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平成30年度ナースバンク登録者の年代別おもな就職先施設（上位５位）

明治神宮外苑 いちょう並木

表紙の写真

　青山通りから絵画館に向かってまっす
ぐ４列に連なるいちょう並木は、四季
折々に美しい景観を見せてくれる都心
の名所です。とくに11月中旬から12月
にかけては黄金色に色づき、多くの人が
散策に訪れます。

つれづれ・・・・

　今年の4月、東京都看護協会の新築移転に伴い、ナースプラザも西
新宿の新会館に引っ越して5ヵ月、最初の秋を迎えようとしています。
　新しい元号「令和」は、あっという間に市民権を得たように思いま
す。言葉の響きとその意味が美しく、希望に満ちたものとして受け入
れられたためでしょうか。
　令和元年、「明日への希望」と「眠っていた免許証」を持って、採用面
接に出かけてみてはいかがですか。

検索東京都ナースプラザ

np@np-tokyo.jpＥ メール
https://www.np-tokyo.jp/ホームページ

平成30年度eナースセンターにご登録いただいた看護職が就職した施設の内訳を年代別にご紹介します。

ライフステージに合わせた働き方があります。
20代では病院で看護職としてのキャリアを積み、30代～40代の子育て世代は夜勤のない職場が人気。
50代は今までのキャリアを活かした働き方や、キャリアチェンジをして長く看護職として働く道、人それぞ
れ多様な選択をしています。
60代になってもデイサービスや診療所などで看護職を継続し活躍しています。
40代、50代からセカンドキャリアを見据えた準備も大切です。一生、ナース！を目指してください。
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●都営大江戸線 西新宿五丁目駅 出口A1・A2から徒歩4分
●東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 2 番出口から徒歩10分

所在地：新宿区西新宿 4-2-19

ナースバンク東京 東京都看護協会会館２階

●JR中央線・青梅線・南武線 立川駅北口から徒歩 7 分
●多摩都市モノレール線 立川北駅から徒歩 7 分

所在地：立川市曙町1-21-1ユニゾ立川ビル 6 階
ナースバンク立川
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東京都ナースプラザでは、就業中、離職中の看護職のスキルアップを目指し、2019年度は総研修
科目数55科目、総定員4,004名にも及ぶ、さまざまな研修が開催されています。

　2019年度の「心電図の読み方・とり方」の研修
は、年4回開催されます。今回は定員30名のところ
102名の応募があり、32名が参加しました。今回の
講師は冷水育先生と松本美保先生でした。
　研修は心電図をとるシミュレーションから始まりま
した（写真　）。次に、「心電図とは何か」、「心臓の
ポンプ機能は何か」についてグループワークを踏ま
えた講義で知識を深めました。その後、机上シミュ
レーションでさまざまな症例の心電図波形を参考図
書や資料を見ながらみんなで考え、不整脈の病態
を理解したうえで対応を学びます（写真　）。
　最後は、患者さんの症状からさまざまな状況を予
測し、観察結果と心電図から状態をアセスメントし
看護を考えるシミュレーションを実施しました。（写真
　）。
　このように、症例を基にグループディスカッションや
シミュレーション教育を取り入れたアクティブ・ラーニ

ングが、この研修の魅力です。
　最後に冷水先生は、「最初は、みなさんから『心
電図が大嫌い』というオーラが出ていましたが、午
後からは一生懸命に心電図を見るようになったこと
が、とてもうれしいです」と感想を述べ、1日に及ぶ研
修が終わりました。

心電図の読み方・とり方仕事力をつける！
ーシリーズー

実技研修

心電図が苦手な人が多いのですが、臨床
において心電図はとても大切です。看護
師として心電図をどう学ぶか、そして学ん
だ知識をどのように、患者さんのケアに
活かしていくかというところを、ぜひこの
研修に参加して感じとってください。

