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令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ４ 日 

都道府県医師会会長 殿 

郡市区医師会会長 殿 

公益社団法人日本医師会 

会長 中 川 俊 男  

（公 印 省 略）  

 

新型コロナワクチン接種に係る看護職の確保に向けた 

都道府県ナースセンターの活用について 

 

貴会におかれましては、新型コロナワクチン接種体制の構築に多大なるご尽力を

賜っておりますこと、あらためて感謝申し上げます。 

日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会では、先般「新型コ

ロナワクチン接種推進合同会議」を開催し、希望するすべての方が一刻も早くワ

クチン接種を完了できるよう、四師会が連携して対応していくことを確認いたし

ました。 

その際日本看護協会より、都道府県ナースセンターでは４,２００人を超えるワ

クチン接種研修を修了した潜在看護職員や教職員等が、就業・協力の意向を示し

て待機しているとの情報提供があり、併せて郡市区医師会、接種実施医療機関等

への都道府県ナースセンターの活用に関する周知依頼がありました。ワクチン接

種を実施する医療機関等から、都道府県ナースセンターに求人登録をしていただ

ければ、マッチングを行うとのことです。 

これまで、厚生労働省からも都道府県に対し、ナースセンターの活用に関する事

務連絡が出されているところですが、現状では市区町村からの求人は少なく、十

分活用されていない状況です。 

つきましては、郡市区医師会におかれましても、ワクチン接種にかかる看護職員

の確保に関し、ナースセンターの活用を積極的にご検討いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

◆「eナースセンター」ホームページ https://www.nurse-center.net/nccs/ 

都道府県ナースセンター一覧（上記「eナースセンター」ホームページに掲載） 

https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/eNursecenter/PrefNClist.pdf?20210423160000 



公益社団法人日本医師会

会長 中川俊男

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る看護職の確保に向けた

都道府県ナースセンターの活用について

様

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より本会事業の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(以下「ワクチン接種」)が全国

各地で本格的に開始されており、政府は高齢者の方々に対して、 7月末を念頭に2

回の接種を終えるという目標を示しています。その後は更に64歳以下の国民へのワ

クチン接種が控えています。貴会におかれましては、都道府県医師会、郡市区医師

会とともに、ワクチン接種実施の中核的な役割を担っておられますが、本会といた

しましても、都道府県看護協会とともに組織を挙げて看護職の確保のため最大限の

取り組みを進めております。

本会では医療の現場が大変な状況にある中で、少しでも現場の負担を軽減するた

め、現場を航れている看護職に活躍していただくことが重要だと考え、ナースセン

ターからの呼びかけを行っています。現在、都道府県ナースセンターでは、 4,200人

を超えるワクチン接種研修を修了伍月18日現在)した潜在看護職や教職員等が就業・

恊力の意向を示しており、待機している状況です。

また、都道府県ナースセンターでは、看護職の無料職業紹介を行っており、ワク

チン接種を実施する医療機関等から、都道府県ナースセンターに求人登録をして頂

ければマッチングの上、対応することができます。

つきましては、誠に恐縮に存じますが、ワクチン接種に係る看護職の確保にあたり、

都道府県ナースセンターの活用について、貴会より、郡市区医師会、接種実施医療機

関等に対しご周知頂きますようよろしくお願い申し上げます。

日看協発第卯号

令和3年5月21日

公益社団法人

会長

日本看護恊会
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<資料>

都道府県ナースセンターー覧(別紙1)

<参考>

都道府県看護協会による無料職業紹介事業 eナースセンターホームページ

URL : https://凱Ⅷ. nurse-center. net/nccs/

【お問い合わせ】

公益社団法人日本看護恊会

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2

健康政策部保健師課(担当:阿部、沼田)

TEL :03-5778-8844/nx :船一5778-8478

E一皿a il : hokensh i@nurse. or. jp

【ナースセンターについてのお問い合わせ】

公益社団法人日本看護協会

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2

労働政策部中央ナースセンター課

(担当ソハ林、安達)

