2018年ふれあい看護体験実施施設一覧
№

施設名

住所

実施日

曜日

時間

受入数

交通アクセス

加賀市手塚町サ150

5月10日 木

9:00～15:00

事介助、清潔援助等）、レクリエー
ション活動参加、病院で開催する
看護の日のイベント参加

JR加賀温泉駅より加賀温泉バス石川病院行き

5月22日 火

9:00～16:00

い指導、フットケア体験、新生児ケ
ア見学と一部体験、病棟での清潔
ケア・移送介助・コミュニケーショ
ン、病院食試食

ＪＲ加賀温泉駅より徒歩３分

3

4 小松市民病院

5月2日

水

8:30～15:00

5月23日 水

9:00～16:00

浴、フットケア、配膳等）、バイタル
サイン測定、感染防止対策、療養
病棟レクリエーション参加、施設イ
ベント参加等

ＪＲ能美根上駅より徒歩５分

6 芳珠記念病院

5月18日 金 13:30～15:30

5月23日 水

9:00～16:00

9:30～15:30

測定、車椅子移送、ベッドメーキン
グ、リハビリ見学、食事介助、清潔
ケア見学・介助、コミュニケーション
体験

北鉄石川線鶴来駅下車、徒歩10分

5月29日 火

8:30～16:00

10 金沢医療センター

5月9日

水

9:00～12:00

5月11日 金

9:00～16:30

12 金沢市立病院

火

9:00～15:00

5月29日 火

9:00～15:00

４人

JR金沢駅兼六園口より北鉄バス工大前行きまたは四十万行き、赤十
字病院前で下車
1

─

５人 手足浴、車椅子散歩、食事の準

JR金沢駅兼六園口10番のりばより、北鉄バス20番（平和町市立病院
行き、金大附校自衛隊前行き）、21番（北陸学院大学行き、つつじが
丘住宅行き）、22番（大桑住宅行き、小原行き）、平和町下車
金沢市三馬2-251

13 金沢赤十字病院

5月8日

─

20人 病棟見学、バイタルサイン測定、

清潔ケア介助、ベッドメーキング、
11 金沢大学附属病院 ＪＲ金沢駅兼六園口７番のりばより、北鉄バス金沢大学附属病院行き、病 車椅子移送、ストレッチャー搬送、
院前下車／金沢駅兼六園口７番のりばより、北陸大学行き等、または金 配膳、患者さんとのコミュニケー
沢駅港口５番のりばより東部車庫行きで、小立野下車、徒歩10分
ション、施設イベント参加
金沢市平和町3-7-3

─

５人

患者さんとのコミュニケーション、
金沢駅兼六園口北鉄バス７番のりばより、11番（金沢学院大学行き等） 移送介助、清潔ケア、食事介助等
または12番（北陸大学行き等）に乗車、出羽町下車、徒歩１分
金沢市宝町13-1

─

５人 脳卒中で障害を抱えた方のリハビ

リテーション訓練を中心に復帰へ
9 金沢脳神経外科病院 金沢駅兼六園口９番のりばより、北鉄バス「白山市役所」「千代野ニュータ 向けた支援。失われた機能の再獲
ウン」「寺井中央」行き、田中町下車、徒歩10分/野々市市コミュニティバス 得や生活動作改善への関わりに
「のっティ」または白山市コミュニティバス「めぐーる」乗車、当院で降車
参加。
金沢市下石引町1-1

─

４人 白衣試着、病院見学、体温・血圧

8 つるぎ病院

野々市市郷町262-2

バイキンを見てみよう）、バイタル
5/ 9（水）
サイン・身体測定、フットケア（足が 5/25（金）
ツルツルになるかな）、病院食（お 各日３人
やつ）の試食
足浴、体重測定等）、手術室・集
中治療室（ICU）の看護体験、退院
調整看護師の働き、看護フェア参
加

ＪＰ松任駅より、北鉄バス松任中央病院行き

5月22日 火

─

10人 入院患者さんのケア（搬送、検温、

7 松任石川中央病院

白山市鶴来水戸町ノ1

─

３人 手術室見学、感染防止対策（手の

ＪＲ能美根上駅より能美市コミュニティバス「のみバス」にて、芳珠記念
病院前下車
白山市倉光3-8

─

２人 看護ケアの見学と一部実施（手

5 能美市立病院

能美市緑が丘11-71

─

６人 看護外来、手術室看護体験、新

生児ケア、高齢者支援体験等（参
ＪＲ小松駅西口１番のりばより、小松バス市内循環バス（ブルーこまち、 加者の希望を確認させていただき
またはオレンジこまち）乗車、小松市民病院前下車
ます）
能美市大浜町ノ85