～臨床に繋がる！患者に
   繋がる心電図学習～

まずは、シミュレーションで心電図
のとり方（電極の位置など）を復習

1

1

2

3

午後からは松本美保先生（右）が講師を務める講
義も。真剣な中にも時には笑いが起こる楽しい内
容です。

2

「胸が苦しい」と訴える患者さんの状態を観察し
アセスメント・ケアに繋げます。

3

第2四半期▶9月26日・木曜日
第3四半期▶12月5日・木曜日
第4四半期▶2月26日・水曜日

「心電図の読み方・とり方」
の今後の予定

時間はいずれも
9:30～16:30

　豊島区では地域包括支援センターを「高齢者総
合相談センター」と呼び、基本の3職種の他に、ケア
マネジャーと見守り支援事業担当を加えた5つの専
門職が、各専門性を発揮しているところが特徴です。
　私の役割でもある医療職としての仕事は、認知症
の重症化防止、介護予防を目的とした高齢者の生き
がいづくり、要支援1・2と判定された方が地域で自立
して生活していくためのプランをつくる「介護予防ケ
アマネジメント」などです。また、地域住民やケアマネ
ジャーなどからのSOSで、医療的な判断を含めた緊
急度の高い相談では、早急に訪問するなど、仕事内
容も多岐にわたります。
　看護師といっても、バイタルを測るなどの直接的な
ケアや処置は1割ぐらいです。多面的な課題のある

入院患者さんや在宅の高齢者が安心の在宅療養
生活を整えられるように、医療と介護の連携がさらに
重要になっています。その人らしい在宅療養に向
け、課題への対応や支援チームを調整する役割が
センターの医療職にも求められています。主となる業
務はその人の、そしてその地域の生活課題を解決
するためのさまざまな関係者をつなぐネットワークづ
くりです。ですからコーディネート力が求められます。
　この仕事で一番大切だと思うことは、「人が好き、
地域にかかわることが好き」であることです。チーム
で協働して問題解決を図り、支援を求める方が「お
かげで頑張れた」と言ってくださった時は、とてもやり
がいを感じます。
　私も専業主婦として仕事から離れていた時期が
ありました。でもその時の経験、子どもを通しての地
域とのかかわりは、今の仕事にとても役立っていま
す。そして復職する時はナースプラザの研修を受け
て知識やスキルを高め、ケアマネジャーの資格も取
得しました。
　看護師は患者さんの病態だけでなく、社会的背景
や家族までも含めた患者さんの全体像をアセスメン
トし、その人の強みを生かしながら必要なサポートに
つなげ、予防的視点でかかわっていくことが得意で
す。その力をぜひ、地域で発揮してほしいです。

冷水育先生
東京医科大学病院シミュレーションセンター　助教
日本NP協議会認定Nurse Practitioner。
三重県立看護短期大学卒業後、東京医科大学病院に
入 職 。救 命 救 急 センター に 十 数 年 勤 務し た 後 に、
2016年にシミュレーションセンターへ。

地域包括支援センターにおける看護師の仕事とは
望む生活に向けて、人と人をつなぎ、地域に貢献

認知症になっても、その人らしい生活が送れるように、
地域住民と関係機関の代表で作成しました。

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安
心して暮らすためのあらゆる相談を受けて支援する身近
な相談窓口です。基本的には社会福祉士、保健師・看護
師、主任介護支援専門員の3職種が専門性を活かし、チー
ムで協働しています。この「保健師・看護師」が医療職とし
てどのような役割を担うのか、その仕事内容とやりがい
についてお聞きしました。

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団 菊かおる園
高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)所長

Interview

前場徳世さん
まえ      ば　  のり      よ

保健師、看護師、主任介護支援専門員。
自衛隊中央病院に勤務後、保健師学校を卒業して練馬区保健所に勤
務。夫の海外転勤で退職し、13年間のブランクを経て、ナースバンク
東京に登録。平成13年ケアマネジャーとなり豊島区在宅介護支援セン
ターに、18年東京都高齢者総合相談センターに勤務。27年から同セ
ンター所長、令和元年より現職。

