
施設名 開催日 時間 対象者 内容 担当者名 TEL/FAX

岡山大学病院 5月11日（木） 9:00～12:00 高校生

・外来棟、入院棟の見学

・看護（実習室にて体験）

・座談会

佐原　優子
TEL：086-235-7802

FAX：086-235-7810

岡山済生会総合病院 5月13日（土） 9:00～12:00 高校生

・施設見学

・災害現場の活動を経験して～看護師の立場から伝えたい事～

・病院食と備蓄食について管理栄養士より説明

・看護の道について看護教員より説明

三上　由美
TEL：086-252-2211

FAX：086-255-2224

岡山済生会看護専門学校

8月5日（土）～

　8月10日（木）

※8月6日（日）除く

9:00～12:30
高校生

その他

・学校紹介

・校内案内

・講義の見学

・技術演習

・在校生との交流

小坂　由加
TEL：086-253-7910

FAX：086-256-0002

岡山市立市民病院 5月12日（金） 9:00～13:00

中学生

高校生

地域住民

・血糖測定

・認知症検査

・救急体験

・手洗いチェック

・華道部展示、書道部展示

安原　浩美
TEL：086-737-3000

FAX：086-737-3019

済生会吉備病院 5月13日（土） 8:30～13:00 高校生

・看護師のユニホームを着用して看護師体験

・手洗い実習（手洗いチェッカー使用）

・採血実習（採血シミュレーター）

・血圧、酸素飽和度測定　など

・病院食の体験（感染の状況を考慮して内容を検討する）

森　真須美
TEL：086-287-8655

FAX：086-287-8079

おおもと病院 5月27日（土） 13:00～14:30 その他

・看護学生向けの内視鏡看護（パワーポイント）

・患者体験（血圧測定、ストレッチャーの移動）

・バイオプシー鉗子での生検：デモンストレーション

秋山　裕恵
TEL：086-241-6888

FAX：086-241-6896

岡山県健康づくり財団

附属病院
5月11日（木） 9:00～16:00 地域住民

・施設見学

・バイタルサイン測定、手荒い、手指衛生について

・車椅子体験

・リハビリ体操

青井　直美
TEL：086-241-0880

FAX：086-241-9365

岡

山

市

北

区
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岡山労災病院 8月1日（火） 13:00～16:00 高校生