応相談

5月25日 金 11：00～16:00 ５人 清潔援助（足浴、洗髪）、認知症

患者さんとのコミュニケーション、
やわた
散歩、車椅子乗車体験、点滴交
メディカルセンター ＪＲ小松駅西口１番のりばより、小松バス市内循環バス（ブルーこまち、
換場面見学、リハビリ見学、病院
またはオレンジこまち）乗車、やわたメディカルセンター前下車
食試食
小松市向本折町ホ60

左記以外の
受入可能日

５人 感染管理認定看護師による手洗

2 加賀市医療センター

小松市八幡イ12-7

主な体験内容

２人 看護ケアを看護師と共に行う（食

1 石川病院

加賀市作見町リ36番地

５/１～６/３に限ります ↓2018

備、お話相手、手術室･救急外来
等の見学、BLS(AED)体験、災害
用ストレッチャー体験、体内脂肪
測定等
保清（清拭、洗髪、手足浴）や食
事介助等の体験を通し、患者さん
とふれあう

─

─

2018年ふれあい看護体験実施施設一覧
№

施設名

住所

曜日

時間

受入数

交通アクセス

金沢市泉が丘2-13-43
14 ＫＫＲ北陸病院

実施日

5月25日 金

9:00～15:00

5月16日 水

9:00～15:00

母親各種教室見学、ベッドメーキ
ング、車椅子移動、配膳、清潔援
助の見学・実施、病院食試食

9:30～14:00

5月30日 水

9:00～15:00

5月9日

水

9:00～15:00

5月31日 木 10:00～15:30

5月15日 火

9:00～15:00

5月12日 土 10:00～13:00

6月2日

土

9:30～12:30

ＪＲ金沢駅より徒歩10分

2

─

４人
─

５人 急性期病棟・老健療養棟での食
事援助、ベッドメーキング、清潔援
助、衣類着脱介助、コミュニケー
ション、院内デイケアの見学・参加

─

４人 看護師の仕事を理解し、看護の道
選択へのきっかけや目標を持つ
機会につなげる。血圧測定、移動
介助、食事介助、当日ベビーがい
れば新生児ケアの見学・体験

応相談

５人

応相談

６人 病棟で看護師と一緒に看護師の
仕事を体験・見学（食事介助、清
潔ケア、車椅子体験等）、病院内
見学（手術室等）

26 城北病院

─

10人 車椅子・ストレッチャー等の使用体

高齢者体験、車椅子乗車体験、
保清ケア（手足浴）体験、食事介
武蔵ヶ辻󠄀・近江町市場（かなざわはこまち前）より北鉄バス84番大浦保
助、病院食試食
育園前行きまたは木越住宅行き、千木で下車、徒歩１分
金沢市京町20-3

─

４人 病院の概要（オリエンテーション）、

ＪＲ東金沢駅より徒歩20分
ＪＲ金沢駅兼六園口より北鉄バス柳橋行き、小坂中で下車
金沢市千木町へ33-1

25 千木病院

病棟・一般病棟でのケア（環境整
備、ベッドメーキング、清潔ケア
等）、新病院の見学・体験（救命救
急センター、透析室、検査等）

金沢駅港口より北鉄バス運転免許センター行き、金沢病院下車／
病院行き無料ジャンボタクシー（９人乗り、金沢駅発または東長江発
鳴和経由）あり。乗車時は運転手に分かるように手を挙げて下さい。
金沢市小坂町中83

24 浅ノ川総合病院

5月13日 日

─

10人 産科病棟での新生児ケア、小児

患者さんとのコミュニケーション、
ＪＲ金沢駅兼六園口４番のりばより、JRバス（福光行き、田の島行き、中 散歩、環境整備、食事介助など
尾行き）で30分、医王病院前下車。またはＪＲ森本駅より徒歩15分
金沢市沖町ハ15