Profile
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師、主任介護支援専門員の3職種が専門性を活かし、チー
ムで協働しています。この「保健師・看護師」が医療職とし
てどのような役割を担うのか、その仕事内容とやりがい
についてお聞きしました。

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団 菊かおる園
高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)所長

Interview

前場徳世さん
まえ      ば　  のり      よ

保健師、看護師、主任介護支援専門員。
自衛隊中央病院に勤務後、保健師学校を卒業して練馬区保健所に勤
務。夫の海外転勤で退職し、13年間のブランクを経て、ナースバンク
東京に登録。平成13年ケアマネジャーとなり豊島区在宅介護支援セン
ターに、18年東京都高齢者総合相談センターに勤務。27年から同セ
ンター所長、令和元年より現職。

Profile
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　令和を迎え、2019年度の第2回目が、東京西新
宿に移転した東京都ナースプラザの新会館で初め
て開催されました。新会館の1階・大研修室には、参
加40施設のブースが並び壮観です。当日の来場者
は118名。お天気に恵まれたためか、出足も好調で
した。
　面接会ではないので、事前の予約の必要もなく、
みなさん気軽な服装で参加されます。また、会場内
に設けられた「ふれあいコーナー」には、参加施設
のパンフレットや資料が掲示されています。
　ここでは、面談受付を済ませた人が待ち時間を

利用して、あるいはこれから面談施設を決めようと
いう人たちが真剣に情報収集していたり、求職者同
士で就職活動の状況を話し合うなど、活発な情報
交換の場になっていました。
　面談は1対1の横並びで行われます。そのため
「緊張せずに、じっくり話を聞けた」、「やっぱり資料
だけよりも、実際に話が聞けて不安が解消された」
など、毎回、来場者からはとても好評です。
　ぜひ一度、気軽に訪れてみて、情報収集や施設
見学・面接など、次のステップにつなげる場にしてみ
ませんか。

2019年度第2回「ふれあいナースバンク」が
6月14日(金)に開催されました。

時間はいずれも13:30～16:00(受付は15:45まで)。 参加施設は回ごとに異なります。
東京都ナースプラザのホームページからご確認ください。

まずは会場の入り口で受付を。黄色
のウインドベスト姿のスタッフが、場
内をエスコートします。

「ふれあいコーナー」の資料の中
から、面 談 施 設 が 決まったら、面
談 受 付 で 受 付 を 済ませ 、順 番 を
待ちます。

「ふれあいコーナー」には、さまざまな施設のパンフレットな
どの資料が掲示されているので、ここで面談施設を探すことも
できます。

横並びで面談します。面談ブー
スのボードに工夫を凝らした
手 描 き の ポ スター や 写 真 を
貼り、自 施 設 をアピ ー ルして
いる施設もありました。

この日のお土産はトートバッ
グとお煎餅。お煎餅の大きさ
に、みなさん驚きつつも笑顔
で手にして帰られました。

復職支援研修の案内コーナーも設
けられ 、スタッフ2名が来場者の質
問や相談に応じていました。

第3回
2019年

9月5日（木）
立川

第4回
2019年

9月13日（金）
東京

第5回
2019年

11月7日（木）
立川

第6回
2019年

11月15日（金）
東京

第7回
2020年

2月6日（木）
立川

第8回
2020年

2月14日（金）
東京

ふれあいナースバンク
就職相談会

2019年度、今後の「ふれあいナースバンク」

面談受付

おみやげ

ふれあいコーナー

面談ブース

こんにちは！

進路決定の役に立ったというお声を多数いただきました。
来年度の実施予定については、決定次第ナースプラザホームページに掲載します。

　看護職のみなさんの「職場ではユニフォーム。通勤服はカジュアルなものが中心」「きちんとした服装って
どういう服装？」、また「患者さんの対応は慣れているけど、かしこまった場での受答えは苦手で不安」という

声にお応えして、今回は面接の心得として、服装とマナーについてお話します。

ナースのたまごたちへ 【高校３年生のための一日看護体験学習】

5月27～31日に、高校の最終学年の学生を対象に、一日看護体験学習を実施しました。
昨年度より24名多い412名が参加しました。実際の看護の現場に触れることで、伝聞ではないリアルな体験ができ
ました。ナースのたまごたちの「夢の実現」への第一歩にご協力いただいた施設のみなさま、ありがとうございました。

Let’s Try! 

