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看護への道2021

神奈川県健康医療局 保健医療部 医療課



誰かの役に立てる・・・
そんな専門職が 看護の世界です。

優しく接してくれる看護師さん
そんな姿にあこがれたことはありませんか。

看護職とひとことで言っても、実は看護師だけではありません。
他にも保健師、助産師、准看護師があり、働く場所もさまざまです。

スキルとキャリアを身につけ、専門職として活躍できる職業として、
いま、看護の世界はどんどん広がっています。

あなたもその世界に踏み出してみませんか。
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保健師のしごと 助産師のしごと

看護師のしごと 准看護師のしごと

　赤ちゃんからお年寄りまで、
よりいっそう健康に暮らせるよ
う保健指導を行い、地域で生活
している方々の健康を支えます。
主な職場に保健所、市役所、企
業の健康管理室などがあります。

　出産の援助や、母親と赤ちゃ
んの保健指導等、女性の健康を
トータルに支えます。主な職場
に、病院、診療所や助産所など
があります。

　病気やけがで入院、または、
通院や家庭で療養している方と
その家族を援助し、より健康に
過ごせるよう支援します。主な
職場に、病院、診療所、訪問看
護ステーションなどがあります。

　医師や看護師の指示を受け
て、療養している方とその家
族への援助をします。主な職
場は看護師と同じです。
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看護への道2021

8：30 業務開始

9：00
夜の患者さんの状態をしっかり把握します。
医師の指示を確認して検温に行き、自分自身
の目で見て確認。看護計画に沿ってケアを始
めます。

11：30
お昼休憩を交代で取ります。
仲間と話しているうちにお昼休憩はあっとい
う間に過ぎていきます。

12：30
交代で休憩をとっている担当のお部屋もまわ
りながら、患者さんの食後のケアやお薬の服
用を確認します。

14：00
午後の時間を１時間ほど利用して、患者さん
の状態について看護師同士で話し合います。
色々な医療職がチームを組んで患者さんの支
援について考えます。

15：00
午後の検温を行います。
患者さんに痛みや異常がないか、検査や治療
の後の様子を見ていきます。

16：00
夜勤看護師に申し送りできるように準備しま
す。
今日行ったことを看護記録に記載します。

17：00 夜勤看護師への申し送りを行った後、業務終
了となります。

日勤編

看護師さんのある１日
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看護への道2021

16：00
業務開始
担当患者さんの情報を収集。日勤看護師から昼
間の患者さんの様子を聞き、夕方の検温に行き
ます。

18：00 患者さんの夕食準備を行い、一人で食事がとれ
ない患者さんを介助します。

19：00

夜の検温を行います。
昼間から患者さんの変化がないか確認し、夜間
に行う点滴やガーゼ交換などがあれば行いま
す。
交代で夕食をとります。

20：00
熱があった患者さんなど、就寝前の検温を行い
ます。洗面、口腔ケア、排泄の介助を行い、患
者さんが眠れるように援助します。

21：00
消灯
１時間ごとに巡視を行い、痛みがなく心地よく
眠れているかなど患者さんの状況をしっかり確
認します。

23：00
～

6：00

巡視の合間を見て、看護記録や翌日の情報収集
を行います。
ナースコールに対応したり、患者さんの体の向
きを変えたり、トイレの付き添いを行います。
また、交代で２時間の仮眠をとります。

6：00
朝の検温を行います。
患者さんの朝食の準備や食後の口腔ケア、お薬
の服用を援助します。

8：30 日勤看護師への申し送りを行います。

9：00 業務終了

夜勤編（２交代の場合）
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看護への道2021

患者さんのために
できるように
なりたい

　県内の病院等や養成施設で一般の方や高校生を対象に、
一日看護体験の希望者を募集しています。
　ぜひ、この機会に看護の仕事を病院や看護学校などで
体験してみてください。

