
看護師・助産師・保健師 
免許申請および入職事前

説明会 

岐阜県総合医療センター  看護部 1 



本日の予定 
看護師、助産師、保健師の免許申請のために 

    1項目ごとに進めます。指示に従って記載、確認してください 

国家試験合格発表の報告について 

４月３日からの動き 

  ①入職の準備など 

  ②駐車場の案内 

就職準備金について 

病院紹介 

★不明点については、後日電話でお尋ねください。 

  相談時間 平日 10:00～16:00   看護部まで 

 



１．免許申請 

以下の書類がそろっていますか 

免許申請用紙 

診断書 （3月1日以降の日付け） 

戸籍抄本（令和4年10月1日以降の日付け） 

はがき 

収入印紙 

委任状 

必要書類の準備 



免許申請書  記載 

お願い 

  下書きは、鉛筆を使用すること 

  清書は、ボールペンを使用する 

  ※フリクション使用禁止 

 

以下、記載事項を確認しながら進めます 

 

 

 



国家試験 

第１１2回看護師国家試験 

第１０6回助産師国家試験 

第１０9回保健師国家試験 



受験地コード 
  

都道府県 
  

  
コード 

  
都道府県 

  
コード 

  
都道府県 

  
コード 

  
北海道 
青森県 
宮城県 
東京都 

  

  
０１ 
０２ 
０３ 
０４ 

  
新潟県 
愛知県 
石川県 
大阪府 

  
０５ 
０６ 
０７ 
０８ 

  
広島県 
香川県 
福岡県 
熊本県 
沖縄県 

  
０９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
  



受験番号 

右づめで記載する 例）受験番号 00001 の場合 

 

 
1 

右づめ 受験番号の頭の「0」は書かない 
00020番 なら   20 
00300番 なら   300 
04000番 なら   4000 です 



罰金以上の刑  について 

免許登録前に業務に従事した場合、有に該当します 

 本日中に看護部に電話連絡ください。 

犯罪または不正行為  について 

交通違反の反則金（青キップ）は対象外です。 

それ以外の罰金刑（飲酒運転で捕まった等）で  

 有に該当する方は、本日看護部に電話連絡ください。 

旧姓併記の希望の有無 
  （看護師4. 助産師・保健師5.） 

   ※希望“有”の方は氏名に旧姓も記入する。 

出願後の本籍又は氏名の変更の有無   
有に該当する方は、本日看護部に電話連絡ください。 



看護師国家試験の合格の有無について 

保健師、助産師を同時に申請する方へ 

 

看護師免許の 有・無 
 
   今は合格していないが、看護師の免許があるのが基本   

   で保健師・助産師の合格が認めれるため 

   ※受験番号は、頭の0は書かず、00010なら 10 と記載する。      



 
申請日 令和５年３月２７日 

 
 

本籍地 

   あなたの本籍地はどこですか 

   戸籍抄本で確認してください 

   免許申請書と合っていますか 

 



 住所： 〒500-8717 

      岐阜県岐阜市野一色4丁目6番1号 

 

 電話： 058-246-1111 

     

★病院から申請するため当院の住所、電話 
 



★ ハネやハライに気を付けて記入。 

★ くせ字は、受理されない場合があります。 

申請を受理されなかった漢字例 
 

  ○ 千  ×  
  ○ 羽  × 
  〇 永  ×   

氏名は戸籍抄本と同じであること 

点の向き 

大きく・はっきり・誰にでも見えるように書く 

違う漢字にみえる 

点の向き ※昨年度の例 



診断書 

指定の用紙に 

自分で、本人氏名・生年月日を正しく記入し 

令和5年3月1日以降に受診する 

※間違い・記載漏れがあると不備になり受け付けてもらえない 

 

★病院・診療所などで診断書を受け取ったら   
 その場で確認しましょう。間違い等あれば 
 すぐに修正してもらいましょう 



登録済証明書（はがき）表面 

自分の住所・氏名 
ではありません 



登録済証明書（はがき）裏面 



収入印紙 

5000円収入印紙 

4000円収入印紙 

      揃っていますか 

 

収入印紙ですか 収入証紙 
 

 



委任状 

合格発表の翌週、当院でまとめて免許申請を行
います 

申請する職種に〇をつけ、住所・氏名を記入する 
★印鑑押印すること 
申請する職種ごとに1枚必要 
   例 看護師のみの方＝1枚 
      看護師、助産師、保健師の方＝3枚 



提出確認用紙 

提出確認用紙を出力する 

   

   【保存場所】 

    岐阜県総合医療センターHP➡採用➡新規採用➡ 

    パスワード（以前お知らせしています）➡『提出確認用紙』 

 

一つ一つチェックする 

 

 



提出 
全ての書類（7項目）がそろったら 
郵便局の『レターパック』に入れて 
 病院へ郵送してください 

      ＊レターパックは赤色のもの 

 