・病院見学

・看護体験、見学

・バイタルサイン測定

・手浴、足浴

・意見交換会

三重野 明美
TEL：086-262-0131

FAX：086-262-3391

岡山労災看護専門学校
8月5日(土）

予定
9:00～15:00 高校生

・看護体験（聴診器体験、血圧測定）（車イス、ストレッチャー体験）

（ベッドメイキング体験）（妊婦、老人体験）（感染防止手洗い体験）

・在校生との意見交換会

藤原 久己子
TEL：086-261-8180

FAX：086-262-7630

岡山市立せのお病院 5月12日（金） 未定 地域住民

・地域のふれあいセンターで実施している健康相談で、健康チェックや介護体

験を行う

・院内に医療・看護をテーマにした絵や写真の掲示を行う

江國 千代子
TEL：086-282-1211

FAX：086-281-2877

玉

野

玉野医療センター

玉野市民病院
5月12日（金） 13:30～15:00

地域住民

その他

・病院内見学（検査室、薬局、リハビリ　等）

・看護師の仕事の見学

・計測コナー（身長、体重、体脂肪、血圧、血糖、物忘れチェック）

・相談コーナー（栄養科、薬、介護について）

・リハビリ指導

・病院長、看護部長からの話し

正木　美恵
TEL：0863-31-2101

FAX：0863-32-4278

瀬

戸

内

国立療養所　邑久光明園 5月26日(金) 13:00～15:00 その他

ハンセン病政策により、ふるさとから縁遠くなった入所者が、ふるさとにまつ

わることに触れる機会を持つことで、「懐かしい」「楽しい」等の思いを感じ

てもらう機会としたい

仲田　雅江
TEL：0869-25-0011

FAX：0869-25-1763

国立療養所 長島愛生園 7月～8月 未定
中学生、

高校生

・バイタルサイン測定の体験

・病棟見学

・看護体験

・意見交換会

・歴史館見学

橘　緑里
TEL：0869-25-0321

FAX：0869-25-1762

吉

備

中

央

吉備高原医療リハビリ

テーションセンター

8月2日（水）

8月3日（木）
13:00～15:30

中学生、

高校生

・病院紹介

・車椅子乗車、移送の体験

・血圧測定、聴診器使用での心音、呼吸音聴取の体験

・高齢者の疑似体験

・DVD鑑賞など

植村　弘恵
TEL：0866-56-7141

FAX：0866-56-7772

岡

山

市

南

区
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倉

敷
倉敷中央病院 6月3日（土） 未定 地域住民

オープンホスピタルの看護部ブースで地域住民に向けたイベントを計画中

（詳細未定ですが体験コーナーや測定コーナーを検討）
高村　洋子

TEL：086-422-0210

FAX：086-427-9325

倉敷中央病院リバーサイド 5月13日(土) 9:30～11:30 地域住民

・記念講演

・作業療法士による「認知症予防体操、脳トレ」

・ソーシャルワーカーによる相談コーナー

難波　鈴恵

TEL：086-448-1111

（内線117）

FAX：086-448-1251

倉敷平成病院 5月12日（金） 13:30～15:00
中学生

高校生

・病院説明、施設見学

・看護体験（バイタルサイン測定、シーツ交換、ケアの見学　など）

・BLS（一次救命処置）講習会

・看護師との交流

・手洗いチェック

・高齢者体験

岡本 なおみ
TEL：086-427-1111

FAX：086-427-8001

柴田病院 5月20日（土） 10:00～15:00

中学生

高校生

地域住民

その他

・看護、介護体験（血圧測定、手浴、足浴、嚥下食試食体験）

・高齢者疑似体験

・排泄（ケア方法の指導、ケア用品の紹介）

・口腔（体操、リハビリ、指導、ケア用品の紹介）

・健康相談、お薬相談

・ヘルスチェック（骨密度、血管年齢、血圧、体脂肪、BMI,基礎代謝等）

・栄養（嚥下補助食品の紹介、栄養指導、試食）

大橋 千代美
TEL：086-526-7870

FAX：086-525-0466

まび記念病院
5月13日(土)

予定
未定

中学生

地域住民

訪問診療と訪問看護における看護師のお仕事について

・展示と質問コーナー設置

・血圧測定の実施、指導

・訪問看護師による自宅での介護に関する相談ごとの対応

重信　里美
TEL：086-698-2248

FAX：086-698-2065

総

社
森下病院 未定 未定

中学生

高校生

・バイタル測定（体温、脈拍、呼吸、血圧、酸素飽和濃度など）

・感染予防対策（手洗い、手指消毒、標準予防策など）

・日常生活援助（ベッドからの移乗方法、車椅子操作など）

・食事介助見学（経口摂取者の援助、経管栄養注入見学など）

・ポジショニング（クッションを使用し、安楽体位の保持など）

・保清について（洗面、口腔ケア、清拭、入浴など）

峰山　一枝
TEL：0866-92-0591

FAX：0866-92-0598
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高

梁

高梁中央病院
5月15日（月）

5月27日（土）
9:00～15:30 高校生

・病院見学

・白衣体験

・看護体験

・病院食試食

・進路指導

・奨学金制度説明

森　美智代
TEL：0866-22-3636

FAX：0866-22-0536

成羽病院 5月（未定） 10:00～12:00 地域住民

・相談コーナー（薬剤師、栄養士、訪問看護など）

・測定コーナー（身長、体重、血圧、BMIなど）

・体験コーナー（AEDなど）

・院内探検

野口 由紀子

若森　直美

TEL：0866-42-3111

FAX：0866-42-2970

津

山
中島病院

5月20日（土）

又は

5月27日（土）

13:00～15:30 中学生

・ユニフォームの着用、記念撮影

・ナースの仕事について説明

・バイタルサイン測定の見学、体験

・移乗、移送体験（車イス、ストレッチャー）

竹内　紀子
TEL：0868-22-8251

FAX：0868-22-8252

津山中央病院 5月11日（木） 9:00～15:00

中学性

高校生

地域住民

・病院の日、看護の日　体験参加

・病棟実習

・感染対策に関する実習

西川　秀香
TEL：0868-21-8111

FAX：0868-21-8200

勝

央
さとう記念病院 7月15日（土） 10:00～12:00

中学生、

高校生

・ベッドメーキング

・車椅子移送

・院内見学

・看護師の仕事について説明を聞く

・生徒同士で血圧測定

竹内　千恵
TEL：0868-38-6688

FAX：0868-38-6693

鏡

野
芳野病院 5月8日（月） 13:00～15:00

地域住民

その他

・健康相談、指導

・お茶とお菓子の提供（コロナ感染の状況により変更あり）
永禮　博子

TEL：0868-54-0312

FAX：0868-54-2655

美

作
田尻病院 5月13日（土） 13:00～16:00

中学生

高校生

・院内見学

・患者体験

・看護師体験

・看護師との懇談

西野　光子
TEL：0868-72-0380

FAX：0868-72-4406

新

見
渡辺病院 5月13日（土） 9:00～12:00 その他

・看護体験（救急車乗車、移送、手洗い、体温・血圧・脈拍測定、聴診器実

施、包帯法）

・手術室、CT撮影、内視鏡見学

池上　明子
TEL：0867-72-2123

FAX：0867-72-5366