TEL :03-5778-85田/NX :03-5π8-56呪

E-maH : ncenter@nurse. or. jp



都道府県ナースセンターー覧

都道府県

北海道
ナ・」スセンタr-

ナースパンク
渡島業務支所

、

〒003田027 'ノ
"、 J

札幌市白石区本通17丁目北3番24号
公益社団法人北海道着護協会内1階

ナースバンク
上川案務支所

所在地

〒041-8551
函館市美原4丁目6番16号
北海道渡島保健所内

ナースバンク
帯広業務支所

9:30~ 15:30

〒079-8610
旭川市永山6条19丁目1番1号
北海道上川保鍵所内二゛

ナースパンク
鋭路業務支所

〒080-8588
帯広市東3条南3丁目1
北海道帯広保催所内

ナースバンク
北見業務支所

TEL

TEL:011-863」6794

FAX

〒085丁0826
釧路市城山2丁目4番22号
北海道釧路保健所内

、 FAX011・r866-22U 、

青森県
ナースセンター

＼、

TEL0138-47-9160

〒090-8518
北見市青葉町6番6号
北海道北見保健所内

FAX:0138-47-9160

h

岩手県
ナースセンター

゛

ノ

Tモヒ0166司6-5282

0

〒030-0822
青森市中央3丁目20-30
県民福祉ブラザ3階
公益社団法人青森県看護協会内

＼

Id0委 Urεe-C

FAX0166-48-5282

h廿:ノ/wwwhokkaid

ホームページ

官城県
ナースセンター

TEし0155-21-3353

6-r"●Ⅱ

Oshlma@nurse-center.net

U

゛

〒020-0117
岩手県盛岡市緑が丘二丁目4番55号
岩手県看護研修センター1階
公益社団法人岩手県看護協会内

FAX:0155-21-3353

腔國畑^虻型処^mι

、

血mik真塑釦世盟二^畦

秋田県
ナースセンター

r ot ＼
＼

TEL:0154'5-6684

゛J 、

〒981-0933
官城県仙台市青葉区柏木2丁目3番部号

FAX0154-65-6684

、廿:ノノ、U^.hokkaido-nurS巴.com/

山形県
ナースセンター

Π1

TEL0157-61-6668

＼

Oblhiro@nur5●一C巴nter,net

〒010-0001
秋田市中通2勺、目3-8
秋田アトリオンビル1F

FAX:0157-61-6668

世如立^虻n^^

福島県
ナースセンター

相談日時

(祝祭日除く)

TEL017ーフ23-4580

ku h

ゞ月曜日一金曜日、

優慨司

＼

〒990-2473
山形市松栄1丁目5-45
公益社団法人山形県看護協会内

FAX:017ーフ35-3836

福島県
ナースセンター
いわきサテライト

h廿:/ノ^」10kkaido-nurS邑.com/

tl

TEL:019-663-5206

kltami@nur5巴一oenter.het

9:00,ヤ17:00

〒963-8871
郡山市本町1丁目20番24号
福島県看護会館みらい1階
公益社団法人福島県看護協会内

FAX:019-663-5263

月,火・木・金

r rl

臆盛仏_血処ヒ製雌薊旦

茨城県
ナースセンター

9:30~12:00

13:00~ 16:00

TEL022-272-8573

丑0 0' U ■一巴nte het

〒970-8026
いわき市平字堂根町4-1
堂根町ピル202号

FAX【022-272-7801

月・火・木,金

ゞ

9:30~12:00

13:00~ 16:00

茨城県
ナースセンター
県北

h廿:ノノWWW.1Wat6-kan o.0γ

TEL018-832-8810

VJate@nurse-0邑nt巴r『1et

〒310-0034
水戸市緑町3-5-35
茨城県保健衛生会館1階
公益社団法人茨城県看護協会内

FAX:018-853-4376

月・火・木・金

茨城県
ナースセンター
鹿行

.mM止Ka旦塵'旦心畆

m聖0血^墜塁^

9:30~12:00

13:00~ 16:00

YEL023-646-8878

〒317→066
日立市高鈴町1-4-10
(日立メディカルセンター看護専門学校内)

FAX:023-643-5727

月,火・木・金

9:30~12:00

13:00~16:00

茨城県
ナースセンタ・」
県南

hせ:/ W凱V.akita-k

月曜日~金曜日<

TEL024-934-0500

akit3@nurse-center.n巴t

〒314-0039
塵嶋市緑ケ丘3-9-20
(鹿嶋訪問看護ステーション内)

゛

FAX:024-991-6002

月・火・木・金

茨城県
ナースセンター
県西

h地Z^amヨ塵き皇旦_血、

9:00~16:00

9:30~12:00

13.00~ 16:00

TEL0246-38-5781

Yam旦^U妓崖二賎旦始^

＼

〒300」0812
土浦市下高津2-フ-68
(土浦訪問看護ステ,ーション内)

月曜日~金曜日

9:00~12:00

13:00~ 16:00

FAX:0246;,38一部刀

/

hせP"/Ⅶ^地

栃木県
ナー」スセンター

TEL:029-221-7021

6」kushima@nU門6-cent6rn6t

〒307-0001
結城市結城1211-フ
(茨城県結城看護専門学校内)

月曜日~金曜日

FAX:029-226-0493

群馬県
ナースセンター

TEL070-1542田967

9:00~ 16:00

ku h'

〒320-8503
宇都宮市駒生助333771
とちぎ健康の纛4階、、、
公益社団法人栃木県看護協会内

月曜日~金躍日

、、、

h杜 S:ノノνJWW.1barakl-nc.nev

0ιIP

nνと皇塁旦豊豊旦t臭r.旦,'t

丁EL:070-1543-9672

9:00~18:00

ibaraki@ΠⅡrse-center'net

月曜日~金曜日
第2・第4土曜日

9:00~16:00

〒371-0007
前橋市上泉町18舶一フ
公益社団法人群馬県看護協会内

出凶女圖^処壁雌迅^

過町虻k塁即_ok唆伽皇虻匝

＼

丁EL:070-1543-9833

＼

月躍日~金曜日

9:00712.00
13:00~16:00

月曜日~金曜日

、゛

h廿

TEL:070-1544-1383

/ WWW.1b

ibanc-rokkou@1na or

月曜日~金曜日

h血臣^込赴抽辻"島h雌ι'

k

TEt:028-625-3831

8:30~16:30

もヨ"0-k邑

火・水・木
＼

、 9:00~12:00

13;00~16:00

V

FAX028-625-8朋8

h廿

1Π or●n

TEL:027-269-5202

Ibano-ken$ei@1"ヨ 0r

N

月曜日~金曜臼

FAX:027-269-8601

、

9:30~12:00

13:00~16:00

、、

h

＼

k

9:00~17:00

^

V

壊釦雌皇二竪血詔ちn,エ

水曜日'金曜日

h廿

＼

望●ι

/ WWW

9:30~15:30

nma@nurse-ce"ter."et

火曜日・木曜日

m

＼

k

9:30~15:30

＼

火曜日・水曜日

' 9:30~15:30

月曜日・水曜日

＼
.

