看護の進路・進学支援委員会は

熱き思いで支援します！
看護の進路・進学支援委員会は、未来の看護職を目指す中高生や学校の先生への情報提供と相談、看護学生や看護職の成
長を支援している学校・施設の架け橋として、人を育てることに情熱を傾ける9名の委員で頑張っています。
これからも看護
職への道を明るく照らし、
４つの かん である環境・関心・関係・感情を共に育んでいきたいと思います。

福岡県ナースセンターのご紹介

看護職への
想いをカタチに！

ナースセンターとは … ｢看護師等の人材確保の促進に関する法律｣に基づき、平成5年に福岡県から｢ナースセンター｣

https://www.fukuoka-kango.or.jp/for̲student/

FAX.092-407-8710

FAX.093-383-9415

FAX.0948-43-8754

■相談日/月〜金曜日（土・日・祝日休み） ■相談時間/10：00〜12：00、13：00〜16：00

FAX.0942-27-8967

■来所相談日/火・木曜日（要電話予約）

※月・水・金曜日の来所相談についてはお問い合わせください。※来所時は公共交通機関をご利用ください。

に 向 かって ！

福岡県ナースセンターWEBサイト
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/

叶 えたい

看護職を目指す方へ

夢

としての指定を受け、看護職員無料職業紹介や訪問看護師養成講習会、地域に看護の心を広
げる事業等を行っています。地域に伝える｢看護の心｣普及･啓発事業の一環として、看護職を
目指す方への進路相談も行っています。
詳しくは、
協会ホームページをご覧ください。

看護職の有資格者で、現在お仕事をされていない方はナースセンターへの届出が必要になりました。
平成27年10月より、
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」
に基づき、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許保持者で、看護師等の仕事を
されてない方は、都道府県「ナースセンター」へ届出が必要になりました。

インターネットを経由した届出が原則となります。
お持ちのスマートフォンやパソコンから、看護師等の届出サイト
「とどけるん」に届出事項を入力してください。
登録後、ひきつづき
「eナースセンター」にて求職登録いただくと、再就職に向けたさまざまなサポートが受けられます。

届出はこちらから

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

福岡県看護師等学校・養成所ガイドブック

（福岡県補助事業）
「看護師等学校養成所就学促進事業」

公益社団法人福岡県看護協会

看護の進路・進学支援委員会

〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出4-10-1ナースプラザ福岡
TEL.092-631-1221 FAX.092-631-1223

令和4年3月発行

写真協力：北九州市立医療センター、福岡大学病院、福岡赤十字病院、久留米大学医療センター、大牟田天領病院、宗像・遠賀保健福祉環境事務所、帝京大学福岡キャンパス、
西南女学院大学 助産別科、杉森高校看護専修学校、福岡医療専門学校

公益社団法人福岡県看護協会

「看護職」
ってどんな
仕事？

新しい命の誕生から一生を終えるまで、

看護職は人生の様々な場面に関わっていく仕事です。

健康と病気、医療・看護についての専門的な知識と技術を身につけ、たくさんの

人と出会えるやりがいのある仕事です。看護職の道を望めば 生涯の仕事 になります。

看護職の仕事には、国の法律で定められた4つの資格があります。

助産師

北九州市立医療センター 助産師

命の誕生を助け、女性の
生涯に寄り添い力になる
出産の介助、妊産婦や子供のケア、
保健・育児指導等を行います。
思春期、更年期など女性の健康全般を
支えることも重要な仕事です。

私は現在、総合周産期母子医療センターで憧れで
あった助産師として働いています。
看護学生の頃、助産師になれたらいいなという思
いが漠然とありました。
しかしお母さんと赤ちゃん２
人の命を預かる責任の重さから、私には到底無理だ
ろうと半ば諦めていました。その後実習で出産に立
ち会い、赤ちゃんが生まれるまでのサポートが直接
できること、出産だけでなく妊娠期から産後、育児に

病院、産婦人科の診療所、助産所など

患者さんの痛みや苦しみ
に寄り添い、励まし援助する
病気やケガ、家庭で療養している方

景のある妊産褥婦、新生児への治療を24時間体制でおこなっています。母体搬送の

指導をしてくれる姿に憧れ看護師を目指しました。
私が入職した頃、看護師という仕事は女性の多い
職種でしたが、学生の頃から女性も多かったため働

補助、患者さんのケアを行います。

師は、精神科や救急など特殊な部署で働くことが多
かったと思います。現在では毎年男性看護師が入職し、病棟で働く人も増えてきま

准看護師

した。私は、手術室、集中治療室、病棟、外来で勤務しました。手術室は病棟とは違
い手術介助などを行う特殊な部署ですが、みんなで協力し楽しく仕事をしていま
す。手術を受ける患者さんの多くは不安が強く、外来で医師から説明を受けた後涙

看護師をサポートし、
患者さんを援助する

親学級など患者や家族に様々な制限が課せられており、当院ではモニター面会・リ

病気やケガで入院される人の療養の

看護師として、患者さんと家族のために自分ができることを実践し、
より良い看護

モート分娩などの対応をしています。患者やご家族の孤独感や不安感を軽減し、お産

ケア、医師の診療の介助を行います。

受け入れ、緊急分娩、妊娠期の保健指導・分娩介助技術・乳房ケア・グリーフケアなど
が、知識・技術を磨けば磨くほど母子共に喜んでもらえるため、大変やりがいのある仕
事です。
また、
コロナ禍であり現在分娩の立ち合い、NICUに入院する児への面会、母