女性

男女とも 服のシワ、汚れは厳禁。靴、眼鏡は磨いておくこと。
看護職は清潔感が大事。好印象を与えるよう身だしなみを意識しましょう。

スーツ（紺・黒・グ
レー等の落ち着い
た色）
スカートは着席し
た時に膝が隠れる
丈のもの。パンツ
スーツも可。

ナチュラルメイクで。
長い髪はまとめてお
くと好印象でしょう。

ブラウス（白が基本）

ストッキング（ナ
チュラルカラー、
伝線に備えて替え
を持参）

到着時間について
指定された時間の5分前に受付に申し出るのが理想です。
面接を受け入れる施設側も約束の時間に合わせて段取り
を組んでいるということを念頭に置いておきましょう。

携帯電話
予め電源を切っておきましょう。

きれいなお辞儀の仕方
❶背筋を伸ばしてお辞儀。
❷体を倒すときは早く、一瞬止まり、上げ
るときはゆっくり。

❸手の位置…男性：ズボンの側面、女性：
前で軽く重ねる。

❹言葉が先、動作（お辞儀）が後。

受験のモチベーションがアップしました。
勉強がんばります！

看護師になりたいという思いが強くなりました。

ナースバンクでは、応募前から面接までの流れについて来所での相談を承っております。
来所時には日本看護協会『はたさぽ（ナースのはたらくサポートブック）』を差し上げます。

『はたさぽ』は、インターネットからもダウンロードが可能です。
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/madoguchi/hatasapo/index.htmlURL

５分前

OFF

看護系へ進学した
高校生94.3％

看護系へ進学した
社会人85.0％

面接の心得 ―看護職が知っておきたい
服装・マナー編―復職復職 は じ め の

昨年度学習参加者の高校３年生および社会人の進路状況
＊調査について返信のあった数からの集計値

服装

マナー

男性

髭、ヘアスタイ
ル、ネクタイの緩
みには注意を。

シャツ（白、首周
りのサイズ が
合っていること）

靴下（黒・紺）

ネクタイ（派手す
ぎない色・柄）

スーツ（紺・グレー）
パンツにはセン
タープレスをかけ
ておく。

ナースバンク通信
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加40施設のブースが並び壮観です。当日の来場者
は118名。お天気に恵まれたためか、出足も好調で
した。
　面接会ではないので、事前の予約の必要もなく、
みなさん気軽な服装で参加されます。また、会場内
に設けられた「ふれあいコーナー」には、参加施設
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　ぜひ一度、気軽に訪れてみて、情報収集や施設
見学・面接など、次のステップにつなげる場にしてみ
ませんか。

2019年度第2回「ふれあいナースバンク」が
6月14日(金)に開催されました。

時間はいずれも13:30～16:00(受付は15:45まで)。 参加施設は回ごとに異なります。
東京都ナースプラザのホームページからご確認ください。
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スのボードに工夫を凝らした
手 描 き の ポ スター や 写 真 を
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に、みなさん驚きつつも笑顔
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どういう服装？」、また「患者さんの対応は慣れているけど、かしこまった場での受答えは苦手で不安」という

声にお応えして、今回は面接の心得として、服装とマナーについてお話します。

ナースのたまごたちへ 【高校３年生のための一日看護体験学習】
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練馬光が丘病院
【公益社団法人地域医療振興協会(JADECOM)練馬光が丘病院】　東京都練馬区光が丘2-11-1

　地域医療を支援し、地域の復興を図ることを目的とした「地域医療復興協会」の
運営施設の一つ。練馬区や区西北部エリアを中心とした地域の救急、小児、周産期、
災害時医療を中心に地域の急性期医療を担う。
　看護部ではラダー制度を取り入れた能力開発プログラムや、一人ひとりの継続学
習、キャリアアップ支援など、看護スタッフの教育、育成に力を入れている。