、
゛

、
寺

、
、



都道府県

埼玉県
ナフスセンター

千葉県
ナースセンター

、、

〒331刃078 之、、J

さいたま市西区西大官3丁目3番地
公益社団法人埼玉県看腰協会内

、、、、、、

東京都ミ
ナ,ースプラザ、
(ナースバンク東京)

、、、、J 、

所在地

〒261-0002
千葉市美浜区新港249-10

毛

ナースバンウ
立川

月曜日~金曜日

、、、、、＼

〒160-0023
新宿区西新宿42-19
廩京都看凄協会会館2階

神奈川県
ナースセンター

9:00~17:00

＼

〒190-0012
立川市曙町1-21-1
ユニゾ立川ビル6階

神奈川県
ナースセンター
相模原支所

TEL048-620-7337

(届出専用TEL
、 048-620-7339)
、い、 ＼

FAX、0487620・・7322

TEL

毎週1回火曜日

FAX

〒231→037
横浜市中区富士見町3番1
神奈川県総合医療会館5階

10:00~ 14:00

新潟県
ナースセンター

TEL:043-247-6371

〒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5F

月曜日~金曜日

9{00~1200
13:00~16:00

FAX:043-247-6620

h

新潟県
ナースセンター
上越支所

TEL03-5309-2065

疑j!遷m旦璽旦^1立亘豊土、

、

〒951-8133
新潟市中央区川摩町2-11
新潟県零護研修センタ・;・1階'
公益社団法人新潟県看護協会内

71ミ^'、^^三二

FAX:03【5309-2066

新潟県
ナースセンター
長岡支所

腔匹YZW^^

ー'、ド゛,'

6-n1急Ⅱ

TEL:042-529-707フ

Ohiba@nurse-center "et

S

〒943-0821
上越市土橋1914-3
上越市市民プラザ2階

、

FAX:042-529-7071

新潟県
ナースセンター
相談窓口南魚沼会場

h血まZZ雌血P二迦壁9●/

地kyQ昼旦匹旦,二塁,旦処血旦_t

TEL:045-263-2101

〒g40-0084
長岡市幸町2-1-1
さいわいブラザ別棟2階

、

FAX045゛63-2104

新潟県
ナースセンター
相談窓口柏崎会場

h廿PS://WWW.nP叉to_ky町P/

TEL:042-フ76-2480

tachikawa@nurse-C巴nt巴r.n巴t

ゞ、

〒949-6680
南魚沼市六日町101-8
南魚沼市図審館内

FAX:042-フ76-2464

h^k関旦^_且旦^

艇n^塑Ⅶ^唯皇三旦蛙

富山県
ナースセンター

相談日時

(祝祭日除く)