や育児が楽しいものだと思ってもらえるような看護を目指してこれからも研鑽して参
ります。助産師を目指す後輩たちが大勢いることを願っています。

看護師と同じように患者さんケアを行
いますが、医師・歯科医師又は看護師の
指示を受けて業務を行います。
准看護師の仕事をしながら、看護師を

保健師

地域生活の安全と健康をサポートする
赤ちゃんから高齢者まで、地域に生活している

人たちが健康な日々をすごせるように健康相談や

目指せます。

助を任され無事に手術が終わった時、
とても嬉しく私はこの仕事が好きなのだと改
めて実感しました。
また、女性が男性にケアをしてもらう事に抵抗があるように、男
性も女性にケアをしてもらう事に抵抗を感じている人も少なくありません。今後も
を提供できるよう頑張っていきたいと思います。
私の職場では、男性看護師の定期交流会を開催し情報交換を行う場がありま
す。看護師として各々の部署でやりがいを感じながら活躍できる職場で、専門職と
してみんなと共に成長していきたいと思います。

【主な活動場所】
（看護師・准看護師）

病院、診療所、訪問看護ステーション、
老人保健施設・老人福祉施設など

【主な活動場所】

保健所、市町村、会社・事業所の健康管理室、病院、
児童相談所、地域包括支援センター、福祉事務所、
学校・保育所の保健室など

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健師

社会保険大牟田天領病院 訪問看護師

私は、福岡県の保健福祉環境事務所に保健師として働きはじめて2年目となります。現在、感染症対策、結核、特

私と訪問看護師さんの出会いは、
癌と闘いながら仕事をする母への支援でした。
母は、
我慢強く人前で気丈にふるま

定感染症の業務に携わっています。
さまざまな感染症の蔓延防止のために、感染症法に基づき、疫学調査や感染拡

う人でした。
そのような母に、
訪問看護師さんは、
表情や言動を看ながら気持ちを理解され、
母の心に寄り添ってくれまし

大しないための対策や予防に努めています。

た。
また、
私達家族の 母の死を看取る という不安な気持ちも汲み取り、
いつも声をかけてもらい、
とても安心でき、
心強

私が入庁した頃は、新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増している真只中でした。当初は、分からないこ
とが多く戸惑いましたが、
この2年で教科書では学びきれない経験をしました。
コロナ禍と言われる中、
たくさんの方
が保健所や保健師について知る機会になったと思います。
多くの電話相談を受けて改めて、地域には様々な方が暮らしていると感じています。
日々の対応を振り返っては、
対象者1人1人と向き合う大切さを実感しています。初めの頃は、直接対象者から不安の声を聞くだけでも精一杯で
したが、段々と聞き方や質問する内容、提供できる情報等その人に合わせた対応を考えることができてきました。対

い存在でした。
その経験から、
私も相手の気持ちを汲み取り、
寄り添える看護師になりたいと思うようになりました。
母との別れから訪問看護師となり、
1年半が経ちました。
私は、
訪問看護師として、
患者さんや家族が相談できる1番近
い医療者でありたいと思っています。
しかし、経験が浅く、訪問先で戸惑うことや提供した看護が適切であったのか、不
安に思うことも沢山あります。
その時は、
頼れる上司や仲間に相談し、
事象を振り返ることで学びを深め、
次に繋げるよう
にしています。
地域包括ケアシステムが推進される中、
訪問看護師として常に意識していることは、
「共に考える」
ということです。
疾

応に困った時はその都度相談し、助言を得て学びを深めています。対象者と関わる中で前向きな言葉を聞けたときや感謝の言葉を頂いた時は、大

病や障害を持ち生活することの難しさや不安を共に分かち合い、
考え、
未来へ進む、
この事が
「その人らしい生活へ寄り添う看護」
につながる、
と思いま

変嬉しいですし、私の活力になっています。

す。
そして、
患者さんや家族と信頼関係を築き、
自宅で生活できる喜びを共に味わえることが、
訪問看護の魅力と感じています。

最近では、WEBでの会議や研修が開催されることも多く、様々な形で情報を得られる機会は新鮮で楽しく感じています。
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私の祖母は晩年、肺炎や認知症を患い入退院を
繰り返していました。その際、知人の看護師が生活の

をこらえながら手術を決心した方の対応をする機会がありました。その方の手術介

学ぶことが多くあります。母子の命を預かる責任の重さから緊張する場面があります

保健指導などを行います。

「看護専門職として活躍できる職場」

きにくさを感じた事はありません。当時の男性看護

そのため看護専門学校3年目から助産師を目指し、猛勉強して助産学校に無事合格
私の働く施設では産科と新生児科のスタッフが連携し、様々な合併症や社会的背

福岡大学病院 看護師

などのお世話や、医師の診察や治療の

至るまでサポートができることに感銘を受けました。
し、1年後に助産資格を取得しました。

【主な活動場所】

看護師

今後、
母や私が経験した安心と信頼を得られるような看護が提供できるよう、
患者さんや家族、
そして仲間と共に成長していきたいと思います。

その他にも看護の教育機関、研究所や災害看護、海外での看護活動など看護職は、幅広い場所で活動しています
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看護職になるためには

奨学金制度の紹介
奨学金制度により、
道は大きく開かれています。

看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）の中でも何になりたいか・・・どんな現場で働きたいか・・・
自分の夢や目標で学校を選ぶことができます。
また、進学後や働き出した後でも自分のやりたいことが見つかった時は、

看護学生の多くが奨学金制度を利用して、看護職になる夢を叶えています。
日本学生支援機構の奨学金制度を利用したり、
独自に奨学金制度持っている学校もあります。
また、看護師養成所の在学生を対象とする県の修学資金貸与制度もあります。
准看護師の方が看護師資格取得を目指し、進学するための
日本看護協会の奨学金制度もあります。
詳しくは、下記ホームページへアクセス、もしくは下記からアクセスください。