　当院では東京都の復職
支援研修を、年2回開催し
ています。参加者は近隣の
方が多いのですが、当院だ
けでなく、他の施設も含
め、研修を通して復職され
る方が多いのがうれしいですね。
　復職者は、「看護がしたい、働きたい」という気持
ちが強く、とてもまじめです。その気持ちを大切にし
て、長く働いてほしいので、最初は家庭と両立でき
て無理のない、その人に合った働き方を一緒に考
え、希望に沿えるようにしています。

大城優子 さん

　ブランクは一番の不安材
料だと思います。働きたい
という思いはあっても、どう
したら現場に戻れるか、い
ろいろ悩むと思います。そ
ういう方に一歩踏み出して
「研修に申し込もう」と思ってもらえるように、研修
の情報を行きわたらせていきたいと考えています。
　復職するにあたり、必要な最新の情報や知識、技
術の再習得ができるように、復職者のニーズに合わ
せた研修内容を考え、提供していきたいと思ってい
ます。

片岡かおり さん

無理のない働き方ができたからこそ、今、看護が楽しいと思えます

ストーリーストーリー
-研修への勇気ある一歩で、世界が広がる-

看護部長より一言 教育担当より一言

愛知県内の大学病院附属看護学校
を卒業後、同院で15年間、主に内科
系病棟と感染対策室に勤務。

練馬光が丘病院内科外来
林奈津子 さん

練馬光が丘病院内科外来

林奈津子 さん
第2回

私の 復復 職職

　結婚後も、看護師として働きたかったのですが、
夫の転勤もあり、子どもが小さいうちは無理だと諦
めていました。しかし、2人の子どもが幼稚園に入る
と、「もう一度白衣を着たい」という思いがふつふつ
と湧いてきました。また、感染管理認定看護師の資
格を取得していたのですが、夫の仕事で海外に滞
在していたので、更新することができませんでした。
でも同期の人たちが、専門性を発揮してバリバリ働
いている姿を見て、「私もいつか…」と思うようにな
りました。
　そんな時、新聞の折り込みチラシで、当院での復
職支援研修があることを知りました。7年間のブラン
クがあったので、まずは研修で最新の医療・看護の
知識、情報を得ようと思いました。その時の研修に
は、ブランクの期間が10年、15年と、私より長い人も
いらっしゃいました。みなさん「看護師として働きた
い」という思いが強く、とてもよい刺激になりました。

 研修を受けると、すぐにでも働きたいと強く思った
のですが、夏休みなど長期の休みのときに子どもの
面倒を見てくれる人、場所がないという問題があり
ました。面接時に相談すると、最初は週3日、1日4時
間の勤務で、夏休みなどもできるかぎり考慮してく
れるということで入職しました。
　今、復職して3年目になりますが、当初は本当に
周りのスタッフに助けられました。自分一人で判断
することがとても不安で、必ず周りのスタッフに相談
していました。短時間しかいない私に、その都度教
えなくてはいけない現場の負担も大きかったと思い
ますが、みなさんとても根気よく、丁寧に教えてくだ
さり、本当に感謝しています。
　現在は週5日の午前8時30分～午後4時の勤務
になり、子どもたちも小学校の学童に入っているの
で、夏休みも働けます。家庭を優先して、徐々に働く
時間を増やすことができたからこそ、今、看護が楽
しいと思えるのだと思います。
　そして何より、働く時間が長くなったことで、チー
ムの一員として患者さんに思うようなケアができた
時、とてもやりがいを感じます。今後は認定看護師
の再取得も視野に入れ、外来でも経験していない
部署などで経験を積み、ステップアップしていきた
いです。

