
施設名等
一般財団法人大原記念財団

（大原綜合病院）
公立大学法人

福島県立医科大学附属病院
公立藤田総合病院 ＪＣＨＯ二本松病院

二本松病院附属
介護老人保健施設

JCHO二本松病院附属
訪問看護ステーション

ハッピー愛ランド

受入人数 ２人/１日 2名/日 2～3名/１日 2～3名/1日 2～3名/１日 2～3名/１日 ２名/1日

受入時期 平日（12/25～1/10を除く） 平日（12/24～1/10を除く） 平日(12/28～1/4を除く) 平日 平日 平日
平日（8/10～8/20及び12/25～1/10を除く）

※新型コロナウイルス等の感染症の予防および感染拡大防
止のためご希望どおり受入れができない場合もございます。

あらかじめご了承ください。

研修内容

【期間】１日間
【内容】
・オリエンテーション
・現在の医療・看護の概要
・医療安全と感染予防
・認知症看護ケア
・褥瘡ケアの実際（実技含む）
・病棟での見学実習
（日常生活の援助、感染予防
の実際、医療機器の取り扱い
など）
・研修の振り返り、意見交換
・アンケート記入
※新型コロナウイル感染症の感
染状況や政府や自治体等の発
表を踏まえ、内容の変更や受入
れ中止となる場合がございま
す。
※研修参加に関しては事前の健
康観察をお願いいたします。

【期間】1日間（8：30～14：30）
【内容】
現在の大学病院の医療・看護を知
る
・オリエンテーション
・病棟での見学実習
※受講条件
流行性耳下腺炎、麻疹、風疹、水
痘の抗体価「有」の方
（当日、抗体価検査の結果のコ
ピーを提示してください。抗体価陰
性で予防接種した場合は、予防接
種証明書を提示してください）
※新型コロナウイルス感染患者受
け入れ状況によっては、研修をお
受けできない場合があります。

【期間】１日～５日間
【内容】
・開講式、研修オリエンテーショ
ン
・医療安全
・感染対策
・看護技術の習得
・医療機器取り扱い
・酸素・吸引療法、挿管見学
・看護技術の習得
・採血注射の実習、検査介助
・看護技術の習得
・薬剤管理
・研修の振り返り
・閉講式
＊受講者の希望に沿って対応し
ます。
＊ホームページもご覧ください。

【期間】１時間～１日
【内容】
1時間コース（共通）
・開講挨拶、オリエンテーション
・病院組織を知るための概況説明
講義
２時間コース
共通＋病院内見学
３時間コース
共通＋①～④のうち希望選択
①希望する看護基礎技術の習得
演習
②感染管理知識の習得
③医療安全管理知識の習得
④希望部署での体験演習
１日コース
3時間コースの内容＋統合演習

【期間】１時間～１日
【内容】
1時間コース（共通）
・開講挨拶、オリエンテーショ
ン
・病院組織を知るための概況
説明講義
２時間コース
共通＋病院内見学
３時間コース
共通＋①～④のうち希望選択
①希望する看護基礎技術の
習得演習
②感染管理知識の習得
③医療安全管理知識の習得
④希望部署での体験演習
１日コース
3時間コースの内容＋統合演
習

【期間】１時間～１日
【内容】
1時間コース（共通）
・開講挨拶、オリエンテーション
・病院組織を知るための概況説
　明講義
２時間コース
共通＋病院内見学
３時間コース
共通＋①～④のうち希望選択
①希望する看護基礎技術の習
得演習
②感染管理知識の習得
③医療安全管理知識の習得
④希望部署での体験演習
１日コース
3時間コースの内容＋統合演習

※３時間コースと１日コースは訪
問先に同行するため、所要時間
の変更あり

【期間】１日～３日間
【内容】
・オリエンテーション
・施設見学
・施設実習
・意見交換、閉講式

※福島市　ハッピー愛ランド、
ハッピー愛ランドおおもり、
伊達市　ハッピー愛ランドほばら
等、法人内の施設で受け入れで
きます。
※特別養護老人ホーム、デイ
サービス、訪問看護ステーション
など、ご希望の事業所にて対応
できます。