進学課程コース・大学への編入、
または大学院等、学ぶ機会はたくさん用意されています。

看護大学 ＊選択選抜等
ログラムのある大学では、

看護大学4年

看護師に加えて保健師・助
産師の国家試験受験資格
を得ることができます。

看護師養成所
（看護専門学校）4年

★1

看護系
大学院
2年

★1

★1

編入学
可能
看護師養成所
（看護専門学校）3年（定時制4年）
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実務経験
3年以上
（中卒者）

実務経験
7年以上

看護専門学校
2年・3年
（全日制・
定時制）

看護系
短期大学
専攻科1年

★1

保健師
養成所
1年

看護師は国家資格（准看護師は都道府県知事免許）です。
試験問題は基準をもとに作成され、必修問題（50問）と一般問題
（130問）、状況設定問題（60問）に別れ、必修問題が8割以上、
一般問題+状況設定問題が65%弱（年によって前後）の正答率が
求められます。合格率は、90%前後で毎年5万5千人程度が合格
し看護師になっています。試験は年に1回2月中旬の日曜日に、九
州では福岡にて開催されています。受験は看護学校を卒業する年
（最終学年）の2月に受けます。
受験者数

合格率

合格率（％）
85%

95%

90%

100%

59,769

110回

66,124
58,514

109回

65,569

（2020年）

56,767

108回

63,603

（2019年）

看護
短期大学
1年
助産師
養成所
1年
★1… 福岡県には該当校なし

♦日本 看 護 協 会
奨学金事務局

医療指導課医師・
看護師職員確保対策室

（2021年）

看護系
大学院
2年

高等学校衛生
高等学校
＋
看護科（3年）
専攻科（2年）

♦福岡県保健医療介護部

看護師になるための
「国家試験」
とは！

回数

★1

看護大学
専攻科・別科
1年

看護
専門学校
（通信制）
2年

♦日本学生支援機構

合格者数

助産師国家試験↓助産師

5年
一貫教育

都道府県試験↓准看護師

中学校卒業

准看護学校
（2年）

看護師国家試験↓看護師

看護短期大学3年

保健師国家試験↓保健師

高等学校卒業

＊ 保健師・助産師の教育プ

58,682

107回

64,488

（2018年）

55,367

106回

62,534

（2017年）

55,585

105回

62,154

（2016年）

54,871

104回

60,947

（2015年）

53,495

103回

（2014年）

0

40,000

50,000

59,725

60,000

70,000

合格者数・受験者数（人）

♦ 受験資格は、看護師養成所の卒業見込みなどです。
♦ 看護師養成所は、
看護系大学、
看護専門学校、
5年一貫課程など
多種多様です。
♦ 試験科目は、
体の構造と機能、
疾病の成り立ちと回復の促進、
健康支援と社会保障制度、
基礎看護学、
成人看護学、
老年看護学、
小児看護学、
母性看護学、
精神看護学、
在宅看護論及び看護の
統合と実践など看護師に必要な知識や技術を問うものです。
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看 護 大 学
看護短期大学
看護専門学校

看護大学

何 が 違うの？

私、楽しく勉強してます。
■仲間とともに楽しく成長できる場所

福岡県内15校
500

一般教養科目が充実していて、幅広い視野にたった学習ができる。理論の修得や、
思考・判断力を養う教育が行われる。大学院への進学も可能で、より専門的な学
問・研究にあたることもできる。

30000

450
400

24,695

25,048

25,310

293

296

350
300

288

看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制）
助産師国家試験受験資格（選択制）
養護教諭2種・1種（選択制、大学による）

看護短期大学

●修業年限／4年
●卒業時の学位／学士
●卒業までに必要な単位数
／124単位以上 ※

福岡県内なし

３年間で看護師国家試験の受験資格が得られる専門学校と同じ。所定の単位を修
めれば養護教諭二種免許を取得できる学校もある。短期大学は減少傾向にある。

●取得可能資格
／看護師国家試験受験資格
●修業年限／3年
●卒業時の学位／短期大学士

看護専門学校

●卒業までに必要な単位数
／102単位以上 ※

10000

150
100

5000

50
0

0
2019年

2020年

2021年
学校数

2000

90

1800

80

1,480

1,340

70

1200

50

1000

40

800
600
20

19

17

2020年

2021年
学校数

●修業年限/3年
●卒業時の学位/専門士

高等学校5年一貫課程

高等学校看護科３年間と看護専攻科２年間の
計５年間で看護師国家試験受験資格を得る。進路変更は難しい。

●取得可能資格 ／看護師国家試験受験資格
●修業年限 ／5年

1学年定数
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准看護師資格を有する者が進学する修業年限が2年のコースもある。
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西南女学院大学
助産別科
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福岡医療専門学校
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●オープンキャンパスなどを利用しよう

自分がどんな分野で働きたいか、将来どんなふうになりたいか。
目標に合わせて選択してみよう。国家試験の合格率や、卒業生の
就職先などさまざまな面をよくみましょう。

ホームページやパンフレットを見るだけではわからない。雰囲気や
在校生の様子などを知ることができます。入学後に後悔しないた
めにも、実際に学校を訪問し、色々な情報を得ることが大切です。