一日看護体験実施予定施設は、
神奈川県看護協会のホームページ（https://www.kana-kango.or.jp/）の
コンテンツ「県民の皆様へ」→「看護フェスティバル（一日看護体験）」をご参照ください。

※新型コロナウイルスの影響により、
　中止または実施内容が変更になる可能性があります。

一日看護体験

５月１日（土）～８月31日（火）実施
期間

看護フェスティバルのご案内
　「看護の日・看護週間」をご存じですか？
フローレンス・ナイチンゲールの誕生日（５月12日）にちなん
で「看護の日」が制定されました。その日を含む日曜日から土
曜日までが「看護週間」で、看護の心を広めるイベントが開催
されます。
　神奈川県では、看護に親しみふれあう機会や進路相談の場として、毎年
「看護フェスティバル」を開催しています。今年は、令和３年５月8日（土)
に「みなとみらいクィーンズスクエア横浜」で行われます。
　皆さんの夢の実現に向け､看護のイベントや体験学習に積極的に参加して
みましょう。

看護の資格は一生の宝 新人として
キャリアスタート！

やりたい看護に
チャレンジ！

　看護は、様々な年代、あらゆる健康状態にある人を対象とします。そして、
命と向き合うかけがえのない仕事です。
　結婚、子育て、介護等の人生の出来事に合わせて働き方や働く場所を選び、
家庭と仕事を両立しながらやりがいを見出し働くことができます。

診療所
クリニック
診療所
クリニック

訪問看護
ステーション
訪問看護
ステーション

企業／行政企業／行政

介護施設
福祉施設
介護施設
福祉施設

仲間と支えあい、先輩に導か
れながら、一人前のナースに
成長していきます
患者さんの笑顔は心の支え

専門職として知識とスキル
を磨きます
キャリアアップしてこんな
ナースになりたい！を実現

第一線ではたらく
ジェネラリストナース
第一線ではたらく

ジェネラリストナース

特定の分野で
スペシャリスト

ナース

特定の分野で
スペシャリスト

ナース
管理者ナース 看護の先生

教員ナース

ナースの資格を
活かして

起業

結婚・子育て、介護
家庭と仕事のバランスを保
ちながら自分のめざす道を
大切にして、その時に合わ
せた働き方ができます

病 院病 院 退職
セカンドキャリア

看護師がはたらく場はさまざま
自分に合った職場でやりたい看
護を棱めます

夢の実現に向けて　ステップ
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ステーション
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自分に合った職場でやりたい看
護を棱めます

看護師のキャリアプラン
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看護への道2021

高校卒業等 中学卒業以上

准看護師試験（都道府県）

看護師養成施設
2年間（定時制3年間）

准看護師養成施設
2年間

（更に進学することで、保健師、助産師への道も）

（更に進学することで、看護師への道も）

看護短大
3年間

看護師養成施設　３年間
　　　　　　　　４年間
　　　　（定時制４年間）

看護大学
4年間

看護師国家試験
保健師国家試験※
助産師国家試験※
看護師国家試験

※　看護大学での保健師または助産師の国家試験受験には、各課程（保健師課程または助産師課程）の
修了が必要です。

●この他、神奈川県内に学校はありませんが､「中学校卒業後に高等学校衛生看護科から准看護師｣、
｢高等学校（５年一貫教育）から看護師｣､「准看護師の実務経験７年以上で通信課程から看護師｣

　｢看護学校（統合カリキュラム校）から、保健師・助産師・看護師」を目指す方法等もあります。

保健師 助産師 看護師 看護師

准看護師

　保健師、助産師、看護師になる養成施設に在学し、成績が優れ、身体が健康で、資格取得
後に県内で就業する意思を有する方に「神奈川県看護師等修学資金」を貸与する制度があり
ます。（申し込まれたすべての方に貸付が実行されるものではありません。）