、、

TEL025-233-6011

月曜日~金曜日

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号
柏崎市役所内

FAX025-265-4188

富山県
ナースセンター
新川サテライト

h廿 5:ノ^.kana-kヨΠ o or'ノ"ur5eC巳Πt巴r

丁EL070-2175-6014

025-520-7475

,9;00~16:00

5ヨヨmihar3@nurse-C巴nt邑r,n●t

〒9ao-0885
富山市鵯島字川原1907-1
公益社団法人富山県看護協会内

月曜日~金曜日

FAX:025-520-7476

富山県
ナースセンター
射水サテライト

YEL0258】部一5333

旦厘赴樋登腔上難二Qen!皇L旦,上

＼

弌

9:00~ 17:00

月曜日~土曜日
島00~17:00、

金曜日のみ
9:00~18:00

〒938-0037
黒部市新牧野311
黒部ショッピングセンターメルシー2階

FAX0258-88-5334

富山県
ナースセンター
砺波サテライト

I tき一kき

h廿ゾノ^ν.ΠⅡヨta-ka" 0.com

Oetsu@"urS巴一C巴nter.net

TEL:070-2175-6012

〒939-0351
射水市戸破1875-1
高岡厚生センター射水支所2階

月曜日~金曜日

上1

h註副^匝亦_二抽旦即'塁om
＼

n竪旦^k章姦^旦塵1即皿

石川県
ナースセンター

9:00~17:00

TEL070・・2171-6013

〒939-1506 、
南砺市高儀147
砺波厚生センター1階

月曜日~金曜日

h廿

福井県

ナースセンター

TEL:076-433-5251

9:00~17:00

nC6012@nii ata-kan o.com

WWW

〒920-0931
金沢市兼六元町3-69
公益社団法人石川県看護協会内

月曜日~金曜日

10:00~12:00

13:00~ 16:00

FAX:076-433-5281

福井県
ナースセンター
嶺南サテライト

ht如"血圖^

ta-k

TEL:090-フ746-7000

旦塁旦Q超釦^0皿

〒918'8206
福井市北四ツ居町601
公益社団法人福井県看護協会会館 1階

月曜日~金曜日

9:30~1200

13:00~16;00

nl

http:オノMリW.toyaT"a7kahao.OUP/

山梨県
ナースセンタ」

TEL:080-8995-7000

t0 丑ma@"urse-ceht巴『.Π巴t

〒914-0057
敦賀市開町6-5
福井県嶺南振興局
二州健康福祉センター2階

旗区α廸WjtoY如^

毎週火・木

＼

IEL090-4687ーフ000

10:00~ 15:00

1旦Y蟲mヨ璽四^e旦伽血皇土

Υ400-0807

甲府市東光寺2725一卞"
公益社団法人山梨県看護協会内1階

h廿

毎週火・木、

/WWW.t

TEL:076-225-フフ71

10:00~15:00

to ama@nurS●一C■nt●r.het

FAX:076-225-フ788

毎週水曜日

せ血左廼^血虻麺臨^

n, k

TEL0776-52-1857

10:00~ 15:00

と9Y屋m煮^
＼

FAX:0776◆2-1858

毎週火,木

htt ゾノ、V'WW.nr-kr.or

TEL:080-1957-0579

10100~15:00

i三hika、va五nurse-ceTlter.net

月曜日~金曜日

FAX:0776-52-1858

批地Z^上山'血ι

kU巡n近量虻宝_E旦麺血0_t

YEL:055-226-0110

8:30~17.00

毎月第1月躍日

FAX055-222-5988

hせ:ノノWww kah o一而.1kul.com/

10:00~16:00

6」kui@"U門巴一center.n巴t

毎月第1火曜日

' N盤望立n急旦払也

10:00~ 16:00

毎月第4木曜日

10;00~16:00

1写

2

月曜日~金曜日

t

9:00~12,00

13:00~ 16:00

、
、

ノ
ノ
、

、
、



都道府県

長野県
ナースセンター

岐阜県
ナースセンター

月曜日~金曜日

、、、

〒390-0802
松本市旭2-11-34
長野県看護協会会館内

岐阜県
ナースセンター
多治見支所

9:00~16:00

〒500-8384
岐阜市薮田南5→453
岐阜県県民'mあい会館第1棟5階
公益社団法人岐阜県看護協会内

所在地

岐阜県
ナースセンター
西濃サテライト

〒507-0037
多治見市音羽町2丁目部番地1
フリーデンハイム音羽事務所101

岐阜県
ナースセンター
飛騨サテライト

〒503田006
大垣市加賀野4丁'目1番地7 、
ソフトピアジャバンセンタ」U階会議室7

岐阜県
ナースセンター
中濃サテライト

TEL

丁EL:0263-35-0067

FAX

〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市保健センター内(休日診療所)

FAX:0263-34-0311

静岡県
ナースセンター

TEL058-27フ-1010

【第1・3水曜日】
〒501-3874
関市平和通7丁目5-1 アビセ関

【第2,4水曜日】
〒50且70207
可児市今渡飴2番地1 可児市福祉センター

FAX:058-27フ-1011

htt ゾノWWW.nursen.or'/i"dex h /nur$e ce"ter

静岡県
ナースセンター
東部支所

TEL0572-26-7880

ΠヨヨΠ0@nurse-center.n巴t

FAX:0572-26-8875

〒422-8067
静岡市駿河区南町14番25号
エスパティオ3階

7k^』、^^三二

静岡県
ナースセンター
西部支所

TEL:080-2637-6503

ノ

6-nlail

血唾n山鎚だ^、

FAX:058-27フ-1011

〒410-0055
沼津市高島本町1-3
静岡県東部総合庁舎別館2階

h廿'ノ<VWW 'f.1-no

静岡県
ナースセンター
下田相談所

TEL:090-5117-4082

ta imi@"urse-center.n巴t

FAX:058-27フ-1011

h地建型^血

血_新娘虻坐皿虻世

〒430」0929
浜松市中区中央1丁目稔番1号
静岡県浜松総合庁舎10階

静岡県
ナースセンター
天竜相談所

、、

TEL:080-1580-7659

月曜日~金曜日

弌、、

〒415田016
下田市中53171
静岡県下田総合庁舎別館4階

h竺区ιZ^ルニ旦釘旦

FAX:0572-26-8875

、

愛知県
ナースセンター

相談日時

(祝祭日除く)