と感じています。
また、本校では母子だけではなく、高校生に向け
て思春期健康教育やシニア世代の健康教育を行う
など、すべての女性のライフステージに向けた支援
ができる助産師を目指した学習に取り組みます。特
に思春期健康教育では、実施するにあたり数年前
の自分と重ねながらも、時代が進むにつれて高校
生が抱える悩みも変化していることをふまえ、今起
こっていることにも関心を持ち必要な情報を伝え
ていくことの大切さに気づくことができました。
助産師は一人の人生の始まりに立ち会い、生涯
寄り添うことができる素敵な職業です。将来は一人
でも多くの女性に「幸せ」を届けることができるよ
うな助産師になりたいと思います。

私が看護師を目指したいと思ったきっかけは両親の影
響です。両親はどちらとも看護師をしており、小さい時から
仕事の話を聞いており、その時から看護師に対して憧れが
ありました。
本格的に看護師を目指したいと思い始めたのは中学生
の時です。将来どんな仕事をしたいか考えたときにまず思
い浮かんだのが看護師でした。父と母にそのことを話す
と、いろいろなことを教えてもらいました。看護師はきつい
ことや大変なことがたくさんありますがその分やりがいの
ある仕事だという話を聞いたときに看護師を目指すこと
を決めました。
福岡医療専門学校に入学してから本格的に勉強が始まっ
たとき、最初思っていた内容とは異なりとても戸惑いまし
た。看護師とは、ただ単に患者さんの身の回りのお世話をし
たり医師の手伝をするのが仕事だと思っていたので、これほ
ど深い職業であるとは思いませんでした。ですが、臨地実習

に行き勉強が進んでいくにつれて患者さんの個別性をふ
まえて看護展開をしていく楽しさが少しずつわかってきま
した。看護に対して興味が湧いてきて勉強への意欲が高
まってきました。
3年生になると本格的に臨地実習が始まり、同時に国試
の勉強もしないといけないので、乗り越えることができる
か不安ですが、一度看護師になると決めたからには頑張
りたいです。臨地実習では今の知識、技術では十分である
とは言えないのでこれからの時間でしっかりと準備をし
て実習に臨みたいです。
また、その実習を充実させるために他のメンバーと協力す
ることが大切だと思うので、お互いの看護観をもとにアドバイ
スを出し合いながら支え合っていき実習を乗り越え、看護に
対する学びを深めていきたいです。その実習で身につけたこ
とをもとに患者さんと共に病気と闘うパートナーとなり支え
ることができる看護師になるために頑張っていきたいです。

■実習から学んだ看護を学ぶことの愉しさ

学校 選び のP OIN T
●学校の特色はさまざま

私は看護学校で学び看護師資格を取得後、西南
女学院大学助産別科に入学しました。別科は大学
の中にあるため、栄養学科や福祉学科など他学科
の教員からより専門性の高い講義を受けることが
できます。1年間で助産師の資格を取得するため、
毎日の講義・演習と膨大な課題に追われながらも、
16名の仲間と助け合いながらやってきました。ま
た、コロナ禍にも関わらず臨地実習の機会をいた
だき、たくさんのお母さんと赤ちゃんと接すること
ができました。妊娠は奇跡であり、一つの命がどれ
だけ尊いものであるのか、同時にその命を預かる
助産師の責任の重さを実感しました。そして、お母
さんと赤ちゃんにたくさんの「幸せ」をいただき、改
めて自分の目指す「助産師」
という職業の魅力を再
確認し、助産師という職業を選んで本当に良かった

■憧れの看護師になるために

1学年定数

※2022年度から新カリキュラムがスタートし
履修単位数が増加されました。
新カリキュラムの改定では、今後の超高齢化
社会における疾病構造の変化や療養の場の
変化、多様化・複雑化する現状に対応できる
看護職の育成を目指し講義科目を設定してい
ます。

頼関係ができてきたことを感じるときは、やりがい
を感じます。
「 ありがとう」という何気ない言葉ひと
つがとても嬉しいです。
大学の授業ではリハビリテーションの学科等も
あるため、看護師以外の勉強だったり、語学力や社
会学など自分が興味のあることを選んで授業を受
けることができ、いろんな人と交流しながら学べる
ことが魅力だと思います。また実習を通して感じた
疑問やさらに学びたいことを研究することでき、専
門性を追求できることも大学ならではだと思いま
す。
勉強は大変ですが、体のことや病気のことを勉強
して少しずつわかってくることで、おもしろくなって
きました。そして少しでも患者さんの役に立てるよ
う、
これからもがんばりたいと思います！

■助産師という職業の責任と魅力
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帝京大学 福岡キャンパス
福岡医療技術学部看護学科 3年生
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●卒業までに必要な単位数/
／102単位以上 ※

1学年定数

100

20

修業年限が3年であることが多い。大学、短期大学に比べ、現場での実践力を養う
教育に比重が置かれている。

●取得可能資格
／看護師国家試験受験資格
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私たちは今年で3年生になり、1年の半分は病院
や施設などで実習をしています。実習では、授業を
通して学んだことや実習に向けて練習してきた技
術を実際の患者さんへ実践しています。例えば手術
を受けた患者さんの体温や脈拍だけでなく、傷口
や痛みを観察して、患者さんの体の状態を考えるこ
とが必要です。そのために体のつくりだったり、病気
になったらどんな症状が起こるのかを知っておか
ないといけないため、授業だけでなく自分で勉強す
る時間を確保することも必要です。難しいことが多
いですが、先生や看護師さんに相談しながら日々勉
強をしています。また、受け持つ方の年齢は子ども
から高齢者の方まで幅広いため、
コミュニケーショ
ンを上手にとるために、どんな話をするか、どんな
質問をするかなどを考えて、患者さんと少しずつ信