23 JCHO金沢病院

9:00～15:00

健康状態観察（バイタルサイン測
定等）、環境整備（シーツ交換
等）、日常生活動作支援（車椅子
介助等）ほか

験、保清等の介助、着替え、シー
ツ交換、検査部門・手術室等関連
ＪＲ金沢駅港口より、北鉄バス52番示野線乗車、済生会病院前下車／
部署の見学、看護外来見学・介助
ＪＲ金沢駅兼六園口より56番西部緑地公園線乗車、病院前下車
（フットケア、糖尿病等）
金沢市岩出町ニ73-1

22 医王病院

5月23日 水

5/30（水）
２人

４人 高齢者施設での看護について/

血圧測定、移乗、心臓マッサージ
香林坊・武蔵ヶ辻󠄀→中橋ルートで北鉄バス60番金石行き、または61番 体験（デモ人形）、配膳、清潔援
大野行き乗車、北町西下車、徒歩１分
助、病院祭参加
金沢市赤土町ニ13-6

21 済生会金沢病院

9:30～15:00

ＪＲ金沢駅金沢港口より北鉄バス中央病院行き
または県庁前行きにて県庁前下車、徒歩５分
金沢市駅西本町6-15-41

20 金沢西病院

5月12日 土

─

２人 検査等の移送介助、洗髪・清拭・

北鉄石川線（野町駅より）馬替駅下車、徒歩1分/ＪＲ金沢駅兼六園口
より北鉄バス31番額住宅前行き、額新町下車、徒歩３分
金沢市鞍月東2-1

19 県立中央病院

9:30～13:00

滴準備・交換見学、胃ろう見学、車
椅子介助、配膳、食事介助の見
学、病院食試食、栄養補助食品の
説明と試飲

足浴等の見学・実施、配膳の見
ＪＲ金沢駅兼六園口より北鉄バス金沢工業大学行き、または四十万経 学・実施、外来・事務・リハビリ・レ
由緑が丘十丁目行き、寺地または上有松で下車、徒歩約１分
ントゲン・薬局等の見学
金沢市馬替2-142

老人保健施設
なでしこの丘

5月23日 水

─

５人 手術室・病棟見学、手浴実施、点

北鉄石川線馬替駅下車、徒歩４分/ＪＲ金沢駅兼六園口８番のりばより北
鉄バス光が丘住宅行き等、光が丘口下車、徒歩10分／野々市市より
「のっティ」中央ルートで矢作下車、徒歩８分

金沢市有松5-1-7

18

5月28日 月 10:00～14:00

火・金であ
れば1名可

５人 新生児の沐浴見学･更衣･抱き方･

ＪＲ金沢駅より北鉄バス（多数あり）、香林坊で下車、徒歩３分
金沢市馬替2-125

左記以外の
受入可能日

２人 施設内見学、移送介助、配集膳、

15 金沢聖霊総合病院

17 金沢有松病院

主な体験内容

足浴、患者さんとのコミュニケー
金沢駅兼六園口８番のりばより、北鉄バス円光寺行き、錦丘高校前行 ション、散歩、転倒防止目的の体
き、金沢工業大学行き等乗車、有松（泉が丘方向）下車、徒歩５分
操参加等
金沢市長町1-5-30

16 南ヶ丘病院

５/１～６/３に限ります ↓2018

─

2018年ふれあい看護体験実施施設一覧
№

施設名

住所

金沢こども
医療福祉センター

時間

受入数

5月12日 土

9:00～15:00

20人

5月9日

水 10:00～16:00

5月29日 火 10:00～15:00

つ等の介助、移乗・移動・入浴後
のケアなど）、入所者（児）とのコ
ミュニケーション、レクリエーション
を通しての関わり

２人 自分の体を知ろう（体温、脈拍、血

30 宝達志水病院
ＩＲ七尾線南羽咋駅より徒歩約20分、または敷浪駅より徒歩約30分

志賀町富来地頭町7-110-1 5月30日

水

9:00～12:30

5月10日 木

9:30～12:30

5月19日 土 10:00～15:00

5月10日 木

9:00～15:00

火

8:30～15:30

9:00～15:00

だ後、実体験へ。新生児室・分娩
室見学、人形による沐浴体験、手
足浴、食事介助、バイタルサイン
測定、環境整備、レクリェーションリ
ハビリ参加等
学、手洗い、術衣着用体験等
病棟で…血圧・脈拍・SPO₂測定、
清潔ケア、車椅子移乗、患者さん
とのコミュニケーション等