※１ 令和２年度から、国の新しい修学支援制度が開始されています。
https://www.mext.go.jp/kyufu/

※２ 看護師養成施設２年間または定時制３年間に入学された方を対象としています。

看護師等養成施設へのリンク

看護師等修学資金

この進路の学校はP9.10へ  この進路の学校はP11.12.13へ

http：//www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f6323/p890707.html

この進路の学校はP15へ

この進路の
学校は
P14へ

県の修学資金制度（貸与）がサポート※１

一般修学資金 特例貸付修学資金 看護師２年課程進学支援
修学資金 ※２

なし あり あり
17,000 円

20,000 円

区分／種類

申請方法

問合せ先

貸付月額
( 初回加算
金除く )

所得制限
公立

民間立
保健師、助産師、
看護師養成課程

月額  40,000 円
初回加算金
　　100,000 円

各養成施設または神奈川県
健康医療局保健医療部医療課

（TEL.045-210-4758（直通））

養成施設へ入学後、
養成施設経由で申請

養成施設へ入学後、
直接県へ申請

神奈川県健康医療局
保健医療部医療課

（TEL.045-210-4759（直通））

月額  40,000 円
初回加算金
　　100,000 円

看護の分野ではたらくにはどうすればいいの？
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看護への道2021

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学

神奈川県立衛生看護専門学校 助産師
学科

〒231-0836
横浜市中区根岸町2-85-2
TEL：045（625）6767

40
男子
不可

★

昭和大学 助産学
専攻科

〒226-8555
横浜市緑区十日市場町1865
TEL：045（985）6503

15
男子
不可

保健師・助産師・看護師になる道

●看護師から助産師になるコース（1年間で学ぶ）

●看護師から助産師になるコース（2年間で学ぶ）

※1学年定員は、募集停止の所を除く。
［　　　　］44施設　48課程

県内１学年 定員3,247人

［　　　 ］2施設
1学年定員55人

［　　　 ］2施設
1学年定員2人

　高校生の時に担任の先生が出産したことがきっかけで、助産
師を目指すようになりました。実習では、責任の重さを感じて
怖くなることもありますが、命の誕生の瞬間に立ち会えること
に感動する日々を過ごしています。また、同じ夢を目指して一
緒に頑張れる仲間がいることが、心の支えになっています。出
産という、家族にとってのビッグイベントが、「良い思い出」
となるようなサポートのできる助産師を目指して、努力してい
きたいと思います。神奈川県立衛生看護専門学校

助産師学科

佐々木　夏実さん

＊表の助産師コース及び保健師コースについては、学部・学科の入学者を対象として、別に定員を設けています。
　詳細は各養成施設にお問い合わせください。

　自身のスポーツ障害による通院や家族の入院を経験し、漠然
と医療者を目指していました。進路に悩んでいた高校2年の冬
に母が入院してお見舞いに行った際、担当看護師の母への関わ
りをとても頼もしく感じてこの道を選択しました。
　臨地実習を通して、患者さんが自宅に帰ってからも治療や自
己管理を継続することの重要性を実感し、効果的な指導や関わ
りができる看護師になりたいと思いました。より専門的な知識
や技術を身につけ、認定看護師等にも挑戦したいと思います。