杉森高校看護専修学校

私が実習で受け持たせていただいた患者さん
は、過去に転倒歴がある患者さんでした。病院内で
はスリッパを履かれていたため、転倒を防ぐため
に、私は患者さんに靴を履いていただくように伝え
ました。しかし患者さんからは「何を言われても絶
対に靴は履かない」と言われてしまい、何と言葉を
返したらよいかわかりませんでした。その後、担当
教員から「患者さんが靴を履きたくないと思う理由
を尋 ねました か ？ 」と指 導 を受 け、患 者さんにス
リッパを履く理由を尋ねたところ、それは以前同じ
病室だった方からもらったもので、大切に使ってい
るのだと話してくださいました。
このことから私は、
患者さんの思いを聴く前から、靴を履いて安全に過
ごしてほしい、
という自分の思いを押し付けていた
ことに気づきました。翌日訪室すると、患者さんは
「学生さんに言われたから靴を履くことにしたよ。」

とおっしゃり、病室内でも靴を履いてくださるよう
になりました。私はそのことがとても嬉しく、患者さ
んに感謝の気持ちを伝えました。
実習後、
「 看護覚え書」についての学習を深めて
いくなかで、
「 学生が実習に訪れることは単調にな
りがちな入院生活の中で患者さんにとっての変化
となる。患者さんの想いに変化をもたらしたその援
助は患者さんへの看護である。」
と学びました。
まだ
まだ未熟な学生でも患者さんに良い変化を与えら
れることを、身をもって知り、看護を学ぶ喜びや愉し
さを強く感じました。自己満足の看護になってしま
わないためにも、身体的、社会的、心理的な側面か
ら患者さんを知ろうと関心を寄せる気持ちやその
ための観察を大切に、これからも学びを深めてい
きたいと思います。
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看護師、
さらなるキャリアアップ！
看 護 師としての 経験を積む中で、キャリアアップとしてさまざまな道があります。

専門看護師

認定看護管理者

●大学院修士課程修了者で
専門看護師教育課程基準の
所定単位を取得し試験に
合格
●13分野（日本看護協会）

●質の高い組織的看護
サービスを提供すること
を目指し、日本看護協会が
認定した教育機関を修了
したもの。

特定看護師※
●高度かつ専門的な知識や
技術が必要とされる38の
特定行為を手順書に基づ
いて実施することができ
る看護師。

認定看護師

看護教員

●6か月の教育機関
（課程）修了
●21分野（日本看護協会）
●精神科は日本精神科
看護協会が認定など

大学院

（修士・博士）

看護を研究

〈専門学校〉
●専任教員養成講習会修了
〈大学等〉
●大学院修了

看護の臨床実践を極める

看護学生を教育

看護師としての経験をベースに
のことを略して「特定看護師」
といいます。特定看護師は修了した特
※「特定行為研修を修了した看護師」

特定看護師

定行為区分に含まれる特定行為を医師の指示を待たなくても、手順書を確認しながら実施することが
できます。
また、2020年度から特定行為研修を組み込んでいる認定看護師の教育も始まりました。

将来看護職を目指す
中学生・高校生を応援しています
看護職を目指す中学生・高校生向けに
様々なイベント開催しています。

●看護の進路説明会
中・高校生および保護者、進路指導教諭を対象とした看護の進路説明会です。看護職になるためにはどの
ような道があるのか、職場がどのような人材を求めているかなど情報提供を行います。

●みんなで話そう 看護の出前授業

Webサイトを
チェック

看護の現場で働く現役の看護職が福岡県内の
中学校・高等学校に出向き、
「看護の仕事の魅力
ややりがい」
「 看護職になる方法」
「いのちの大
切さ」等について授業を行います。
※オンラインによる出前授業も実施しています。

●ふれあい看護体験

Webサイトを
チェック

高校生を対象に、協力施設で実際の看護の場
を体験してもらう事業です、看護の心や看護
の仕事に興味を持っていただくきっかけの場
として活用いただいています。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、オンラインによる体験（交流）を実施しています。

新たな視点を追い求めて
認知症とはどのようなイメージがあります
か？物忘れや「一人で生活ができなくなってし
まう」
というようなイメージを持たれている方
もいると思います。実際は、認知症のある患者
さんは認知症の進行によって今までできてい
たことができなくなってしまうことを受け入れ
ながら、残された機能を活かし、懸命に病気と
も向き合い乗り越えようとされている姿があ
ります。私は、専門的知識を持ち、多角的な視点で患者さんの全体像
を捉え、個別性のある看護ができるようになりたいと考え、認知症
看護認定看護師になることを決意しました。今は、認知症者の残さ
れた機能を見極め、持てる力を引き出し、その人らしく日常生活を
送ることができることを目標に看護ケアを実践しています。スタッ
フと共に直接的ケアを行いながらケアのポイントを伝えたり、院内
研修を担当したりしています。また多職種で認知症ケアチームを作
り、認知症ケアで困っているケースの相談に応じ、病院全体の認知
症ケアのサポートを行っています。
認知症のある患者さんは何をしてほしいのか、どのような治療・
ケアを望まれているのか、推察が難しいと感じるときもあります。
し
かし専門的知識を基に、その人の人生の歩みや大事にしてきたも
の等の人となりについて把握し、その人らしく生活できるために必
要な看護ケアをすることで、患者さんに良い効果をもたらすことが
できた時はとてもやりがいを感じます。これからも認定看護師とし
て認知症がありながらも病気と折り合いをつけながら生活してい
る認知症者をはじめ、病院スタッフ、地域住民の支援をしていきた
いと思っています。
福岡赤十字病院 認知症看護認定看護師
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一歩先を読み、柔軟にかつしなやかに
私は、外科病棟での傷の処置やストーマケ
アを通して、患者さんの治療経過や治癒力に
「看護の力」が大きく関与していると感じまし
た。そこで、より専門性のある看護実践力を習
得し、
「 患者さんの心に寄り添い、看護の力で、
その人らしく生きることを支えたい」と思い、
認定看護師への道を決意しました。認定看護
師として活動していく中で、フットケア外来開
設に携わり、足にトラブルのある患者さんと出会いました。足にトラ
ブルのある患者さんは、糖尿病などの病気に加え、病識や生活習
慣・環境、社会的背景、歩き方などさまざまな要因が絡みあい、治療
に時間を要し、再発を繰り返す患者さんも少なくありません。
このよ
うな患者さんと関わる中で、
「 医学的視点」
と
「看護・介護的視点」の
2つの視点をあわせもち、タイムリーに療養生活に応じた環境を整
えることができる看護師の存在の必要性と重要性を実感し、さらな
るキャリアアップを目指し特定行為看護師に挑戦しました。特定行
為看護師は、看護ケアの中で、特定行為が必要と判断した場合に、
手順書（指示書）に従い、タイムリーに対応することができます。ま
た、院内・院外の多職種と協働し地域医療に貢献すること、医療者
の働き方改革を推進する一助になることが期待されています。変
化・変動する医療情勢の中、柔軟にかつしなやかに対応できるよう
に、つねに一歩先を読み、認定看護師としての活動を基盤として特
定行為看護師に求められる役割はなにかを考え、さまざまな活動
を行っています。