※詳細はお電話にてご相談くだ
さい。

研修担当者　 看護副部長　大河内　ヒデ子 看護部副部長　相澤昌子 副看護部長　　今　早苗 看護部長　鈴木　佐紀 看護部長＋看護師長　桑原
看護部長＋看護師長

五十嵐
各事業所　担当看護師

託児サービス なし なし なし なし なし なし なし

研修申込・
問い合わせ先

人事課　大堀
024-526-0337

看護部副部長　相澤昌子
024-547-1391

看護部長室
024-585-2121

看護部長　鈴木　佐紀
0243-23-1231

看護部長　鈴木　佐紀
0243-23-1231

看護部長　鈴木　佐紀
0243-23-1231

法人本部　人事部　工藤
024-552-2466

施設名等 医療法人辰星会枡記念病院 医療法人　枡病院
社会医療法人　秀公会
あづま脳神経外科病院

福島医療生活協同組合
医療生協わたり病院

社会医療法人福島厚生会
福島第一病院

公益財団法人
福島県保健衛生協会

公益財団法人湯浅報恩会
寿泉堂綜合病院

受入人数 4名/1日 2名/日 ２名／１日 ２名/１日 ２名/１日 1名/1日 4名／1日

受入時期
平日

（12/25～1/7を除く）

平日（8/15，12/25～1/7を除く）新型コロナウイルス感染症の予
防及び感染拡大防止のためご希望どうり受入れが出来ない場

合もございます。あらかじめご了承下さい
月曜～金曜 平日（要相談） 平日（要相談） 平日

9月、10月、11月、1月、2月の
平日（1月1日～1月7日以外）

研修内容

【期間】　2日間
【内容】
・オリエンテーション
・講義
　医療・介護の動向、医療安
全対策、院内感染管理
・施設見学
　院内及び関連介護施設等
・看護実践と実習
　外来・救急・病棟看護体験、
創傷処置（ＷＯＣ）、訪問診療
同行、実技実習（ﾗｲﾝ確保・採
血・経腸等）、救急蘇生法、電
子カルテの操作
※そのほか、ご要望に応じて
対応します。
※枡記念病院のほか、介護
老人保健施設やまびこ苑、お
おぞら訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝでも
研修可能です。

【期間】１日間
【内容】
・開講式、オリエンテーション
・院内見学（院内、併設施設）
・病院概要説明
・講義：医療安全、院内感染対策
・実技実習（ライン確保・採血）
・外来救急看護体験　　　　　　　・
観察のポイントと急変時の対応
・病棟看護体験（日常生活の援
助）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
電子カルテについて
＊受講者の希望に沿って対応しま
す。

【期間】1日～2日間
【内容】
・オリエンテーション
・病院概要説明
・医療安全研修（講義）
・感染対策（講義）
・病院見学
・看護実践体験（各病棟）
　点滴管理
　流動食管理
　ME機器管理
　呼吸器装着患者の吸引
　退院支援カンファ見学
　入浴介助見学
　意見交換

【期間】１～２日間
【内容】
・オリエンテーション
・病棟での看護体験
・希望部署の見学
・医療安全と感染対策について
・技術実習「採血と静脈注射」「輸
液ポンプの使い方」
・電子カルテの見方

※病院のほか、訪問看護ステー
ションでも研修を受け入れます。
※受講者の希望に沿って対応し
ます。
※ホームページもご覧ください。

【期間】1～2日間
【内容】
・オリエンテーション
・医療安全、感染対策（見学、
体験）
・病棟での見学実習
・希望部署の見学（透析室、内
視鏡室、手術室）
・技術指導（採血、注射、抹消
静脈カテーテル留置、輸液ポ
ンプ・シリンジポンプ操作方法
等）
・電子カルテの操作体験
・看護支援システムの操作体
験
・チーム活動の見学（褥瘡・栄
養、摂食・嚥下、退院支援等）
　＊希望にあわせて研修日
程・内容を調整いたします