神奈川県立保健福祉大学看護学科　４年生越川　正揮さん

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 助産師コース

湘南医療大学大学院
保健医療学

研究科保健医療学
専攻（修士課程）

〒244-0806
横浜市戸塚区上品濃16-48
TEL：045（821）0111

12 ★ ★ ○

横浜市立大学大学院
（令和３年度より開設）

医学研究科看護学
専攻博士前期課程

助産学分野

〒236-0004
横浜市金沢区福浦3-9
TEL：045（787）2511

2
男子
不可

9



看護への道2021

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学 保健師*
コース

助産師*
コース

横浜市立大学 医学部
看護学科

〒236-0004
横浜市金沢区福浦3-9
TEL：045（787）2521

100* ★ ○

関東学院大学 看護学部
看護学科

〒236-8503
横浜市金沢区六浦東1-50-1
TEL：045（786）5653

80 ★ ★

昭和大学 保健医療学部
看護学科

〒226-8555
横浜市緑区十日市場町1865
TEL：045（985）6503

95* ★ ○

横浜創英大学 看護学部
看護学科

〒226-0015
横浜市緑区三保町1
TEL：045（922）5641

80* ★ ○

湘南医療大学 保健医療学部
看護学科

〒244-0806
横浜市戸塚区上品濃16-48
TEL：045（821）0111

80* ★ ★ ○

北里大学 看護学部
看護学科

〒252-0329
相模原市南区北里2-1-1
TEL：042（778）9281

125* ★ ★ ○ ○

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部
看護学科

〒238-8522
横須賀市平成町1-10-1
TEL：046(828)2500

90* ★ ★ ○

慶應義塾大学 看護医療学部
看護学科

〒252-0883
藤沢市遠藤4411
TEL：0466(49)6200

100* ★ ★ ○ ○

国際医療福祉大学
小田原保健
医療学部

看護学科

〒250-8588
小田原市城山1-2-25
TEL：0465（21）0361

80* ★ ★ ○

松蔭大学 看護学部
看護学科

〒243-0124
厚木市森の里若宮9-1
TEL：046（247）1511

80 ★ ★

神奈川工科大学
健康医療
科学部

看護学科

〒243-0292
厚木市下荻野1030
TEL：046（291）3002

80* ★ ○

東海大学 医学部
看護学科

〒259-1193
伊勢原市下糟屋143
TEL：0463（93）1121

85* ★ ○

湘南鎌倉医療大学 看護学部
看護学科

〒247-0066
鎌倉市山崎1195-3
TEL：0467（38）3131

100* ★ ○

●高校卒業から看護師、看護師と保健師か助産師になるコース（4年間で学ぶ) 

令和３年４月１日時点（予定）の情報を掲載しています。
学科や定員などについて、今後変更する場合がありますので、
進学等を希望される場合は、各養成施設に当年度の詳細情報をお問い合わせください。

［ 　　　 ］13施設
1学年定員1,175人

★、○がついている欄について

（条件、実施方法は養成施設によって異なりますのでご注意ください。詳細は各養成施設にお問い合わせください。）

社会人 社会人経験者に対し、特別な入試制度を実施している養成施設です。
推薦入試を実施している養成施設です。
大学等からの編入等の特別な入試制度を実施している養成施設です。　
入学後に選択可能(入学後の選択定員数については、各養成施設にお問い合わせください。）
入学後に選択可能(入学後の選択定員数については、各養成施設にお問い合わせください。）

学士入学
推　薦

保健師コース
助産師コース

＊表の助産師コース及び保健師コースについては、学部・学科の入学者を対象として、別に定員を設けています。
　詳細は各養成施設にお問い合わせください。
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看護への道2021

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学

川崎市立看護短期大学 看護学科
〒212-0054
川崎市幸区小倉4-30-1
TEL：044（587）3500

80 ★ ★ ★

神奈川歯科大学短期大学部 看護学科
〒238-8580
横須賀市稲岡町82
TEL：046（822）9580

80 ★ ★

東海大学医療技術短期大学
（令和２年度から募集停止） 看護学科

〒259-1207
平塚市北金目4-1-2
TEL：0463（58）1211 内5412

募集停止（80）

横浜中央看護専門学校 看護学科
〒221-0043
横浜市神奈川区新町11-1
TEL：045（453）1115

80 ★ ★

神奈川県立衛生看護専門学校 第一看護
学科

〒231-0836
横浜市中区根岸町2-85-2
TEL：045（625）6767

120 ★ ★

独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜中央病院附属看護専門学校
（令和４年度から募集停止）