●看護の日 事業
Webサイトを
チェック

フローレンス・ナイチンゲールの生誕を記念
して制定された「看護の日」、その前後の「看
護週間」に「看護の心」を県民に普及させるた
め、
「看護の心をみんなの心に」
というテーマ
で広報活動をしております
▲ポスター

看護のシゴトをもっと詳しく知りたい人は、
日本看護協会のWebサイトでチェックできます

看護職を目指す方へ

キラリ！看護のシゴト

やっぱり看護のシゴト

看護職の主な仕事や活躍の場、資格取得、
看護学校、奨学金などに関する情報が見
られます。

さまざまな領域で看護に携わる20人の看
護 職 の 活 躍 を動 画で見 ることができる
ウェブサイトです。

看護職の魅力や進路をご案内したパンフ
レット。ウェブ サイト上 の 電 子 ブックや
PDFでもご覧いただけます。

日本看護協会ホームページ「看護職を目指す方へ」

日本看護協会ホームページ「キラリ！看護のシゴト」

日本看護協会ホームページ「やっぱり看護のシゴト」

https://www.nurse.or.jp/aim/

https://www.nurse.or.jp/home/kango/

https://www.nurse.or.jp/aim/shinro/

久留米大学医療センター 皮膚・排泄ケア認定看護師
特定行為研修修了[創傷管理関連]
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看護師等学校養成所（定員一覧）