期限 ３月１０ 日（金）必着 
 

※看護師・助産師・保健師まとめて、１つのレター 

 パックで送付ください。 

 

 



当院において 

保健所提出前に事前審査していただきます。 

不備があった場合 

       

直接連絡します 

 

病院に来て修正をお願いする場合があります 

 



２．国家試験合格発表報告について 
   発表日時：３月２４日（金）１４時 

自分で合否を連絡  連絡先：看護部 

０５８－２４６－１１１１ 
（内線 5510・5511） 

14：00～16：00の間に連絡をください 



３．４月３日からの動き   

4月3日（月）辞令交付、オリエンテーション 

4月4日（火）webを使った研修 【自宅】 

4月5日（水）出勤 【院内研修：講義】 

4月6日（木）webを使った研修 【自宅】 

4月7日（金）～ 【院内研修：演習、所属部署】 

 

※既卒者の方は、4月4日から部署配属になります。 

 



４月３日の行動確認 

受付時間：８時～８時20分 

受付場所：情報交流棟 1階 玄関 

来院後の行動： 

①情報交流棟1階 入口受付で検温を行った後、2週間の健康チェック 

   シートおよび行動歴を確認 

②情報交流棟３階に移動 

③３階 講堂前で持参した書類提出 

④講堂内の自分の名前のある座席に着席 



４月３日の注意点 

服装：リクルートスーツ着用 

その他 

   ・必要書類（事務から指示があった書類）をよく点検してくる事 

  ・「新型コロナ職員健康チェックシート」 

  ・筆記用具 

  ・弁当、飲み物  

  ・印鑑（委任状に押印したもの）  

  ・当院の診察券を持っている方は、診察券を持参 



必要書類（事務から指示があった書類）について 

採用の特設ページに載せてあります 

   岐阜県総合医療センターHP➡採用➡新規採用 

           ➡パスワード（以前お知らせしています） 

随時確認をお願いします 



入職のための体調管理について 

毎日の体調管理について 

   入職2週間前からの検温（3月20日～4月3日） 

   記載用紙を出力し、毎日必要事項を記入する 

   4/3に提出する 忘れず持参すること  

     （持参しない場合、院内には入れません） 

※記載用紙の保存場所 

    岐阜県総合医療センターHP➡採用➡新規採用➡ 

    (パスワード）➡『新型コロナ対応 職員健康チェックシート』 

      



体調管理に関連すること（コロナ関連）① 

 2週間前（3月20日）から毎日検温・健康チェックを行う  

人混みを避ける 

スポーツ観戦やコンサートなどのイベントでは大きな声で会話、応援し
ない  

いつの時でも会話はマスクをして行う 

自分、または同居する家族が、陽性者、濃厚接触者、もしくは濃厚接
触者の疑いとなった場合には、どのように感染対策をしたら良いのか説
明するため、速やかに必ず看護部に報告してください。 

※ 濃厚接触者：コロナ陽性者と接触し感染リスクが高いと推定される人 



体調管理に関連すること（コロナ関連）② 
 3月31日～4月3日の間に発熱・症状があったら、4月3日出勤前に看護
部に電話をしてください。病院に来てはいけません。同居のご家族が
症状がある場合も看護部に連絡して下さい。 

   症状＝咳、息切れ、咽頭痛、鼻汁、筋肉・関節の痛み、強い倦怠感、 

        味覚・嗅覚障害 

連絡方法  

 ・時間 8：00～17：15   （＊4/3のみ8：00～8：30） 

 ・TEL 058-246-1111 看護部まで 

※ 体調不良や行動歴に問題がある場合には、4/3の院内でのオリエンテー
ションが受けられません。医療者である自覚や危機意識を持ち、体調管理や自
分の行動に十分注意して下さい。 

 



 
４月４日の 
  ZOOMを使った研修について 

Web環境を整えておく 

  ★4月から一人暮らしを始める方もあると思います。 

   早めのネット環境の準備をお願いします 

 

ミーティングID、パスコードは4月3日にお知らせします。 



４．駐車場について 

【看護部が利用できる駐車場】 
 
病院の南側「第１駐車場」です。 
 



看護部が利用できる駐車場はこちらです 







今後の利用など 
南棟建設工事、職員増員に伴う協力依頼 
     駐車場不足が発生するため、 

    ４～6月までは平日可能な限り 

        徒歩、自転車、乗り合わせを 

エコ手当 
    車に乗ってこないことを申請すると、手当が出る ３０００円        

     4～6月の3か月間でもよい協力を 

新人の交通事故が多い  当院の職員として自覚をもって注意する 

時間に余裕をもって出てくる。駐車場は混雑し、間隔は広くはな
いので、左右前後注意して駐車する。 

 



５．就職準備金について 

人事労務担当より説明 

 

 



６．病院紹介 

総合研修部兼人材確保推進部 より説明 

 


