看護協会に入会すると…
● 研修、岐阜看護学会が会員料金で受講できます
● 看護研究に役立つ文献検索や学会抄録集の閲覧、医中誌ｗｅｂの活用が可能です
● 国内・国外のさまざまな看護学会に参加しやすくなります
●「看護職賠償責任保険制度」
に加入できます
● 支部活動を通じて、地域の看看連携や多職種連携を図ることができます
● 医療・看護について国の動きも含め最新の情報が収集できます
● いきいきと働き続けるための総合相談を受けることができます
（会員証の提示が必要）
● 鍼灸マッサージの自主料金割引など、割引サービスの特典があります
（会員証の提示が必要）
●「災害支援ナース」
として被災地支援に貢献できます

県民とともに歩む
岐阜 県 看 護 協 会

あなたの入会をお待ちしています

岐阜県看護協会は、保健師、助産師、看護師、准看護師の資格があれば、どなたでも入会できます。
● 入会手続き ● 岐阜県看護協会と日本看護協会の同時入会となります。
岐阜県看護協会にお問い合わせください。
● 入会申込先 ● 方法については、
（3月31日）
まで
● 有 効 期 限 ● 入会年度の年度末

入会されますと、会員証、会員バッ
ジ、会員ハンドブックをお届けし
ます。

● 入 会 金 ● 新規加入の方、他県からの移動の方のうち岐阜県ではじめて
入会される方は、20,000円を納入してください。（これま
でにご入会がないかお調べいたします。入会前に事務局へお
尋ねください。）
日本看護協会5,000円
● 年 会 費 ● 岐阜県看護協会7,000円、
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資料請求・お問い合わせ先
交通機関

JR岐阜駅

至名古屋

長良川

至大垣

JR西岐阜駅
県美術館

岐阜県看護協会

県図書館
至岐南インター

至大垣

（岐阜県県民ふれあい会館第1棟5階）
国道21号
穂積大橋
岐阜県庁

バ
ス…
・ＪＲ西岐阜駅から西ぎふ・くるくるバス（1回乗車につき100円）の運行（シャトル便・定期便）
・ＪＲ岐阜駅・名鉄岐阜駅からOKBふれあい会館まで２５分
・ＪＲ岐阜駅・名鉄岐阜駅から岐阜県庁まで２０分、下車徒歩７分
タクシー …
・ＪＲ岐阜駅より約１５分／ＪＲ西岐阜駅より約８分
※ 駐車場 岐阜県県民ふれあい会館駐車場

https://www.gifu-kango.or.jp
E-mail:gifukango@gifu-kango.or.jp

公益社団法人 岐阜県看護協会

〒５００−８３８４ 岐阜市薮田南５丁目１４番５３号 岐阜県県民ふれあい会館第１棟５階 ☎０５８ー２７７ー１００８ FAX０５８ー２７５ー５３００

岐阜県看護協会立ケアプランセンター高山

〒506-0001

高山市冬頭町588番1

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山

〒506-0001

高山市冬頭町588番1

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション古川
（出張所）

〒509-4221

飛騨市古川町若宮2丁目1番66号

古川町総合会館内

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション上宝
（出張所）

〒506-1317

高山市上宝町本郷550番地

高山市上宝保健センター内

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション荘川
（出張所）

〒501-5413

高山市荘川町新渕430番地1

高山市荘川福祉センター内

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション久々野
（出張所）

〒509-3214

高山市久々野町無数河641番地

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション下呂
（出張所）

〒509-2202

下呂市森791番地27

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション各務原

〒504-0956

各務原市三井北町3丁目177番地

岐阜県看護協会立ナーシングデイ高山

〒506-0001

高山市冬頭町588番1

☎（0577）57−8033

FAX（0577）36−0525

☎（0577）35−2566

FAX（0577）36−0525

☎（0577）73−7566

FAX（0577）73−7565

☎（0578）86−0066

FAX（0578）86−2851

☎（0577）35−2566

FAX（0577）36−0525

☎（0577）52−5411

FAX（0577）70−8224

☎（0576）23−0231

FAX（0576）23−0232

☎（058）380−4166

FAX（058）380−4148

☎（0577）57−8566

FAX（0577）36−0525
（2021年4月）

公益社団法人

岐阜県看護協会

皆様とともに歩む 公益社団法人 岐阜県看護協会

こんな活動をしています

岐阜県看護協会は、県内の保健師、助産師、看護師、准看護師で構成する専門職能団体です。
私たちは看護者の資質向上を図り、人々の健康の増進と福祉の向上をめざして活動します。

研修・講習会・学会
看護の質の向上を目指して研修
や講習会を行います。

在宅療養支援
住み慣れた地域や家庭で、安心
して療養ができるよう訪問看護
師等がお手伝いしています。
ケアプランセンター高山
訪問看護ステーション高山
訪問看護ステーション古川
（出張所）
訪問看護ステーション上宝
（出張所）
訪問看護ステーション荘川
（出張所）
訪問看護ステーション久々野
（出張所）
訪問看護ステーション下呂
（出張所）
訪問看護ステーション各務原
ナーシングデイ高山

訪問看護総合支援センター
関係団体と連携しながら、課
題を共有し、訪問看護提供体
制の安定・推進を図ります。
●安定的な訪問看護師の
確保に対する取り組み
●訪問看護の質の向上に対する取り組み
●経営支援に対する取り組み
●地域での連携強化に対する取り組み