【期間】１日間
【内容】
・オリエンテーション
・事業概要説明
・施設見学
・施設実習
・意見交換

　
＊巡回健診の見学、実習も受
け入れます。
＊ホームページもご覧くださ
い。

【期間】　1日間
【内容】
・オリエンテーション
・病院の概要
・関連施設紹介
・教育体制について
・医療安全
・感染管理
・希望部署のみ見学
・振り返りと意見交換
 
※　受講者の希望に沿って
　演習などの対応をいたします。

研修担当者　 看護係長　　國分　栄久子 看護副部長　斉藤千栄子 看護副部長　阿部　真弓 総看護長　西村　由美子 看護部長　西山　幸江 看護係長　佐藤　志保 看護係長　幕田　望

託児サービス
利用可・無料

（食事については要相談）
利用可（無料）

（食事については要相談）
利用可

（時間及び食事については要相談） なし なし なし

研修申込・
問い合わせ先

看護部長　阿久津　功
0243-22-3100（内線346）

看護部長　細田　好子
0243-22-2828

看護部長　丹治理枝子
024-546-3911

総看護長　西村　由美子
024-521-2056（代表）

看護部長　西山　幸江
024-557-5111

健診事業部　施設健診課長
　吉田　昌子

024-546-0396

看護係長　幕田　望
　024-932-6363

令和４年度福島県看護職再就業支援研修体制　＜研修協力施設＞　



施設名等
一般財団法人脳神経疾患研究所

附属総合南東北病院 公益財団法人星総合病院
一般財団法人太田綜合病院

附属太田西ノ内病院
医療法人慈繁会付属

土屋病院
公益社団法人福島県看護協会

しゃくなげ三春訪問看護ステーション
医療法人社団　三成会

南東北春日リハビリテーション病院 公立岩瀬病院

受入人数 ２名/１日 2～3名/1日 ２～３名/１日 1名/1日 １～２名／1日 1名/1日 2名/１日

受入時期
月～金

（祝日、12/25～１/7を除く）
　 平日（12/30～1/3を除く）

平日（8/10～8/16及び12/28～1/5
を除く）

平日
（8/11～8/15、12/28～1/5を除
く）

平日（12/29～1/3を除く） 月曜日～金曜日 平日（12/21～1/8を除く）

研修内容

【期間】1日間
　　（半日×２日間でも可能）
【内容】
　・オリエンテーション
　・院内感染対策
　・医療安全対策
　・ＢＬＳ(一次救急処置)
　・電子カルテの見方
　・採血、静脈内注射、輸液
　　ポンプ・シリンジポンプの
　　使い方 等

※日程、研修内容について
は、受講者の希望に沿って調
整します。
 
※病院の他、訪問看護ステー
ション、介護老人保健施設で
も研修を受け入れます。

【期間】１日～2日間
【内容】
・オリエンテーション
　 医療・看護の動向
・院内見学
   外来・病棟・手術室等
・医療安全対策
・院内感染対策
・看護技術の再確認
　 採血、静脈確保、吸引、医療機
器の取り扱い、心電図等
　

＊研修日程・内容は研修者の希望
に沿い調整します

【期間】１～２日間
【内容】
・開講式、オリエンテーション
・病棟での見学実習
・外来での見学実習
・希望部署での見学実習
・技術演習
　「採血と静脈注射」
　「輸液ポンプの使い方」
・救急看護演習
・安全管理、感染管理の実際
・希望により、関連施設（慢性期
病院、介護老人保健施設等）の
見学実習
　

＊受講者の希望に沿って対応し
ます。

【期間】1日間
【内容】
・オリエンテーション
・院内見学
・技術演習（採血・点滴・喀痰吸
引・経管栄養）
・医療機器の取扱（輸液ポンプ・シ
リンジポンプ）
・電子カルテの見方
・その他のケア（口腔ケア・褥瘡ケ
ア・移乗等）
・指導者との意見交換
＊受講者の希望に沿って対応い
たします。

