールプラザ
安佐南区民文化センター
東区地域福祉センター

東広島市役所本館

8/27（金）
 10/8（金）
6/9（水）
12/8（水）
9/22（水）

・11/10（水） 

会　　場 日　　程
 第 3火曜日 10：00～15：00
 第 2火曜日 9：30～11：30
 第 2水曜日 13：30～15：30
 偶数月　第 3月曜日 13：30～15：30
 第 1水曜日 13：30～15：30
 奇数月　第 1火曜日 13：30～15：30
 偶数月　第 2火曜日 13：30～15：30
 奇数月　第 1金曜日 13：30～15：30
 第 2・4火曜日 13：30～15：30
 偶数月　第 4月曜日 9：30～11：30

7/1（木）・9/2（木）・11/4（木）
令和４年 1/27（木）・3/3（木）

8/23（月）・11/8（月）・
令和４年 2/14（月）

8/25（水）・11/10（水）・
令和４年 2/2（水）

広島市総合福祉センターBIG FRONTひろしま　6階
広島県看護協会　5階　研修室
呉市役所　5階 501
福山すこやかセンター　2階　地域ケア研修室
みよしまちづくりセンター　1階　会議室
東広島市役所　本館　3階　会議室 303
山崎本社みんなのあいプラザ　2階　健康指導室

開催市町 開催場所 日　　程

会　　場 日　　程

会　　場 日　　程

 7/ 26 （月）
 11/ 30 （火）
 10/ 29 （金）
 10/ 1 （金）
 8/ 19 （木）
 9/ 6 （月）
 12/ 10 （金）

呉　　市

尾 道 市

福 山 市

三 次 市

東広島市

廿日市市

中区

安佐南区

8/27（金）・ 10/ 29（金）

8/18（水）・ 10/ 8（金）

9/15（水）・ 10/ 25（月）

8/31（火）・ 10/ 13（水）

8/25（水）・ 10/ 22（金）

8/19（木）・ 9/ 29（水）

9/22（水）・ 10/ 21（木）

8/11（水）・ 12/ 10（金）

JMSアステールプラザ
4階　美術工芸室
安佐南区民文化
センター大会議室
呉市役所　7階　
754会議室
尾道市総合福祉センター
4階　集団指導室
福山すこやかセンター
2階　地域ケア研修室
みよしまちづくり
センター
東広島市役所本館
3階会議室 303
山崎本社　みんなの
あいプラザ会議室

広
島
市

広 島 市

呉　　市
福 山 市
三 次 市
東広島市
廿日市市

ハローワーク広島
ハローワーク広島西条
ハローワーク呉
ハローワーク尾道
ハローワーク福山
ハローワーク三原
ハローワーク三次
ハローワーク可部
ハローワーク広島東（予約制）
ハローワーク廿日市

広
島
市

広
島
市

 9/ 15 （水）
 10/ 13 （水）
 9/ 27 （月）
 9/ 29 （水）
10/ 21 （木）
 8/ 11 （水）
10/ 15 （金）
 9/ 30 （木）

東広島市

託児のみ要予約

●看護職のための就業相談会 ●シミュレーター研修開催日程

●事前研修開催日程

●実践研修

●看護職の再就職支援セミナー

●市町出張相談

●ハローワーク出張相談

NEW

NEW