「看護をしたい」という気持ちを大切に、
その人に合わせた働き方を提案

最新の情報と知識、技術の再習得など、
復職者のニーズに応えられる研修にしたい

復職3年目を迎え、週5日の勤務に。
チームの一員になれたことがうれしい

大学病院で15年間の勤務の後、結婚退職。
7年間のブランクを経て、復職

あなたの近くの病院で、希望する時期やコースを選択し受講できます。受講料は無料です。
「手厚くしっかり体験コース」と「気軽にさくっと体験コース」の２コースがあります。

就業に向けて準備をしたい、すぐにでも就業したい方に最適です。
研修受講者それぞれの目的に合わせてコースを選択できます。
研修は標準プログラムに沿って行われます。

※研修終了後訪問看護ステーションや介護施設などの研修も受講できます。

平成31年3月12日テレビ東京「ガイアの夜明け」で稲城台病院の復職支援研修の様子が放送されました。
見逃した方はテレビ東京ビジネスオンデマンドをご覧ください。

身近な病院や施設で現場の雰囲気を感じてみたい方に最適です。

◆ 1日コース：病院の実情に応じた「医療・看護の動向等」（講義）、病院見学等
◆ 5日コース：1日コースの内容に加え、手技・演習、1日の病棟実習
◆ ７日コース：5日コースの内容に加え、より実践的な研修とするため、病棟実習を実施
　　　　　　  助産業務の研修実施が可能な病院は、助産師対象の研修を実施

復職支援研修 ～カムバックナース 看護職のその資格、活かしませんか～

研修内容：「最近の医療・看護の動向」、「医療安全」、「感染管理」に関する研修、施設見学等
研修期間：1日（4時間から）～3日間程度。施設により実技・演習は異なります。

問い合わせはコールセンター　Tel 03-6276-1718（平日9時～16時30分）

実施病院・日程等詳細はナースプラザのホームページをご覧ください ▶▶▶

手厚くしっかり体験コース

気軽にさくっと体験コース
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練馬光が丘病院
【公益社団法人地域医療振興協会(JADECOM)練馬光が丘病院】　東京都練馬区光が丘2-11-1

　地域医療を支援し、地域の復興を図ることを目的とした「地域医療復興協会」の
運営施設の一つ。練馬区や区西北部エリアを中心とした地域の救急、小児、周産期、
災害時医療を中心に地域の急性期医療を担う。
　看護部ではラダー制度を取り入れた能力開発プログラムや、一人ひとりの継続学
習、キャリアアップ支援など、看護スタッフの教育、育成に力を入れている。

　当院では東京都の復職
支援研修を、年2回開催し
ています。参加者は近隣の
方が多いのですが、当院だ
けでなく、他の施設も含
め、研修を通して復職され
る方が多いのがうれしいですね。
　復職者は、「看護がしたい、働きたい」という気持
ちが強く、とてもまじめです。その気持ちを大切にし
て、長く働いてほしいので、最初は家庭と両立でき
て無理のない、その人に合った働き方を一緒に考
え、希望に沿えるようにしています。

大城優子 さん

　ブランクは一番の不安材
料だと思います。働きたい
という思いはあっても、どう
したら現場に戻れるか、い
ろいろ悩むと思います。そ
ういう方に一歩踏み出して
「研修に申し込もう」と思ってもらえるように、研修
の情報を行きわたらせていきたいと考えています。
　復職するにあたり、必要な最新の情報や知識、技
術の再習得ができるように、復職者のニーズに合わ
せた研修内容を考え、提供していきたいと思ってい
ます。