働く看護職のためのこころの相談
心身の疲労やストレス等で悩む看護職員
への専門家による心理相談を行います。
☎０５８ー２95 ー 6703
（ながら心理相談室）

災害支援ナースの育成・派遣
災害看護の専門的知識・技術を習得し、
災害支援ナースとして活動できる実践能
力を高めるための研修を行っています。
災害支援ナース登録者は、被災地へ赴き、
被災した医療機関・社会福祉施設、避難所
（福
祉避難所を含む）
で看護職として活動します。

看護の普及啓発
●ナーシングフェスタ
〜看護の日岐阜大会〜
「看護の心をみんなの心に」
●看護の進路・就業相談
●ふれあい看護体験 病院、地域での一日看護体験

会員支援
●6支部活動における地域の看護連
携や多職種連携
●医中誌Webによる文献検索

まちの保健室（健康相談）
県民の健康への意識づけと健康
保持増進への支援を図ります。
●血圧・血行・体脂肪率測定
●健康相談

電話相談
働く看護職員の総合相談を行います。
☎０80 ー 8265ー 5826

医療的ケア児支援センター
重症心身障がい在宅支援センターみらい
岐阜県から委託を受け、在宅重症心身障がい児者や医療的ケア児の家族や関係機関の相談窓口を開設

活動内容 ●本人・家族からの相談 ●人材育成 ●本人・家族・関係者のネットワークづくり
連 絡 先 本
所:岐阜県看護協会内
☎058-275-3234
携帯:080-8979-7063
サテライト:飛騨サテライト 飛騨市役所ハートピア古川内1階 携帯:080-8257-7552
中濃サテライト 可児市役所内1階
携帯:080-8979-7062
東濃サテライト 多治見市役所駅北庁舎2階
携帯:080-8979-7064

教育・研修
専門職業人としての役割遂行能力を養うと共に、保健・医療・福祉の分野において質の高い看護が提供できる人材を育
成するための教育・研修を行っています。

●研 修 会 ●
看護実践能力向上を目指す研修
A ニーズをとらえる力
B ケアする力

C 協働する力

D 意思決定を支える力

看護師のキャリアに応じた研修
E 組織的役割遂行能力
F 自己教育・研究能力
G 看護管理
H 資格認定
認定看護管理者教育課程ファーストレベル
認定看護管理者教育課程セカンドレベル

● 学会 ●
◆岐阜看護学会
◆日本看護学会

各委員会・各支部研修 ※看護ニーズに即応した研修内容

● 岐阜県からの受託研修 ●
● 新人看護職員研修事業
◆ 研修責任者研修
（3年毎） ◆ 教育担当者研修 ◆ 多施設合同研修
● 専任教員養成講習会
（隔年）
（隔年及び毎年の特定分野）
● 保健師助産師看護師実習指導者講習会
● 看護人材現任者研修
● 訪問看護師養成講習会
● 看護職員認知症対応力向上研修
● 重症心身障がい児者看護人材育成研修
● 高齢者施設で働く看護師資質向上研修 ● 退院支援担当者養成研修 など
研修会の内容は、岐阜県看護協会ホームページをご覧下さい。
直通電話

☎０５８-２７７-１００９

研修申込サイト

https：//www.gifu-kango.or.jp

https://gifu-kango.manaable.com

岐阜県ナースセンター

軽に
お気 さい！
下
お越し

ナースセンターは岐阜県の委託を受けて、次の三つの柱を中心に看護に関するあらゆる支援を行っている公的な相談所です。
連絡先：岐阜県ナースセンター

直通電話

☎０５８−２７７−１０10

アドレス

E-mail：gifu@nurse-center.net

ナースバンク事業

訪問看護の支援事業

看護の心普及事業

未就業者の就業促進のために無料職業紹
介所において求人情報提供・講習会・ナー
スバンクへの登録等を実施しています。

訪問看護を希望する人たちの講
習会・相 談・訪問看 護の調査、
情報交換を行っています。

多くの方々に
「看護」
への関心を高めて頂くた
めに
「一日看護体験」
「看護の日」
「進路指導」
「出前授業」
等を通して働きかけています。

岐阜県ナースセンターＵＲL http：//www.gifu-nc.jp
多治見支所：多治見市音羽町2‑66‑1
フリーデンハイム音羽 事務所101

☎0572‑26‑7880

西濃サテライト：大垣市加賀野4‑1‑7
ソフトピアジャパンセンター11F 会議室7

☎080‑2637‑6503

開所日時 月〜水・金 10時〜16時
（祝日・年末年始を除く）

開所日時 水曜日

10時〜16時

（祝日・年末年始を除く）

中濃サテライト：関市平和通7‑5‑1 アピセ関
可児市今渡682‑1 可児市福祉センター ☎080‑1580‑7659

開所日時 第1・3水曜 10時〜15時
第2・4水曜

飛騨サテライト：高山市花岡町2‑18
高山市保健センター高山市休日診療所内

開所日時 木曜日

☎090‑5117‑4082

（祝日・年末年始を除く）

９時〜16時

（祝日・年末年始を除く）

e - ナースセンターＵＲＬ https：//www.nurse-center.net（求人・求職検索サイト）
■ いつでも登録、検索閲覧
（24時間365日）