TEL:054-202-1761

fj@nur写e-centey.net

月曜日~金曜日

〒431-3313
浜松市天竜区二俣町鹿島559
静岡県北遠総合庁舎1階

h堂P;ι"^如二^

FAX:054-202-1762

愛知県
ナースセンター
名駅支所

8:30~17:15

TEL055◆20-20B8

!祉血避製腔^

月曜日~金曜日

〒466田054
名古屋市昭和区円上町26番15号
愛知県高辻センター1階

FAX:055-928-5037

愛知県
ナースセンター
豊橋支所

hせ

9:00~17:00

ノノVJWW.sh

TEL:053-454-4335

SNzuoka@nurS巴一center.net

月~水・金曜日

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
愛知県産業労働センター
(ウインクあいち)17階

長

FAX:053-401-3510

h

三重県
ナースセンター

10.00~16:00

k

TEL:080-2650-03?フ

ノ

n旦m^璽n^

〒440-0888
豊橋市駅前大通2丁目33番地の1
開発ピル4階

、永曜日

ノ

h杜 S:ノノWWW.5hizuoka-na 'ノ、nU門ece11ter/

三重県
四日市サテライト

10:00~16:00

TEL:080-2650-0237

hamamatu@nur5e-ce"ter net

^

t

〒514-0062
津市観音寺町字東浦457-10
三重県看護研修会館別館

木曜日

圃匹ピ/^列Qk支力釘Pι^

血豆リ0kヨ乏nⅦ鶚2@d旦処_巾旦迅,ip

滋賀県
ナースセンター

9:00~ 16:00

TEL052-871-0600

第1・3水曜日
10:00~15:00

第2・4水躍日
1000~15:00

Z

〒510!,B016
四日市市富洲原町2番如号
イオンモ・'ル四日市北2階

FAX:052-883-3686

滋賀県
ナ,ースセンター
彦根サテライト

h堂匹;<ⅧW.5h

9:00~ 17;00

TEL:052-433-1173

Shlzuoka-nursel@dooomo.ne

月曜日・金曜日
9:00~ 16:00

火曜日~木曜日
9:00~ 18:00

〒525-0032
草津市大路2丁目11-51
滋賀県看護研修センター
公益社団法人滋賀県着護協会内

FAX:052-433-1175

雄如曼;ZZ_W艸.血hヒ0μ処.gomι

一血俊り旦堕竺^

京都府
ナースセンター

k

TEL0532-52-1173

月曜日~金曜日

〒522」0057

彦根市八坂町WO0番地4
くすのきセンタ」3階

FAX:0532-52一Π66

h廿

TEL:059-222-0466

9:00~16:00

m巴i6kl@内Ur$色一cont巴r.Π6t

W^

t

〒604-0874
京都市中京区竹屋町通
鳥丸東入ル清水町375
ハートビア京都地下1階

月曜日~金曜日

FAXI059-222-0465

h上^hE旦_U窪塁,星OJηι

h

TEL059-325・7170

9.00~16:00

0臼

m

FAX:059-340-6680

h旦P;女m一二n^i /nⅢS邑Centをr/ind叡.html

木曜日

U e-C

TEL:07フ-564-9494

9:00~16:00

mie@nur5巴一ce竹teT."et

FAX:07フ-562-8998

火曜日

ヤh

TEL0749・30-1235

9.00~ 16:00

e-

月曜日~金曜日
9:00~17:00

電話相談
9:00~18:30

FAX:0749-30-1233

h

h牡:ノノWWW.$hi a-kan o'ノ

TEL:075-222-0316

ノ

5hl @hU門巴一centernet

月曜日~金曜日
9:30~18:00

土曜日
10.00~ 17:00

FAX:075-222-0528

、

旦t皇r厶旦d坐雌d

月曜日~金曜日

血如*.共飽血ι、

http:ノ/WWW.1W0胎ngo.OUP/

＼

t邑倦

9100~17:00

k oto@nur5e-center.net

月曜日~金曜日

9:00~12:00

13:00~ 16:00

3

月曜日」土曜日

10:00~17:00

月曜日~金曜日

9:00~17:00



都道府県

大阪府'
ナースセンタヤー

兵庫県
ナースセンター

＼ 〒536心014
大阪市城東区鴫野西2丁目5番25号
ナーシングアート大阪

兵庫県
ナースセンター
姫路支所

所在地

〒650-0011
神戸市中央区下山手通5-6-24
公益社団法人兵庫県看護協会会館1階

兵庫県
ナースセンター
宝塚支所

〒670-0927
姫路市駅前町241フェスタ北館6階

兵庫県
ナースセンター
サテライト北播

〒665-0845
宝塚市栄田T2-1-2ソリオ2 (6階)
宝塚商工会議所会館内

兵庫県
ナースセンター
サテライト但馬

TEL

フEL:06-6964-5511

FAX

FAX:06-6964-8666

〒673-1431
加東市社1126-1
やしろショッピングバークBI02階

奈良県
ナースセンター

TEL078-341-0240

〒667-00"
養父市八庭町国木594-10
兵庫県立但馬長寿の掘
研修棟2階交流サロン内

腔区α山塾吐^血"匪

FAX:078-341-0340

和歌山県
ナースセンター

0

TEL079-281-5006

書" 5

"气^'、^^ジ

〒634田813
橿原市四条町288-8
奈良県看護研修センター1階

htt s://VJWW.hnき.or'/ouuiΠ6/n acces$ノ

FAX:079-281-5006

鳥取県
ナースセンター

0-「"急11

TEL:0797-63-5472

h o o@nur5巴一cehter.Π巴t

巴rT16t

FAX:0797-63-5472

h地^^/旦幽血0ι止窒Q^V

〒642-0017
海南市南赤坂口番地

島根県
ナースセンター

TEL0795-42田242

hlm巴

〒舶0-0901
＼

鳥取市江津318→
看護研修センタ,」1階
公益社団法人鳥取県零護協会内

FAX:0795-42田242

htt s:ノ<.JWW.hna or'/out11n邑/n access/

Ut重,二塁里0土皇立"6t

岡山県
ナースセンター

丁EL079-663-0240

takar自Zuka@nur5e-ce"ter net

〒690、0049
松江市袖師町7-11
箸護研修センター1階
公益社団法人島根県看護協会内

FAX:079-663-0240

広島県
ナースセンター

相談日時

(祝祭日除く)

