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石川県看護協会では、現在働いていらっしゃらない方にも、不安や悩みを軽減して安心して働いていただけるよう、最初の一歩へのお手
伝いをさせていただいています。臨時で働いてくださる方、長期の就職を希望される方、どのような働き方をご希望される方もお気軽に
ご相談ください。

一緒に働いてみませんか、最初の一歩をお手伝いします！ 

　青空ハウス診療所（COVIDｰ19 宿泊療養
所）に勤務して 1か月。
　石川県・全国に緊急事態宣言が発令された

ころ、石川県では医療崩壊寸前の状況となり、ホ
テルでの宿泊療養開設の準備がなされていました。開

設が決定された場合は、看護協会に勤務している看護職が
先陣を切って勤務しなければ間に合わない状況であること
を会長より伝えられた 4 月中旬。それぞれが、「自分は持
病がある」、「持病がある家族がいる」、「老人と同居してい
る」、「小さな子供と同居している」など、働かなくて済む
理由を探していました。緊迫した状況であることも理解で
きるし、名乗り出なければならない有事であることを分
かってもなお、「希望します！働きます！」と言えない自
分たちでした。差し迫った開設日に向けて、本音について
吐露しあったところ、みんなが抱えていた不安は、自分が

感染したらどうしよう、持ち帰って家族に移したらどう
しよう、自分の知っている昔の経験や感染防護対策は通
用するのか、コロナに近い距離で働いていることを近所
の人に知られたくない、自分だけでなく家族も偏見にさ
らされるのではないかなどでした。
そして、4 月 16 日から宿泊施設の受け入れが始まる

ことを知ったとき。みんなで不安を共有しあい、感染防止
に対する正しい情報と感染防護対策に関する知識を再学
習、手洗いや防護服の着脱技術を再体験したことで、覚
悟ができ揃って最初の一歩を踏み出すことができました。
今では、この緊急事態において、自分たちにもできる

看護があることや人とのつながりが広がっていく楽しみ
を実感できるようになりました。
　新しい日常を模索しながら…
　コロナが一日も早く収束することを願ってやみません。

ハッピーエンジェルのひとりごと

（令和 2 年 5 月 8 日現在）

登録希望者 2人

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県内の看護職の需要とこれまでの経過

ナースセンターより復職依頼の
メール等を送付した方 204人

当初、 求人①の宿泊療養
施設に応募されてきた方2人

採用者 0人

採用者 0人

協力者決定 12人オリエンテーション
参加者 31人

新聞・HP 等を見て
応募されてきた方 5人

採
用

採
用

相談の結果、クラスター
発生病院の臨時雇用に採用1人石川県こころの健康センターの

電話相談対応に採用 1人

1人マッチング

協会職員の電話呼び
掛け等による応募者55人

お知らせ NEWS

※応募期間を延長しておりますので、定員枠には余裕があります。実習の受入は、今年度は難しいかもしれません。

以下の研修は中止となりました

■ 2020 就職情報交換会 8月以降の開催を検討中です。現在、協会 HP にて県内施設の採用情報をご覧いただけます。
（トップページ中央「就職情報 2020 年度」の写真をクリックしてください）

表紙イメージ：金沢駅鼓門（金沢市）

特定警戒都道府県に指定された 4 月 16 日から、東横イン兼六園香林坊 ( 通称：青空ハウス ) での支援活動を、急遽開始
しました。日頃の看護姿勢に反し『遠隔看護』ですが、潜在看護師の協力もいただきながら医療崩壊を防ぐ一助になればと

頑張っています。長期戦でコロナ 0をめざすのではなく、長丁場でのコロナとの共生をめざしましょう。

編集後記

■ 再就業支援セミナー

救急蘇生

感染管理
6月 11日（木）
6月 25日（木）

1
2

研修内容No
心電図

採血・注射・点滴・輸液ポンプ・ポート
7月　9日（木）
7月 16日（木）

3
4

研修内容開催日No開催日

■ 訪問看護研修

24

25

26

8 月 22日（土）
6月 27日（土）
8月　1日（土）

在宅看護フォーラム 

交流研修Ⅰ

交流研修Ⅱ 

研修内容開催日No
27

31

32

8 月　7日（金）
7月　9日（木）～ 8 月 27 日（木）
7月 15日（水）～ 7月 17 日（金）

交流研修Ⅲ

小児・障がい児の看護

難病患者の看護

研修内容開催日No

以下の訪問看護研修は９月以降に実施予定。開催日決定次第、ご案内いたします。

交流研修Ⅳ
基礎研修
精神障がい者の看護

研修内容開催日No

9 月　5日（土）
6月 19日（金）～10月 23日（金）
9月から 10月 30日（金）

28

29

30

在宅緩和ケア研修
管理者研修［初任者］

研修内容開催日No

6 月 24日（水）～  8 月 21日（金）
6月 19日（金）～  9 月 5日（土）

33

34

公益社団法人石川県看護協会 石川県ナースセンター 〒920-0931 金沢市兼六元町3番69号
076(225)7771 076(225)7788

高城･山下･霜･中川
isikawa@nurse-center.net http://www.nr-kr.or.jp
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