看護学科
〒232-0033
横浜市南区中村町3-209-1
TEL：045（262）4580

募集停止（70）

横浜市病院協会看護専門学校 看護学科
〒234-0054
横浜市港南区港南台3-3-1
TEL：045（834）2002

80 ★ ★ ★

横浜市医師会聖灯看護専門学校 第一看護
学科

〒230-0047
横浜市鶴見区下野谷町3-88-16
TEL：045（717）6633

120 ★ ★

神奈川県立よこはま看護専門学校 看護学科
〒241-0815
横浜市旭区中尾1-5-1
TEL：045（366）3500

120 ★ ★ ★

独立行政法人労働者健康安全機構
横浜労災看護専門学校 看護学科

〒222-0036
横浜市港北区小机町3211
TEL：045（474）6570

80 ★

横浜実践看護専門学校 看護学科
〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-4-18
TEL：045（474）0573

80 ★ ★

イムス横浜国際看護専門学校 看護学科
〒226-0027
横浜市緑区長津田6-20-24
TEL：045（988）5531

80 ★ ★

［ 　　　   ］27施設
1学年定員1,855人

※1学年定員は、募集停止の所を除く。●高校卒業から看護師になるコース（3年間で学ぶ) 

看護師になる道（高校卒業から）

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学

神奈川県立平塚看護大学校 看護学科
〒254-0063
平塚市諏訪町20-12
TEL：0463（32）3533

80 ★

●高校卒業から看護師になるコース（4年間で学ぶ) ［ 　　　 ］1施設
1学年定員80人
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看護への道2021

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学

独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター附属横浜看護学校 看護学科

〒245-0063
横浜市戸塚区原宿3-60-2
TEL：045（853）8322

80 ★ ★

横浜未来看護専門学校 看護学科
〒244-0002
横浜市戸塚区矢部町365-2
TEL：045（864）8855

60 ★ ★

たまプラーザ看護学校 看護学科
〒225-0003
横浜市青葉区新石川4-20-17
TEL：045（532）5401

40 ★ ★ ★

聖マリアンナ医科大学看護専門学校 看護学科
〒216-8514
川崎市宮前区菅生2-16-1
TEL：044（977）8111

80 ★ ★ ★

相模原看護専門学校 看護学科
〒252-0325
相模原市南区新磯野4-1-1 
TEL：046（259）1155

80 ★ ★

横須賀市立看護専門学校 看護学科
〒238-0017
横須賀市上町2-36
TEL：046（820）6680

40 ★

神奈川衛生学園専門学校 看護学科
〒238-0052
横須賀市佐野町2-34
TEL：046（850）6310

40 ★ ★

湘南平塚看護専門学校 看護学科
〒254-0062
平塚市富士見町5-17
TEL：0463（30）1900

120 ★ ★

藤沢市立看護専門学校 看護学科
〒251-0052
藤沢市藤沢2-6-2
TEL：0466（25）0145

50 ★ ★

藤沢市医師会湘南看護専門学校 看護学科
〒251-0861
藤沢市大庭5062-3
TEL：0466（86）5440

40 ★ ★

小澤高等看護学院 ―
〒250-0012
小田原市本町1-1-17
TEL：0465（23）5119

30
男子
不可

★ ★

積善会看護専門学校 ―
〒250-0203
小田原市曽我岸148
TEL：0465（42）5245

35 ★ ★

おだわら看護専門学校 看護学科
〒250-0055
小田原市久野115-2
TEL：0465（32）7101

80 ★

茅ヶ崎看護専門学校 看護学科
〒253-0072
茅ヶ崎市今宿390 
TEL：0467（86）6011

80 ★ ★

厚木看護専門学校 看護学科
〒243-0005
厚木市松枝2-6-5
TEL：046（222）1241

80 ★

★がついている欄について
社会人 社会人経験者に対し、特別な入試制度を実施している養成施設です。

推薦入試を実施している養成施設です。
大学等からの編入等の特別な入試制度を実施している養成施設です。学士入学

推　薦

（条件、実施方法は養成施設によって異なりますのでご注意ください。詳細は各養成施設にお問い合わせください。）

令和３年４月１日時点（予定）の情報を掲載しています。
学科や定員などについて、今後変更する場合がありますので、
進学等を希望される場合は、各養成施設に当年度の詳細情報をお問い合わせください。
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看護への道2021