【期間】１日間
【内容】
・オリエンテーション
・ステーション概要の説明
・業務内容
・訪問看護を取り巻く環境
・同行訪問
・ケアの介助
・記録
・振り返り

※研修内容は、受講者のニー
ズに合わせて対応いたしま
す。

【期間】1日間
【内容】
・オリエンテーション
・回復期病棟見学
・リハビリ見学
・リハビリカンファレンス見学
（火曜日のみ）
・看護技術実習（バイタルサイ
ン測定/経管栄養/口腔鼻腔
吸引/入浴介助/食事介助/
採血/口腔ケア/移動移送/患
者とのコミュニケーション等）
・意見交換
　
＊受講者の希望により、病院
以外での受け入れ又は見学
に対応します（訪問看護ス
テーション・介護老人保健施
設）

【期間】１日～２日間
【内容】
・オリエンテーション
・講義
 「医療看護の動向」
 「医療安全」
 「感染対策」
・施設見学
・技術演習
「採血・静脈注射」
・アンケート記入
　
※研修日については、御希望の
日程をお伺いして調整致します。

研修担当者　 看護部長　堀口ひろみ 教育課長　石原文香 看護副部長　橋本　由美 教育担当　遠藤 所長　　渡辺智恵美 病棟看護師長　小林恵
副院長兼看護部長

伊藤　恵美

託児サービス なし
利用可（無料）

 事前にご連絡下さい
なし 事前にご相談ください。 なし なし なし

研修申込・
問い合わせ先

看護部長　堀口ひろみ
024-934-5604（看護管理室）

教育課長　石原文香
024-983-5547

看護副部長　橋本　由美
024-925-1188

教育担当　遠藤
024-932-5425

所長　　渡辺智恵美
0247-62-0061

総看護師長　伊東三弥子
0248-63-7299

副院長兼看護部長
伊藤　恵美

0248-75-3111(代表）

施設名等
一般財団法人竹田健康財団

竹田綜合病院
福島県立南会津病院

医療法人社団　青空会
大町病院

独立行政法人労働者健康安全機構
福島労災病院 いわき市医療センター

公益財団法人ときわ会常磐
病院

受入人数 2名/日 ２名/1日 2～3名/1日 3名/1日 2名／1日 1～3名/日

受入時期
月～金曜日（ただし12月25日

～1月10日を除く）
平日（12/25～1/10を除く） 平日 12月～2月の平日 平日（要相談） 平日（要相談）

研修内容

【期間】１日～２日間
【内容】
・オリエンテーション
・院内見学（病棟・外来）
・技術演習（シミュレーター）
採血・静脈注射・吸引・導尿
・医療機器の取り扱い
パルスオキシメーター・輸液
ポンプなど　・
・意見交換、アンケート記入

※感染対策上、新型コロナワ
クチン2回接種済んでいること
※詳細は電話にてご相談くだ
さい。
＊受講者の希望に合わせて
プログラムを組みます。

【期間】２日間
【内容】
＜1日目＞
・オリエンテーション
・外来見学実習
・技術演習「採血と静脈注射」
・院内感染対策
＜2日目＞
・病棟見学実習
（清潔、排泄の介助、バイタルサイ
ン測定、輸液管理）
・電子カルテの見方
・意見交換、アンケート記入

＊受講者の希望に沿って対応しま
す。

【期間】2日間
【内容】
・開講式、オリエンテーション
・病院の概要説明
・医療安全について
・技術実習「採血と静脈注射」
・「輸液ポンプの使い方」「トラン
スファー・ポジショニング」病棟体
験
・感染対策について
・振り返りの会、意見交換、閉講
式、アンケート記入
　
＊受講者の希望に沿って対応し
ます。