TEL07U-25-4031

ho ubヨ旦璽n旦壤,^山上n金

月曜日」金曜日
＼

〒700-0805
岡山市北区兵団4番39
岡山県看護研修センター内

FAX:0744-24-フ703

h廿PS:ノノWWW.hna.orJP/outlin6/n_acceS5/

広島県
ナースセンター
サテライト福山

9:00~17:00

月曜日~金曜日
10:00~ 12:00

13:00~ 16:00

[メンタルヘルス相談]
毎週金曜日
】 3:00~17:00

ta'1m8@nur5e-ceTlter'net

TEL:073-483-0234

〒730-0803
広島市中区広瀬北町9-2
公益社団法人広島県潜護協会会館1階

址即Z趣^旦電a二典^リC^如1

FAX:073-483【1266

山口県
ナースセンター

TEL0857-25-1222

月・水~金曜日

〒720-8512
福山市三吉町南2-11-22
すこやかセンター1階

FAX:0857-25-1223

h廿 5

徳島県
ナフスセンター

12:00~ 16:00

丁EL:0852-27-8510

Wakヨ■ma@nurS●一cent6r."●t

^.wak己 ama-kan ok ok810r

e rl t

月曜日~金曜日

〒747-0062
防府市大宇上右田2686
山口県看護研修会館本館1階
公益社団法人山口県看護協会内

FAX:0852-25-3157

腔匹釜6^Pι

香川県
ナースセンター

月曜日~木曜日

月曜日・木躍日13:M~16:00
火曜日,水暖日12:00~16:00

12:00~ 16:00

TEし086-226-3639

豊Q堂Q一釦"匙疉二盤ntot●0工

〒770-N03
徳島市北田宮1丁目329-18
公益社団法人徳島県暑護会館内

FAX:086-226-0341

htt s:ノノWWW.shlmane-kヨΠ 0.or

愛媛県
ナースセンター

TEL082-293-9786

S、1mヨΠ巴@nurse-center.net

月曜日・木曜日

月曜日9:30~12:30
木曜日 12:00~ 16:00

〒769-0102
高松市国分寺町国分152-4
公益社団法人香川県看護協会
看護研修センター2階

FAX:082-295-6749

h堂^製^.^鯲,.k堕量m^

高知県
ナースセンター

TEL:084-973-5122

月曜日~金曜日
9;00,Y16:30

にころの健康相絢
月曜日~金曜日
9:00~16:00

k 丑

〒790-0843
松山市道後町2丁目11」14
公益社団法人愛媛県看護協会内
愛媛看護研修センター1階

FAX:084-973-5123

htt :ノノWWW,nurS6-hiroshlr"a.OT'/?nurs.C.nt.r=indきX

r8 - e

TEL0835-24-5791

hir05hima@nurse-center n巴t

月曜日~金曜日

9:30~ 12:00

13:00~ 16:30

〒780-8066
高知市朝倉己825番地5
公益社団法人高知県看護協会内

FAX:0835-28-9688

TEL088-631-5544

・→U U ヨき nur菖e

月曜日~金躍日
9;30~16:00

土曜日(1回ノ月)
13:00~ 16:00

FAX:088-632-1084

hせPゾZ^抽n^

r -1ro

TEL:087-864-9075

己ma

Im

月曜日~金曜日

FAX:087-864-9071

墜盛αW^

C"1@nur5e-ce"ter,Π巴t

r

r05 1m o

?n r畳og即起■ηd匪

TELC89-924-OB48

9:00~17:00

如kU血如旦璽n^

月曜日~金曜日

FAX:089四96-8425

hせ匹辺抽匙^

TEL:08B-844-0758

9:00~16:00

ka 3W●@"Uγ5B-center."et

月曜日~金曜日

FAX:088-844-0053

h血^血^m0迫丘ip

塁川m皇璽^

8:30~17:15

月曜日~金曜日

h杜ゾノⅧJW.kochi-kan ok okai.or'PZ

8:30~17:15

koohl@nurse-0巴nter.net

月曜日~金曜日

9:00~ 12:00

13.00~ 16:00

月曜日~金曜日

訊00~1200

13;00~16:00

4

月曜日~土曜日

＼

9:00~ 16:00

月曜日~金曜日
箪2土曜日

9:00~17:00 、'