　私が中学生の時、母が救急車で運ばれ入院したことがあり
ました。不安だった私に声をかけてくれた看護師さんのよう
に、患者やその家族に寄り添えるような看護師になりたいと
思ったのがこの道を選んだきっかけです。学校ではグループ
ワークが多くあり、仲間と様々な視点から意見を交わし、看
護を実践するための学びを深めています。広い視野を持ちな
がら、患者さんの小さな変化に気づける看護師になれるよう
日々努力しています。

神奈川県立よこはま看護専門学校

２年生

飯塚　愛璃さん

　私は母の看護師としての姿を見て、看護とは患者さんに寄
り添いながら、多くの人を支えるやりがいのある仕事だと知
り、看護の道を志しました。男子学生は少ないのですが、仲
間とともに励んでおり、講義ではからだの仕組みと働きを看
護の視点で理解し、演習ではスキルラボ教室でシミュレー
ション等を通して看護技術を学んでいます。また臨地実習時
間が多く、看護の難しさとともに楽しさややりがいも感じ、
看護を深く学んでいます。これからも患者さんの思いに耳を
傾け、その人らしさを大切にする看護師になれるよう頑張っ
ていきます。

神奈川県立平塚看護大学校２年生
岡﨑　秀太さん

養成施設 学部・学科 住　所 定員 社会人 推薦 学士入学

横浜市医師会聖灯看護専門学校 第二看護
学科

〒230-0047
横浜市鶴見区下野谷町3-88-16
TEL：045（717）6633

40 ★ ★

［　　　  ］1施設
1学年定員40人●高校卒業から看護師になる3年課程定時制コース（4年間で学ぶ）

13



看護への道2021

★がついている欄について

（条件、実施方法は養成施設によって異なりますのでご注意ください。詳細は各養成施設にお問い合わせください。）

社会人 社会人経験者に対し、特別な入試制度を実施している養成施設です。
推薦入試を実施している養成施設です。
大学等からの編入等の特別な入試制度を実施している養成施設です。　
入学後に選択可能(入学後の選択定員数については、各養成施設にお問い合わせください。）
入学後に選択可能(入学後の選択定員数については、各養成施設にお問い合わせください。）

学士入学
推　薦

保健師コース
助産師コース

養成施設 学部・学科 住　所 定 員 社会人 推 薦

東京衛生学園専門学校
看護学科
二年課程

（通信制）

〒143-0016
東京都大田区大森北4-1-1
TEL：03（3763）9585

280

●准看護師から看護師になる２年課程通信制コース（２年間で学ぶ）　 ［ 　　　 ］1施設
1学年定員280人

＊准看護師免許を得た後、７年以上業務に従事している方が対象。
＊神奈川県内には２年課程通信制コースが無いため、近隣の学校を紹介しています。
＊ 令和３年度より、准看護師から看護師を目指す方向けの県の看護師等修学資金制度が始まります。詳しくは、P8右下をご覧くだ

さい。

看護師になる道（准看護師から）

養成施設 学部・学科 住　所 定 員 社会人 推 薦

神奈川県立衛生看護専門学校
（令和３年度から募集停止）

第二看護
学科

〒231-0836 
横浜市中区根岸町2-85-2
TEL：045（625）6767 

募集停止（40）

高津看護専門学校 ー
〒216-0005
川崎市宮前区土橋4-2-6
TEL：044（855）9449

40 ★

●准看護師から看護師になる２年課程コース（２年間で学ぶ）
［ 　　　 ］2施設

1学年定員40人
※1学年定員は、募集停止の所を除く。

令和３年４月１日時点（予定）の情報を掲載しています。
学科や定員などについて、今後変更する場合がありますので、
進学等を希望される場合は、各養成施設に当年度の詳細情報をお問い合わせください。
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看護への道2021