【期間】2日間
【内容】
＜1日目＞
・オリエンテーション
・最近の医療、看護の動向
・医療安全の基本（演習含）
・感染対策の基本（演習含）
＜2日目＞
・技術演習
　「採血と静脈注射」
　「褥瘡予防について」
　「ME機器について」
　「電子カルテについて」
・病院見学
※受講者の希望に沿って対応い
たします
　

【期間】１日間（10時～16時）
【内容】
・オリエンテーション
・院内見学
・講義
　医療の動向と看護職の役割
　看護者の倫理綱領・接遇
　看護業務基準等
　感染防止対策
　医療安全
・技術演習
　採血・静脈注射・輸液管理・
　吸引・その他

【期間】要相談（最大5日間）
【内容】
１．講義と演習：感染予防と対
策
２．講義：医療安全管理
３．講義と演習：看護技術の
実際(e-ラーニングとシミュ
レーターを用いる)
(例)フィジカルアセスメント、注
射手技、導尿、吸引、BLS、電
子カルテの使い方
４．講義：最新の看護の動向
皮膚排泄ケア、がん化学療法
５．院内見学・復帰相談（希望
者のみ）
＊詳細はHPをご覧ください。
http://www.tokiwa.or.jp/reins
tatement/

研修担当者　
看護部長（教育担当）

今泉純子
教育担当師長　佐藤由利 看護副部長　高橋　百合子 看護副部長　田村　チエ子

副院長兼看護部長
長谷川　吉子

　教育担当師長　荒井めぐみ

託児サービス
利用可　　1日2,000円

＊7日前までにご相談ください
なし 利用可（無料） なし なし なし

研修申込・
問い合わせ先

看護部長（教育担当)
今泉純子　　0242-29-9940

看護部長　平野文江
0241‐62‐7111

看護部長　藤原　珠世
024４－２４－２３３３

看護副部長　田村　チエ子
0246-26-1111（代）

事務局　総務課　総務係
0246-26-3151（代）

0246-43-4175（内線）849
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施設名等
一般社団法人郡山医師会

郡山市医療介護病院
一般財団法人温知会

会津中央病院
福島県厚生農業協同組合連合会

白河厚生総合病院

受入人数 １～２名/１日 2～3名/1日 2名／1日

受入時期 平日（12/29～1/3を除く）
平日・土（第2・4・5）

(8/13～15、12/30～1/3を除く)
平日（11月11日～2月28日）（12

月19日～1月15日を除く）

研修内容

【期間】１日間
【内容】
・オリエンテーション
・院内見学・病院概要説明
　　医療・介護の動向
　　療養型病床の役割と看護
　　（認知症ケアメソッド・ユマ
　　ニチュード®の当院での
　　取り組み）
　　医療安全・感染対策
・ケア技術体験
　　食事介助・口腔ケア
　　褥瘡ケア・車椅子移乗
　　認知機能低下患者との
　　コミュニケーション
※郡山市医療介護病院のほ
か、郡山医師会訪問看護ス
テーションでも研修を受け入
れます。

【期間】１～2日間
【内容】
1．オリエンテーション
2．講義
・医療、看護の動向と現状
・院内感染防止
・医療安全管理
3．院内見学
・病棟、外来、保育園、老健等
4．技術演習
・採血、静脈注射、経管栄養
　
＊受講者の希望に沿って対応しま
す。

【期間】１日間
【内容】
・開講式、オリエンテーション
・院内見学（主に病棟）
・病棟での看護体験
清拭・食事介助・口腔ケア
・移動の援助演習
・採血・静脈注射など
・輸液ポンプなど医療機器の取
り扱いの見学
・電子カルテの見方
　意見交換、閉講式、アンケート
記入
　
＊受講者の希望に沿って対応し
ます。

研修担当者　 副看護部長　中野目 あゆみ 看護部長　　加藤 副看護部長　鈴木　文子

託児サービス なし 1日2,000円(前日まで連絡) なし

研修申込・
問い合わせ先

看護部長　宗形 初枝
024-934-1240

看護副部長　　加藤
0242-25-1621

看護部長　仁井田　秀子
0248－22－2211
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