穴水駅より北鉄バス宇出津駅前行き、宇出津病院前下車

38 珠洲市総合病院

5月23日 水

9:00～15:00

─

応相談

12人 バイタルサインチェック、シーツ交

金沢からは、ＪＲ金沢駅兼六園口１番のりばより、珠洲特急バス（すず
なり館前･鉢ケ崎行き）約３時間、すずなり館前で下車、徒歩5分
3

応相談

６人 手術室で…手術室見学、器材見

37 宇出津総合病院

珠洲市野々江町ユ部1-1

─

６人 手洗いや介助の注意点等を学ん

ＪＲ穴水駅より徒歩15分

5月25日 金

に新生児・産婦のケア見学と実
践、妊産褥婦の保健指導見学・参
加、血液浄化センターで透析中の
患者さんの看護の見学と実践
アの見学と実施、各種測定の見学
と実施、車椅子体験、新生児ケア
の見学と実施、病院食試食（昼
食）

36 穴水総合病院

能登町宇出津タ字97

ケーション、清潔ケア、院内デイケ 応相談
アでのレクリエーション参加、食事 木曜のみ
介助等

８人 ユニホームでの記念撮影、清潔ケ

道の駅輪島ふらっと訪夢から徒歩10分

5月8日

─

６人 産科病棟で助産師・看護師ととも

35 輪島病院

鳳珠郡穴水町川島タ8

学・体験、救急外来・救命救急セ
ンター見学、患者さんとのふれあ
い、車椅子乗車体験、看護の日イ
ベント体験、病院食試食

４人 移動介助、移送介助、コミュニ

ＪＲ七尾駅より北鉄バス能登食祭市場経由和倉温泉行き、恵寿病院
前下車
輪島市山岸町は1-1

─

６人 小児科・産婦人科病棟でのケア見

ＪＲ七尾線七尾駅下車後、北鉄バス（和倉温泉、能登島、石崎漁港、
高浜行き）七尾病院前下車、徒歩５分
七尾市富岡町94

34 恵寿総合病院

5月9日

─

２人 バイタル測定、車椅子移送、ベッド

ＪＲ七尾駅より北鉄能登バス、または七尾駅前パトリアより能登島バス
乗車、能登総合病院下車
七尾市松百町八部3-1

33 七尾病院

9:00～15:30

圧、体脂肪等）、看護ケアの実際
（清拭、配膳、食事援助）、病院で
働く職種を知ろう（薬剤師、理学療
法士、レントゲン、作業療法士、検
査、医師事務を見学・体験）

メーキング、手足浴、配膳等の見
志賀町コミュニティバス福浦線乗車、富来病院前下車。
学・実施、環境整備、院内見学、
羽咋方面からは、羽咋駅より北鉄能登バス富来線乗車、富来駅下車、 療養病棟レクリエーション参加、病
徒歩５分。
院食試食等
七尾市藤橋町ア部6-4

32 能登総合病院

水

─

者の不安軽減やチーム医療の核
となっている場面に同席し、その
“実際”を理解する（手術や心臓カ 5/24（木）
テーテル検査の術前訪問、手術
5/31（木）
や心臓カテーテル検査の準備の
各日５人
様子、心臓カテーテル検査時、ガ
ラス窓越しに立ち会う家族が医師
の説明を受ける場面に同席）

ＪＲ羽咋駅から徒歩７分
車の場合は、能登里山海道より千里浜インターで降りて３分

金 10:00～15:00

─

５人 急性期病院において看護師が患

29 羽咋病院

羽咋郡宝達志水町子浦11-1 5月25日

左記以外の
受入可能日

２人 日常生活援助（食事・水分・おや

ＪＲ森本駅より徒歩10分

羽咋市的場町松崎24

31 富来病院

主な体験内容

施設見学、看護師の仕事につい
ての説明、車椅子移送、手足浴な
北鉄浅野川線金沢駅発内灘駅下車後、医大病院行バス乗り換え（30
どの清潔援助、食事介助
分おき）
金沢市吉原町ロ6-2

28

曜日

交通アクセス

河北郡内灘町大学1-1
27 金沢医科大学病院

実施日

５/１～６/３に限ります ↓2018

換・環境整備、車椅子での移動介
助、食事介助、清拭・手足浴、赤
ちゃんとのふれあい、先輩看護師
とのふれあい

─