先輩看護職員さんに尋ねてみました。

　私の勤務する病棟は大腸外科、肝胆膵外科・内科、消化管内科の
病棟です。
　手術や抗がん剤治療を受ける患者さんの治療の介助やメンタルサ
ポート、在宅療養に向けた患者さん・ご家族への指導、緩和ケアな
ど、医師をはじめとする様々な職種と連携を取りながら看護をして
います。患者さんからの「ありがとう」の言葉や患者さんに寄り添
うために多職種と協力していくことは私のやりがいに繋がっていま
す。24時間、入院患者さんに対応する勤務は不規則な生活リズム
ですが、休みはしっかりと確保でき、プライベートも充実していま
す。私はプロダーツプレイヤーとして大会に出場するなど充実した
時間を過ごしています。

准看護師になる道

●中学卒業後から准看護師になるコース（２年間で学ぶ）

※学科や定員などについては今後変更する場合がありますので、養成施設にお問い合わせください。
※令和３年度から、准看護師を目指す方向けの県の看護師等修学資金制度は廃止となりました。

養成施設 学部・学科 住　所 定 員 社会人 推 薦

自衛隊横須賀病院准看護学院
（入学資格：海上自衛官のみ） ー

〒237-0071
横須賀市田浦港町無番地
TEL：046（822）3500（内線6662）

35

［ 　　　 ］1施設
1学年定員35人

　都内の病院で９年勤めた後、結婚を機に神奈川県茅ヶ崎市へ移住
しました。今後の将来を考えた時、“自分が住むこの土地で元気
ばぁちゃんになって地域の人をつなげたい”と思い訪問看護の世界
に入りました。
　現在、訪問看護師として地域の方の生活のお手伝いをさせて頂い
ています。自宅にある物品で工夫をしながら利用者のニーズを満た
すことの難しさはありますが、自分の手と目で相手を看る面白さを
感じながら日々働いています。
　訪問看護に出会うまでは地域看護に対するハードルが高かったの
ですが、より人に寄り添い関われる、限られた資源を活用し、看護
の技術で対象の問題を解決していけることが訪問看護の醍醐味だと
実感しています。

神奈川県立がんセンター
看護師

吉永　優耶さん

あかしあ訪問看護ステーション
看護師

小林　真里さん
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　私が以前勤めていた急性期病棟では短期間での入退院が多く、患
者様とじっくり向き合える職場で働きたいと考えるようになりまし
た。現在勤めている老人保健施設では在宅生活支援フロアや長期療
養フロア、認知症対応フロアなどに分かれていて、その方にあった
ケアが行える点が魅力で入職を決めました。週に1度、多職種での
カンファレンスを行い、じっくりと時間をかけて利用者様と向き合
いケアを行えていることで、看護師として充実した日々を送ること
ができています。今後はさらに多職種と連携しながら利用者様と関
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介護老人保健施設リハビリポート横浜
看護師

井田　舞さん

小田原保健福祉事務所
企画調整課　保健師
實方　千帆さん

スマイルベビー
助産師

柳井　めぐみさん
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看護への道2021

Ｑ.看護学校への受験準備で必要なことは何ですか？

A. 　学科試験は、主に英語、国語（小論文）、数学、生物等
の科目で、その他、面接試験があります。受験に向けて
は、学科試験対策はもちろん、面接対策も必要です。
　面接では､志望理由や学校生活で成長したこと等､自分の
考えを整理して答えられるように準備をしておきましょう。

Ｑ.社会人からでも受験できますか？

A. 　神奈川県内には、社会人入試を設けている学校があり、
社会人経験のある学生も増えています(Ｐ９～15の養成施
設の一覧表で社会人入試を設けている施設を確認できます)｡
　ご自身の社会人としての経験を活かし、看護の道を志す
理由を明確にしておくとよいでしょう。