月曜日~金曜日

9:00~12:00

13.00~17:00



都道府県

福冏県
ナースセンター

＼

福岡県
ナースセンター
福岡サテライト

〒812心054
福岡市東区馬出4-1071
サLースプラザ福岡

福岡県
ナースセンター
北九州サテライト

所在地

〒814-0180
福岡市城南区七隈7-45-1
福岡大学病院内

福岡県
ナースセンター
筑豊サテライト

〒802勺07フ
北九州市小倉北区馬借2-1-1
北九州市立看凄専門学校内

福岡県
ナースセンター
筑後サテライト

TEL

丁EL:0θ2-63171221

〒820-8508
飯塚市伊岐須550-4
総合せき損センター内

FAX

佐賀県
ナースセンター

FAX刃92-631-1223

〒830-00"
久留米市旭町67
久留米大学病院内

TEL092-407-8709

長崎県
ナースセンター

娘旦星ZZ窒^血^

＼

FAX.092-407-8710

〒849-0201
佐貿市久保田町大字徳万1997-1
公益社団法人佐賀県看姪協会内

Uok亘璽型堕,乏_C旦越此旦,エ

TEL093-383-9414

長崎県
ナースセンター
長崎支所

7武^'、^^三二

h杜

FAX:093-383-9415

6-m急Ⅱ

ノ/VJWW,hjkuoka-k

〒854心072
諌早市永昌町23-6
ながさき看護センター1階
公益牡団法人長崎県看護協会内

乳」kuoka-sote11;te@nU門巴一0巴"ter.net

畏崎県看護キャリア
支援センター相談所
(佐世保)

TEL:0948】43-8753

FAX:0948-43-8754

きゾ W卿゛ k

〒850-0874
長崎市魚の町3-28
長崎赤十宇会館6階

熊本県
ナースセンター

TEL 0942-27一君964

U豊hリ狸nU監受二9疉旦姪^

htt s'ノノWWW.fukuoka-kan o.or ノΠUrsecenter/

〒857-0056
佐世保市平瀬町3-1
長崎県看護キャリア支接センター内

a-kき

FA光0942-27-8967

大分県
ナースセンター

ter/

Chikuhou@rlur5巴一center.Π巴t

TEL0952-51-3511

相談日時

(祝祭日除く)

〒862-0901
熊本市東区東町3-10-39
看護研修センター1階
公益社団法人熊本県看護協会内

h

月曜日'金曜日

FAX:0952-68-3603

宮崎県
ナースセンター

WWリJf.1k

TEL0957-49-8060

t

ik

月曜日~金曜日
10:00~12:00

13:00~16:00

来所相談日
火・木曜日(要電話予約)

9:30~16:30

〒870-0855
大分市豊饒二丁目7番1号
看護研修会館1階
公益社団法人大分県看護協会内

FAX095749-8063

O n r芯

血匪趣型^

鹿児島県
ナースセンター

ヨー

TEL:095-828-1747

Sa a@nur5巴一C巴nter.net

〒889-2155
宮崎市学園木花台西2-4-6
公益社団法人宮崎県看護協会1階

月隈日~金曜日
、10:00~12:00

13:00~,16:00

来所相談日
火・木躍日優電話予約)

FAX:095-828-1754

r

h雌PZZY^竹0嬰魯串M二旦_q壤亜迫し山ι

沖縄県
ナースセンター

TEL0956-23-8208

腔飽艶M^二塁豊越星ιn心

9:00~1200

13:00~ 16:00

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町21-5
看護研修会館1階
公益社団法人鹿児島県看姪協会内

FAX:0956-23-8212

h廿ゾノWWW,T1ヨヨSaki-nur5e,or'ノ

月曜日~金躍日
10:00~ 12:00

13.00~ 16:00

来所相談日
火・木曜日(要電話予約)

TEL:096-365-7660

"a

月曜日~金曜日

9:00~12:00

13:00~ 16:00

2021年5月21日現在

S3kl-S@nu『S巴一C巴Πt■r.n■t

FAX:096-365-7640

〒901-1105
沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17
沖縄県看護研修センター1階
公益社団法人沖縄県看護協会内

hせ旦yιW翅,nψ塁ヨkl-.U!5皇QUPι

月曜日~金曜日
10:00~12:00

13:00~16:00

来所相談日
火,木曜日(要電話予約)

5

TEL097-574-7136

銓顕、9二^弘旦旦工

FAX:097-574-7361

h杜 S1ノノ『1C.kna.or'ノ

TEL:0985-58-4525

kur"amoto@nurS巴一C巴nter.h巴t

月曜日~金曜日

FAX:0985-58-2939

TEL099-256-8025

9:00~ 16:00

旦辻ヨ昼旦壌処工,nl,塁旦0_t

月曜日~金曜日

9;00~1200

13:00~17:00

託ヨー喩

腔立左塑^

FAX:099-258-8079

ml azakl@nurEe-cerlter."et

TEL:098-888-3127

火曜日~木曜日

9:00~12:00

13:00~ 16:00

h血」ιZヒ血口三國虻

FAX:098-888-3126

＼

月陵日~土曜日

10100~ 12100

13:00~17:30

h

5hma雲 U 巴一oen n6t

、廿:ノノW^.okl-kan o.or

OkiΠヨWa@nur5巴一cente『'ηet

月曜日~金曜日

9.00~ 12;00

13:00~ 16:00

火曜日~土曜日

9;00~17:00

月曜日~金曜日

9:00~ 12:00

13:00~ 16:00

月曜日~金曜日、



「看護師等の人材確保の促進に関する法律」1992年（平成4年）（以下、人確法）に基づき設置。

中央ナースセンターは日本看護協会が厚生労働省から、都道府県ナースセンターは都道府県の看護協会が
都道府県から指定を受けて運営。
47都道府県に必ず一つの都道府県ナースセンターがあり、看護職確保対策に向けた取り組みを行っている。