片岡かおり さん

無理のない働き方ができたからこそ、今、看護が楽しいと思えます

ストーリーストーリー
-研修への勇気ある一歩で、世界が広がる-

看護部長より一言 教育担当より一言

愛知県内の大学病院附属看護学校
を卒業後、同院で15年間、主に内科
系病棟と感染対策室に勤務。

練馬光が丘病院内科外来
林奈津子 さん

練馬光が丘病院内科外来

林奈津子 さん
第2回

私の 復復 職職

　結婚後も、看護師として働きたかったのですが、
夫の転勤もあり、子どもが小さいうちは無理だと諦
めていました。しかし、2人の子どもが幼稚園に入る
と、「もう一度白衣を着たい」という思いがふつふつ
と湧いてきました。また、感染管理認定看護師の資
格を取得していたのですが、夫の仕事で海外に滞
在していたので、更新することができませんでした。
でも同期の人たちが、専門性を発揮してバリバリ働
いている姿を見て、「私もいつか…」と思うようにな
りました。
　そんな時、新聞の折り込みチラシで、当院での復
職支援研修があることを知りました。7年間のブラン
クがあったので、まずは研修で最新の医療・看護の
知識、情報を得ようと思いました。その時の研修に
は、ブランクの期間が10年、15年と、私より長い人も
いらっしゃいました。みなさん「看護師として働きた
い」という思いが強く、とてもよい刺激になりました。

 研修を受けると、すぐにでも働きたいと強く思った
のですが、夏休みなど長期の休みのときに子どもの
面倒を見てくれる人、場所がないという問題があり
ました。面接時に相談すると、最初は週3日、1日4時
間の勤務で、夏休みなどもできるかぎり考慮してく
れるということで入職しました。
　今、復職して3年目になりますが、当初は本当に
周りのスタッフに助けられました。自分一人で判断
することがとても不安で、必ず周りのスタッフに相談
していました。短時間しかいない私に、その都度教
えなくてはいけない現場の負担も大きかったと思い
ますが、みなさんとても根気よく、丁寧に教えてくだ
さり、本当に感謝しています。
　現在は週5日の午前8時30分～午後4時の勤務
になり、子どもたちも小学校の学童に入っているの
で、夏休みも働けます。家庭を優先して、徐々に働く
時間を増やすことができたからこそ、今、看護が楽
しいと思えるのだと思います。
　そして何より、働く時間が長くなったことで、チー
ムの一員として患者さんに思うようなケアができた
時、とてもやりがいを感じます。今後は認定看護師
の再取得も視野に入れ、外来でも経験していない
部署などで経験を積み、ステップアップしていきた
いです。

「看護をしたい」という気持ちを大切に、
その人に合わせた働き方を提案

最新の情報と知識、技術の再習得など、
復職者のニーズに応えられる研修にしたい

復職3年目を迎え、週5日の勤務に。
チームの一員になれたことがうれしい

大学病院で15年間の勤務の後、結婚退職。
7年間のブランクを経て、復職

あなたの近くの病院で、希望する時期やコースを選択し受講できます。受講料は無料です。
「手厚くしっかり体験コース」と「気軽にさくっと体験コース」の２コースがあります。

就業に向けて準備をしたい、すぐにでも就業したい方に最適です。
研修受講者それぞれの目的に合わせてコースを選択できます。
研修は標準プログラムに沿って行われます。

※研修終了後訪問看護ステーションや介護施設などの研修も受講できます。

平成31年3月12日テレビ東京「ガイアの夜明け」で稲城台病院の復職支援研修の様子が放送されました。
見逃した方はテレビ東京ビジネスオンデマンドをご覧ください。

身近な病院や施設で現場の雰囲気を感じてみたい方に最適です。

◆ 1日コース：病院の実情に応じた「医療・看護の動向等」（講義）、病院見学等
◆ 5日コース：1日コースの内容に加え、手技・演習、1日の病棟実習
◆ ７日コース：5日コースの内容に加え、より実践的な研修とするため、病棟実習を実施
　　　　　　  助産業務の研修実施が可能な病院は、助産師対象の研修を実施

復職支援研修 ～カムバックナース 看護職のその資格、活かしませんか～

研修内容：「最近の医療・看護の動向」、「医療安全」、「感染管理」に関する研修、施設見学等
研修期間：1日（4時間から）～3日間程度。施設により実技・演習は異なります。