Ｑ.看護専門学校から大学への編入ができますか？

A. 　４年制大学の看護系学部で､看護短期大学や看護専門学
校の卒業者に対する編入学制度を設けているところがあり
ます｡
　編入学制度については、各大学ホームページや事務局な
どで確認してください。

Ｑ.男性看護職はどれくらい働いていますか？

A. 　近年は男性看護職員も増え、看護職全体の１割弱が男性
です。

Ｑ.子育てや介護をしながら働くことができますか？

A. 　保育園や学童保育の利用、育児・介護休業制度を活用し
ながら、家庭と育児や介護を両立し働いている看護職は多
くいます。
　また、職場を離れることがあっても、子育て等が一段落
した後に､現場に復帰する看護師もたくさんいます。復帰
に向けたサポートはナースセンター等で実施しています。

Ｑ.看護学校を選ぶときのポイントは何ですか？

A. 　令和３年４月現在、神奈川県では看護師等を養成する大
学は13校、短期大学は３校、専門学校は26校あります。
　全国でも新設の大学や専門学校が増えつつあり、みなさ
んには多くの選択肢が広がっています。学校の特徴を知る
ために、オープンキャンパスや一日看護体験に参加して、
教員や先輩と直接ふれあい、実習室や図書室等学習環境を
自分で確認してみましょう。
　学校の教育上の特徴や実績、学費、通学時間など、自分
の求めている学習環境に合わせて、総合的に検討してくだ
さい。

Ｑ.看護学校での学び方の特徴は何ですか？

A. 　看護学校では、｢講義｣「演習｣「実習」の３つの学習方
法があります。
　｢講義｣は、看護に必要な基礎知識や専門知識を学びます。
　｢演習｣では、学生同士やモデル人形を使って実際をイ
メージして看護技術を学びます。
　｢実習」は、総単位数の1/3を占め、｢講義」や「演習」
で学んだ知識や技術をもとに、病院や訪問看護ステーショ
ン等で、実際に患者さんや利用者さんを受け持ち、教員や
実習指導者とともに、必要な看護を実践します。

夢の実現に向けて　Ｑ＆Ａ
「自分の夢」そう簡単には実現しないかもしれない。
それでも、チャレンジする。人のために力を注ぐ生き方をしたい。
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看護の道、
看護の仕事について　
もっと詳しく知りたいと

思ったら・・・

R3.3

公益社団法人神奈川県看護協会が県知事の指定を受けて運営しています。
ナースセンターでは次の業務を行っています。気軽にお問合せください。

再就職に
向けた研修進路相談 就業相談 職業紹介

神奈川県ナースセンターとは

神奈川県ナースセンターでは、進学相談や就職のお手
伝い、一日看護体験の施設の紹介など看護職を目指す
方へのサポートを行っています。

https：//www.kana-kango.or.jp/nursecenter/

〒231-0037 横浜市中区富士見町 3-1
　　　　　　　 （神奈川県総合医療会館 5 階）

TEL.045ｰ263ｰ2101

TEL.042-776-2480
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-1
　　　　　　相模原市総合保健医療センターA館5階

●相模原支所

神奈川県内の養成施設への進学、
　看護職の資格取得や就業などの相談は、

　看護職は、仕事から離れる場合等、氏名・年齢・連絡先等の個人に関する
情報をナースセンターへ届け出ることになりました。（努力義務）
　届出は、不足する看護職員を確保することも目的ですが、専門職としての
キャリアをつなぐ仕組みでもあります。
　右は、届出サイト「とどけるん」のＱＲコードです。

TEL 045-210-4759（直通）
神奈川県健康医療局 保健医療部 医療課
人材確保グループ

このマークはナースセンターの
仕事をあらわしたものです。

ナースセンターのイメージロゴになっています。