看護師から助産師になるコース(専攻科、別科）

（令和4年4月時点）（1年次定員）

高校卒業から看護師と保健師または助産師になるコース
（4年制大学）
施

設

名

設置者

定員
保健師 助産師
看護師 （選択制）（選択制）

郵便番号

住

所

電話番号

FAX

10

812-0054

福岡市東区馬出3-1-1

092-642-6680 092-642-6674

811-0213

福岡市東区和白丘2-1-12

092-687-8700

九州大学医学部保健学科看護学専攻

国立大学法人

68

令和健康科学大学

学校法人

80

福岡大学医学部看護学科

学校法人

110

20

814-0180

福岡市城南区七隈7-45-1

092-801-1011 092-865-5117

福岡国際医療福祉大学看護学部看護学科

学校法人

100

18

814-0001

福岡市早良区百道浜1-7-4

092-407-0805 092-407-1814

福岡看護大学看護学部看護学科

学校法人

100

10

814-0193

福岡市早良区田村2-15-1

純真学園大学保健医療学部看護学科

学校法人

100

10

815-8510

福岡市南区筑紫丘1丁目1-1

設

名

設置者

定員

郵便番号

西南女学院大学助産別科

学校法人

16

803-0835

聖マリア学院大学専攻科助産学専攻

学校法人

15

医師会
学校法人

遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学校
福岡水巻看護助産学校

住

所

電話番号

FAX

北九州市小倉北区井堀1-3-5

093-583-5130

093-592-4287

830-8558

久留米市津福本町422

0942-35-7271

0942-34-9125

15

807-0052

遠賀郡水巻町下二西2-1-33

093-203-2333

093-203-2334

16

807-0051

遠賀郡水巻町立屋敷1-14-51

093-201-5233

093-201-5234

電話番号

FAX

092-852-1530

092-852-1531
093-881-5642

准看護師から看護師になるコース
（２年課程）
名

設置者

全日制
定時制
通信制

定員

郵便番号

092-801-0411 092-801-0412

福岡市医師会看護専門学校

医師会

定時制

40

814-0001

福岡市早良区百道浜1-6-9

092-554-1255 092-552-2707

北九州市戸畑看護専門学校

医師会

定時制

40

804-0063

北九州市戸畑区正津町2-10

093-881-5641

看）093-551-3184
准）093-533-2885
准）093-551-3183

施

設

住

所

日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科

学校法人

100

18

811-4157

宗像市アスティ1丁目1

0940-35-7001 0940-35-7021

北九州小倉看護専門学校

医師会

全日制

40

802-0076

北九州市小倉北区中島1-19-17

福岡女学院看護大学看護学部看護学科

学校法人

100

18

811-3113

古賀市千鳥1-1-7

092-943-4174 092-940-2341

専門学校麻生看護大学校

学校法人

通信制

250

820-0018

飯塚市芳雄町3-83

0948-25-8760

0948-25-8727

西南女学院大学保健福祉学部看護学科

学校法人

90

18

803-0835

北九州市小倉北区井堀1-3-5

093-583-5130 093-592-4287

久留米医師会看護専門学校

医師会

定時制

40

830-0013

久留米市櫛原町45番地

看）0942-34-4189 看）0942-31-0616
准）0942-34-4184 准）0942-39-1249

産業医科大学産業保健学部看護学科

学校法人

70

18

807-8555

北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

093-603-1611 093-601-3446

大牟田医師会看護専門学校

医師会

定時制

40

836-0843

大牟田市不知火町3-104

0944-52-7698

0944-52-7672

福岡県立大学看護学部看護学科

公立学校法人

90

15

825-8585

田川市伊田4395番地

0947-42-2118 0947-42-6171

筑豊看護専門学校

社団法人

定時制

30

822-0034

直方市大字山部765-1

0949-22-6769

0949-22-6760

八女市本村656-1

看）0943-24-4877 看）0943-23-7243
准）0943-23-6284 准）0943-23-7452

久留米大学医学部看護学科

学校法人

110

50

830-0003

久留米市東櫛原町777-1

0942-31-7714 0942-31-7715

聖マリア学院大学看護学部看護学科

学校法人

110

18

830-8558

久留米市津福本町422

0942-35-7271 0942-34-9125

帝京大学福岡医療技術学部看護学科

学校法人

80

10

10

836-8505

大牟田市岬町6-22

0944-57-8333

第一薬科大学看護学部看護学科

学校法人

80

10

5

815-8511

福岡市南区玉川町22-1

092-559-7331

施

定員
施

設

名

福岡医健・スポーツ専門学校

看護科

設置者

看護師

郵便番号

住

所

電話番号

医師会

八女筑後看護専門学校

全日制

40

834-0063

中学校卒業から看護師になるコース
（高等学校5年一貫課程 衛生看護科3年 + 専攻科２年）

高校卒業から看護師になるコース
（3年課程）
FAX

設

名

設置者

定員

郵便番号

住

所

電話番号

FAX

精華女子高等学校

学校法人

40

812-0018

福岡市博多区住吉4-19-1

092-431-1434 092-474-7702

博多高等学校

学校法人

60

813-0041

福岡市東区水谷1-21-1

092-681-0331 092-681-0301

純真高等学校

学校法人

40

815-8510

福岡市南区筑紫丘1丁目1-1

092-541-9710 092-541-1536

美萩野女子高等学校

学校法人

70

802-0062

北九州市小倉北区片野新町1-3-1

093-921-1331 093-921-3610

折尾愛真高等学校

学校法人

70

807-0861

北九州市八幡西区堀川町12-10

093-602-2100 093-692-5690

大和青藍高等学校

学校法人

40

822-0025

直方市日吉町10-12

0949-22-0533 0949-22-0535

近畿大学附属福岡高等学校

学校法人

40

820-8510

飯塚市柏の森11-6

0948-22-2597 0948-28-1814

杉森高等学校

学校法人

80

832-0046

柳川市奥州町3

0944-72-5216 0944-72-5218

名

設置者

定員

郵便番号

福岡市医師会看護専門学校

医師会

80

814-0001

福岡市早良区百道浜1-6-9

092-852-1530 092-852-1531

自衛隊福岡病院准看護学院※一般募集なし

防衛省

35

816-0826

春日市大字小倉東1-61

092-581-0431 092-581-4828
092-922-5684 092-922-5696

学校法人

40

812-0032

福岡市博多区石城町7-30

092-292-5857

原看護専門学校

学校法人

40

813-0025

福岡市東区青葉6-40-7

092-691-0331

092-691-6395

福岡県私設病院協会看護学校

社団法人

80

815-0081

福岡市南区那の川1-5-27

092-521-8485

092-521-8486

医師会

80

814-0001

福岡市早良区百道浜1-6-9

092-852-1530

092-852-1531

学校法人

80

814-0005

福岡市早良区祖原3-1

092-833-6120

092-833-6516

宗像看護専門学校

学校法人