問い合わせはコールセンター　Tel 03-6276-1718（平日9時～16時30分）

実施病院・日程等詳細はナースプラザのホームページをご覧ください ▶▶▶

手厚くしっかり体験コース

気軽にさくっと体験コース



看護職の再就職を応援する情報誌

東京都ナースプラザ

地域包括支援センターにおける看護師の仕事とは地域包括支援センターにおける看護師の仕事とは
豊島区社会福祉事業団 菊かおる園　高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）所長　前場徳世さん豊島区社会福祉事業団 菊かおる園　高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）所長　前場徳世さん

Interview

実技研修 心電図の読み方・とり方実技研修 心電図の読み方・とり方

シリーズ 仕事力をつける！

ふれあいナースバンク就職相談会
こんな施設に復職しました
ふれあいナースバンク就職相談会
こんな施設に復職しました

ナースバンク通信

私の復職ストーリー 第2回
練馬光が丘病院内科外来　 林奈津子さん練馬光が丘病院内科外来　 林奈津子さん
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復職 はじめの一歩
面接の心得 
ー看護職が知っておきたい服装・マナー編ー 
面接の心得 
ー看護職が知っておきたい服装・マナー編ー 

ナースのたまごたちへ 
【高校3年生のための一日看護体験学習】
ナースのたまごたちへ 

【高校3年生のための一日看護体験学習】
Let’s Try!

こんな施設に復職しました

TOKYO ナースプラザ やっぱり看護が好き Vol.70（3 月・9 月の年 2回発行）
発行：東京都ナースプラザ　設置主体／東京都　運営受託者／公益社団法人東京都看護協会
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-2-19 東京都看護協会会館 2 階・5階
TEL 03-5309-2063　FAX 03-5309-2064

再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用しています

2019 年 9 月1日発行

平成30年度ナースバンク登録者の年代別おもな就職先施設（上位５位）

明治神宮外苑 いちょう並木

表紙の写真

　青山通りから絵画館に向かってまっす
ぐ４列に連なるいちょう並木は、四季
折々に美しい景観を見せてくれる都心
の名所です。とくに11月中旬から12月
にかけては黄金色に色づき、多くの人が
散策に訪れます。

つれづれ・・・・

　今年の4月、東京都看護協会の新築移転に伴い、ナースプラザも西
新宿の新会館に引っ越して5ヵ月、最初の秋を迎えようとしています。
　新しい元号「令和」は、あっという間に市民権を得たように思いま
す。言葉の響きとその意味が美しく、希望に満ちたものとして受け入
れられたためでしょうか。
　令和元年、「明日への希望」と「眠っていた免許証」を持って、採用面
接に出かけてみてはいかがですか。

検索東京都ナースプラザ

np@np-tokyo.jpＥ メール
https://www.np-tokyo.jp/ホームページ

平成30年度eナースセンターにご登録いただいた看護職が就職した施設の内訳を年代別にご紹介します。

ライフステージに合わせた働き方があります。
20代では病院で看護職としてのキャリアを積み、30代～40代の子育て世代は夜勤のない職場が人気。
50代は今までのキャリアを活かした働き方や、キャリアチェンジをして長く看護職として働く道、人それぞ
れ多様な選択をしています。
60代になってもデイサービスや診療所などで看護職を継続し活躍しています。
40代、50代からセカンドキャリアを見据えた準備も大切です。一生、ナース！を目指してください。
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ナースバンク東京

ナースバンク立川 TEL042-529-7077 ナースバンク東京 TEL03-5309-2065

●都営大江戸線 西新宿五丁目駅 出口A1・A2から徒歩4分
●東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 2 番出口から徒歩10分

所在地：新宿区西新宿 4-2-19

ナースバンク東京 東京都看護協会会館２階

●JR中央線・青梅線・南武線 立川駅北口から徒歩 7 分
●多摩都市モノレール線 立川北駅から徒歩 7 分

所在地：立川市曙町1-21-1ユニゾ立川ビル 6 階
ナースバンク立川

病院200～499床

病院200床未満

診療所

会社・事業所

訪問看護ステーション

デイサービス・デイケア

その他

ナースバンク通信
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