ナース届出物語 その1〜退職編〜

結婚して子どもが産まれた看護師A子は、子育てに専念するために8年勤めた病院を
千葉県ナースセンター
退職することに。そして、看護部長のもとに…。
☎043-247-6371
そう …
︒

それで︑
いつまで
勤務できるの？

わかった︒それは助かるわね︒
では２つお願いしておくわ︒
１つは１か月前までに
退職届を出す事︒
もう１つは︑ナースは
病院等をやめる時︑
ナースセンターに
届出することが
努力義務とされてるの︒
ここに千葉県ナースセンターの
制度の説明書があるので︑
読んでおいてね︒

そう︑届出してね︒
でも育児って大変だから︑
忘れてしまうといけないわね︒

ここに届出票︵代行用︶が
あるから﹁退職届﹂と
一緒に持ってきてちょうだい︒
できれば病院で
代行してあげたいの︒

⑧

③

届出には２通りの
届出方法があって
自分でするのと︑
病院が代行してくれる
のがあるんですよね︒
届出か
…
…
面倒くさいなぁ ︵
…ためいき︶

先日ポスターで見ました︒

④

つづく

私︑部長さんもこの病院も
好きだから︑また働く時は
ここにお世話になりたいと思います︒
その時はよろしくお願いします︒

わかりました︒部長さんの
おっしゃる通りにやってみます︒
何かとお世話になり︑
ありがとうございました︒

離職
等の 看護師
届出
つい 制度に
て

⑦

子育てに専念するの︒

⑥

母がしばらく子供の
世話をしてくれると
言ってくれているので︑
３月までは勤めたいと
思っています︒

わかりました︒
自分でパソコンを
使って届出するか︑
届出票を記入して
ナースセンターに
送ります︒

）
届出票
（本人
用

この病院はワーク・
ライフ・バランスを
推進していて︑
育児休暇制度も
あるのに残念ね︒
あなたには
期待していたのに︒

求人

情報

ダメよ︑届出しなくては︒
届出すると千葉県
ナースセンターでは︑
いろんなサービスが
あるって書いてあるわよ︒
例えば︑求人施設の詳しい
情報やブランクを埋めるための
看護基礎技術講習会等の
イベント情報の提供とか︒
子育てが一段落して︑
また働こうと思った時に
きっと役立つわよ︒

届出票
（代行用）

②

or

①
⑤

…

ナース届出物語 その2〜求職編〜

退職したＡ子は、子育てに専念しつつも、ナースの仕事が気がかりになっていました。
千葉県ナースセンター
子どももすくすくと成長し、その時…。
☎043-247-6371
もしもし︑Ａ子さん︑
突然でごめんなさい︒
私︑千葉県ナースセンターで
就業相談推進アドバイザー
をしているＨと申します︒
届出をいただいてましたので
電話させていただきました︒

働くために︑私と一緒に
考えましょう︒
例えば︑ブランクの
問題でしたら︑ナースセンターで
看護基礎技術講習会を
行っていますし︑
今︑院内保育所を設けている
病院も増えています︒
それに︑短時間勤務等を
受け入れる施設もありますよ︒

⑥

ナースセンターからは
いろんな情報が送られてきて
いるので見ています︒
子どもに大分︑手がかからなくなり︑
母も少しは孫の世話をしたいと
言ってくれているので
保育所に預けて︑また働いて
みようかと思っていたところです︒

③

ありがとうございます︒
でも︑いろんな不安があるんですよ︒
例えば︑保育所がみつかるのか︑
採血・注射などの現場の感覚とか …
︒
それに子どもとの時間も
多く取りたいし …
︒

④

辞める時︑看護部長さんが
代行届出してくれたので本当に良かった︒
ナースセンターはアドバイザーさんが
しっかりフォローしてくれるから︑
頼りになるなぁ︒
つづく

ありがとうございます︒
自宅近くで︑休みが取りやすい
施設がいいです︒
よろしくお願いします︒

じゃあ働ける状況になった
ということですね︒
きっと良い働き先が
見つかると思いますよ︒
お手伝いさせてください︒

Ａ子さんの希望する働き方を

では︑甲病院に当たって
みましょうか︒
でも︑甲病院が募集して
いるか分からないし︑
受け入れてもらえるか
どうかも分からないので︑
もう少し選択肢を広げて
探しましょうね︒