80

811-3305

福津市宮司2-11-20

0940-52-5222

0940-52-5005

西日本看護専門学校

学校法人

50

800-0257

北九州市小倉南区湯川5-9-27

093-952-0111

093-952-7201

健和看護学院

財団法人

80

803-0814

北九州市小倉北区大手町15-1

093-592-0311

093-592-0332

学校法人

80

802-0077

北九州市小倉北区馬借1-1-2

093-531-5331

北九州市立看護専門学校

北九州市

40

802-0077

北九州市小倉北区馬借2-1-1

093-541-1831

093-533-8694

筑紫看護高等専修学校

医師会

40

818-0132

太宰府市国分3-13-1

小倉南看護専門学校

医療法人

42

802-0978

北九州市小倉南区蒲生5-5-2

093-963-3425

093-963-3426

福間看護高等専修学校

医療法人

40

811-3295

福津市花見が浜1-5-1

0940-42-7928 0940-42-7928

福岡市医師会看護専門学校
福岡医療専門学校

看護科

九州医療スポーツ専門学校

看護学科

准看護師になるコース
施

設

住

所

電話番号

FAX

専門学校北九州看護大学校

学校法人

40

802-0803

北九州市小倉南区春ケ丘10-15

093-932-0123

093-922-8122

北九州小倉看護専門学校

医師会

84

802-0076

北九州市小倉北区中島1-19-17

看）093-551-3184
准）093-533-2885
准）093-551-3183

製鉄記念八幡看護専門学校

社会医療法人

40

805-8508

北九州市八幡東区春の町1-1-1

093-671-9400

093-671-9400

八幡医師会看護専門学院

医師会

80

805-0062

北九州市八幡東区平野2-1-1

093-671-1507 093-662-2260

医師会

40

805-0062

北九州市八幡東区平野2-1-1

093-671-1507

093-662-2260

豊前築上医師会看護高等専修学校

医師会

30

828-0021

豊前市大字八屋1522-2

0979-82-0607 0979-82-0607

社会医療法人

40

800-0344

京都郡苅田町新津1598番地

0930-23-0839

0930-23-0829

京都医師会看護高等専修学校

医師会

35

824-0002

行橋市東大橋2丁目9−2

0930-22-1804 0930-22-9119

医師会

40

807-0052

遠賀郡水巻町下二西2-1-33

093-203-2333

093-203-2334

飯塚医師会看護高等専修学校

医師会

64

820-0040

飯塚市吉原町1-1サンメディラック飯塚３Ｆ

0948-22-3559 0948-28-9108

福岡水巻看護助産学校

学校法人

80

807-0051

遠賀郡水巻町立屋敷1-14-51

093-201-5233

093-201-5234

直方看護専修学校

医師会

40

822-0034

直方市大字山部808-13

0949-22-0512 0949-22-0668

専門学校麻生看護大学校

学校法人

60

820-0018

飯塚市芳雄町3-83

0948-25-8760

0948-25-8727

田川看護高等専修学校

医師会

40

825-0002

田川市大字伊田2735-23

0947-42-3267 0947-44-6000

古賀国際看護学院

社会医療法人

60

839-0801

久留米市宮ノ陣3-7-47

0942-38-3866

柳川山門医師会看護高等専修学校

医師会

40

832-0827

柳川市三橋町蒲船津1401-10

0944-72-8086 0944-72-9086

髙尾看護専門学校

学校法人

40

838-0141

小郡市小郡1428-1

0942-73-2767

0942-73-2769

久留米医師会看護専門学校

医師会

40

830-0013

久留米市櫛原町45番地

看）0942-34-4189 看）0942-31-0616
准）0942-34-4184 准）0942-39-1249

あさくら看護学校

医師会

40

838-0064

朝倉市頓田294-1

0946-22-5510

0946-22-5506

大牟田医師会看護専門学校

医師会

70

836-0843

大牟田市不知火町3-104

0944-52-7698 0944-52-7672

八女市本村656-1

看）0943-24-4877 看）0943-23-7243
准）0943-23-6284 准）0943-23-7452

八幡医師会看護専門学院
おばせ看護学院
遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学校

大川看護福祉専門学校

10

施

学校法人

40

831-0016

大川市大字酒見字上城内391-5

0944-88-3433

0944-88-1339

八女筑後看護専門学校

医師会

40

834-0063

11

看護の進路・進学支援委員会は

熱き思いで支援します！
看護の進路・進学支援委員会は、未来の看護職を目指す中高生や学校の先生への情報提供と相談、看護学生や看護職の成
長を支援している学校・施設の架け橋として、人を育てることに情熱を傾ける9名の委員で頑張っています。
これからも看護
職への道を明るく照らし、
４つの かん である環境・関心・関係・感情を共に育んでいきたいと思います。

福岡県ナースセンターのご紹介

看護職への
想いをカタチに！

ナースセンターとは … ｢看護師等の人材確保の促進に関する法律｣に基づき、平成5年に福岡県から｢ナースセンター｣

https://www.fukuoka-kango.or.jp/for̲student/

FAX.092-407-8710

FAX.093-383-9415

FAX.0948-43-8754

■相談日/月〜金曜日（土・日・祝日休み） ■相談時間/10：00〜12：00、13：00〜16：00

FAX.0942-27-8967

■来所相談日/火・木曜日（要電話予約）

※月・水・金曜日の来所相談についてはお問い合わせください。※来所時は公共交通機関をご利用ください。

に 向 かって ！

福岡県ナースセンターWEBサイト
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/

叶 えたい

看護職を目指す方へ

夢

としての指定を受け、看護職員無料職業紹介や訪問看護師養成講習会、地域に看護の心を広
げる事業等を行っています。地域に伝える｢看護の心｣普及･啓発事業の一環として、看護職を
目指す方への進路相談も行っています。
詳しくは、
協会ホームページをご覧ください。

看護職の有資格者で、現在お仕事をされていない方はナースセンターへの届出が必要になりました。
平成27年10月より、
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」
に基づき、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許保持者で、看護師等の仕事を
されてない方は、都道府県「ナースセンター」へ届出が必要になりました。

インターネットを経由した届出が原則となります。
お持ちのスマートフォンやパソコンから、看護師等の届出サイト
「とどけるん」に届出事項を入力してください。
登録後、ひきつづき
「eナースセンター」にて求職登録いただくと、再就職に向けたさまざまなサポートが受けられます。

届出はこちらから

https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

福岡県看護師等学校・養成所ガイドブック

（福岡県補助事業）
「看護師等学校養成所就学促進事業」

公益社団法人福岡県看護協会

看護の進路・進学支援委員会

〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出4-10-1ナースプラザ福岡
TEL.092-631-1221 FAX.092-631-1223

令和4年3月発行

写真協力：北九州市立医療センター、福岡大学病院、福岡赤十字病院、久留米大学医療センター、大牟田天領病院、宗像・遠賀保健福祉環境事務所、帝京大学福岡キャンパス、
西南女学院大学 助産別科、杉森高校看護専修学校、福岡医療専門学校

公益社団法人福岡県看護協会