≪看護師等の人材確保の促進に関する法律≫

厚生労働省 都道府県行政

厚生労働大臣は、全国を通じて1個に
限り、中央ナースセンターとして指定す
ることができる

【第20条】

都道府県知事は、都道府県ごとに
1個に限り、都道府県ナースセンター
として指定することができる

【第14条】

47都道府県看護協会は、都道府県ナースセンターの指定を受け、主に
各都道府県における看護職員の確保について、上記法律に定められ
た業務を実施している。
【第15条】

日本看護協会は、中央ナースセンターの指定を受け、主に
都道府県ナースセンター業務の支援について、上記法律に
定められた業務を実施している。
【第21条】

中央ナースセンター 指定先：日本看護協会 都道府県ナースセンター 指定先：都道府県看護協会

看護師等の届出等【16条の3】
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていないまたは離職する看護職が氏名や連絡先などを都道府県ナー
スセンターへ届け出る制度。都道府県ナースセンターは届け出た看護職の状況に合わせて、復職等の支援を行う。

看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確法）

公益社団法人日本看護協会 1



人確法（第15条） 主な業務

一 病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する
看護師等の状況に関する調査を行うこと。

潜在看護職の把握等の調査
・未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件等の把握
・看護職員需要施設の把握
・ｅナースセンターに登録のある求職者、求人施設の調査

二 訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等
が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。)その
他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対
して研修を行うこと。

再就業支援等の研修の実施
・新しい医学、看護に関する情報の提供
・就業を希望する看護職が、最近の看護の知識及び技術を習得し、職
場復帰を容易にするための研修の開催

・訪問看護や介護福祉施設等への就業希望者向け研修の開催
三 前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての

知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を
行うこと。

四 第十二条第一項に規定する病院その他の病院等の開設者、
管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保
に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

医療勤務環境改善支援センターとの連携による看護職の確保定着支援
・確保定着支援セミナーの開催
・施設訪問による確保定着支援

五 看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。 看護職の無料職業紹介事業（ナースバンク事業）
・ｅナースセンター等による求人求職登録、職業紹介
・看護職の就業相談員による就業相談
・ハローワークとの連携事業（例：ハローワークでの移動相談）
・その他各種相談（進路相談・メンタルヘルス相談等）

六 看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相
談その他の援助を行うこと。

七 看護に関する啓発活動を行うこと。 『看護の心』普及事業
・5月12日の『看護の日』を中心としたイベント
・進路相談会、看護一日体験、看護フェスティバル等の開催
・中、高校生等を対象とした看護業務についてのPR事業

八 前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために
必要な業務を行うこと。

上記以外の看護職確保に関する業務

【第16条の3】看護師等の届出等

看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、
住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めると
ころにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
２ 看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚
生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう
努めなければならない。

３ 病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による
届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

・看護師等の届出サイト「とどけるん」等による
届出の受付

・届出を行った離職中看護職への就業に関す
る定期的な情報提供（再就業支援研修、求
人情報等）

・離職中看護職の再就業支援

都道府県ナースセンターにおける人確法に基づく看護職確保事業

公益社団法人日本看護協会 2



〇ナースセンターからの呼びかけで潜在看護職 3,995名が就業
〇特に「軽症者宿泊施設」の滞りない運営には潜在看護職の力が大きかった

（名）

相
談
・
問
合
せ
数

看護職 20,868

施設 2,843

その他 1,074    

求職者数 9,828

求人数 8,322

紹介数 6,068

就業者数 3,995
（令和3年5月16日現在）

コロナ関連の相談対応コールセンター 587

軽症者宿泊施設 1,879

病院 92

診療所 40

その他の入所施設 54

その他施設 752

ワクチン接種業務※ 591

（名）

公益社団法人日本看護協会 3

■ 就業者の就業場所

※2021年2月1日より「ワクチン接種業務」を項目に追加して集計

新型コロナウイルス感染症対応におけるナースセンターでの就業実績
（2020年4月6日～2021年5月16日までの累積）
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〇令和3年4月19日、中央ナースセンターからeナースセンター求職登録者・届出制度
登録者49,392名に、ワクチン接種業務に関する就業依頼をメールで一斉送信

○看護職がワクチン接種に関する知識・技術を習得し、安全に実施できるよう、
47都道府県看護協会に研修実施を2021年4月13日に要請

ナースセンターによるワクチン接種に係る看護職確保

１）看護職へのワクチン接種に係る研修実施状況

２）ワクチン接種業務に係る就業状況（2021年4月12日から5月16日）

都道府県看護協会・ナースセンターでの研修実施状況（5月18日現在）

都道府県数 受講者数

研修実施 25 4,219名

実施予定 11

ワクチン接種業務求人数 1,241名

潜在看護職のワクチン接種に係る就業者数 422名