⑧

②
そうですか︒
今はいろいろな働き方が
できるんですね︒
でも私︑以前勤めていた
甲病院︑看護部長さんが
好きだったので︑
もし働くのであれば︑
あの病院に行きたいと
思っています︒

⑦

①
⑤

…

ナース届出物語 その3 〜再就業編〜

ナースセンターのアドバイザーの勧めもあって、看護師Ａ子は再就業を決意し、
千葉県ナースセンター
甲病院で就職を希望したが…。
☎043-247-6371
もしもし︑Ａ子さん︑
就業相談推進
アドバイザーのＨです︒
甲病院での面接の結果は
どうなりましたか？

ありがとうございます！
では︑面接に行き︑
後で結果を報告します︒

⑥

あ︑結果を報告するのを
忘れていました︒
実は︑看護部長さんが
代わられていて︑私が
夜勤はできないと言ったら
それでは難しい
ということになりました︒
︒
また院内保育所もないし …

求人

情報

ハイ

就職が決まりましたか︒
おめでとうございます︒
あの病院はワーク・ライフ・
バランスを推進していて︑
院内保育所もあるので
条件にぴったりでしたね︒

⑦
さらに数日後…。

⑧

③

ありがとうございます︒
情報を見て興味のある
施設があったら
連絡します︒

④

やっぱり届出って
大事なんだなあ︒
前の看護部長さんに
感謝しなければ ︒
…

本当にお世話になりました︒
肩肘を張らずに頑張ってみます︒
また何か困ったことや相談したい
ことがあったら連絡します︒

そうでしたか︒
でも働く意欲はあるんですよね︒
次を探しましょう︒
Ａ子さんは︑退職時に届出され︑
ｅナースセンターに登録されているので
ｅナースセンターの求人情報と
届出者用の求人情報がご覧いただけます︒
条件の合う施設があったら連絡をください︒

×
×

Ａ子さん︑ご連絡
ありがとうございました︒
施設の看護部長さんに
連絡しておきましたので
連絡を待って︑
面接に行ってください︒
施設に紹介状を出しておきます︒
きっといい結果がでますよ︒

状

②
紹介

①
⑤
数日後…。

完

離職される看護職の皆様へ
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正により、平成 27 年 10 月 1 日から
病院等を離職した看護職やそれ以前に離職し休職中の看護職は、都道府県ナースセンタ
ーへの届出が必要となりました。離職等された場合は、是非、届出をお願いします。
○ 届出の必要な場合は、
①病院等を離職した場合
現在勤務する病院・診療所・助産所・介護施設・訪問看護を行う事業所を離職
（定年退職、転職）する看護職。
なお、退職時に次の職場が決まっている場合であっても届出の対象となる。

②看護師等の業務に従事しなくなった場合
看護職の免許を持っているが、保助看法に定められている業務以外で就労して
いる看護職
【例】行政職（保健所、市町村保健センターの保健師業務従事者を除く）
、看護学校の
教員、病院等に勤務するが事務部門に従事する看護職等

③看護師等の免許を受けた後、進学等により看護師等の業務に直ちに従事する見込
みがない場合
④10 月 1 日以前に離職し、現在、休職中の看護職
○ 届出する事項は、
①氏名、生年月日及び住所
②電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
③看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
④就業に関する情報
となっています。届出はご本人が原則ですが、勤務していた病院や在籍した看護師養
成校等の管理者が本人の同意を得た上で代行して届出することもできます。
なお、届出はパソコンやスマートフォン等が基本ですが、紙面でもできます。
届出サイト「とどけるん」

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

「千葉県ナースセンター」は、千葉県看護協会が県から委託を受け実施している看護
職の無料職業紹介所です。このほか、進路相談や再就業に向けての看護基礎技術講習
等の復職支援も行っており、協会会員でなくても利用でき、個人の情報は守られます。
届出された方には e ナースセンターの求人情報より詳細に雇用の形態や給与額、ブラ
ンクのある方への就業後の支援の有無等を掲載した「施設概要」の提供や次のサービ
スを行うこととしております
○ベテラン看護職の就業相談推進アドバイザーによる相談・支援
○ナースセンターが離職中の方のために開催するイベント等の案内
地区合同就職説明会、再就業支援セミナー、看護基礎技術講習会等

○病院での 1 日お試し体験等の案内
○最新看護情報の定期的な提供
千葉県看護協会・千葉県ナースセンター
〒
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