
赤十字病院看護部インターンシップ開催情報
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平成31年1月9日現在

施設名 開催日 連絡先 インターン申込みホームページＵＲＬ

旭川赤十字病院
1月11日（就職説明会、院内見学会、職場体験）、2月2日（就職説明
会、院内見学会）

0166-22-8111
担当：看護部（内線2431,
2432）

http://www.asahikawa.jrc.or.jp/recruit/kangoshisyusyokusetumeikai.html

伊達赤十字病院
0142-23-2211 担当：松島
（内線205）

釧路赤十字病院 見学は随時受付
0154-22-7171 担当：根津・
中越 （内線 372,322）

http://www.kushiro.jrc.or.jp/bosyu/kangogakuseikengaku.html

北見赤十字病院
0157-24-3115 担当：人事
課（内線2410）

栗山赤十字病院 0123-72-1015

浦河赤十字病院 0146-22-5111

小清水赤十字病院 0152-62-2121

置戸赤十字病院 0157-52-3321

函館赤十字病院 0138-51-5188

清水赤十字病院 0156-62-2513

八戸赤十字病院
（インターンシップ）3月12日、3月19日、3月26日
（病院見学会）1月19日、2月2日、2月10日、3月2日、3月16日

0178-27-3111 http://www.hachinohe.jrc.or.jp/medical/nurse#its

盛岡赤十字病院 随時受付
019-637-3111 担当：目時
（内線：278）

http://www.morioka.jrc.or.jp/ct10/ct10p800/

仙台赤十字病院
3月20日、3月27日、4月3日（午前は病院見学説明会、午後はイン
ターンシップ　※病院見学説明会のみの参加可能）

022－243－1111 担当：大
友（内線1315）

http://www.sendai.jrc.or.jp/info/info02-20.html

石巻赤十字病院 平日　水曜日・木曜日・金曜日（随時受付） 0225-21-7256 https://ssl.ishinomaki.jrc.or.jp/recruit/nurse/explanation/

秋田赤十字病院
月～金の平日で希望する1日間
※平成31年3月は、3月5日(火)～3月14日(木)までの間で希望する1
日

018-829-5000 担当：看護
部 新野

http://www.akita-med.jrc.or.jp/pages/d-kango-int

福島赤十字病院
3月11日～3月22日、4月8日～8月30日 　平日（月曜日～金曜日）の
希望する１日間

084-534-6101 担当：髙木 http://www.fukushima-med-jrc.jp/kangobu/education/intern.html

日本赤十字社医療センター 2～3月の指定日（ホームページよりご確認ください） 03-3400-1311 http://www.med.jrc.or.jp/hospital/clinic/internship/tabid/635/Default.aspx

水戸赤十字病院
（インターンシップ）3月26日、3月27日、7月30日
（病院見学会）3月25日、3月27日、7月26日

029-221-5177 担当：看護
部（内線　3331～3333）

http://mito.jrc.or.jp/recruit/recruit_nurse/

古河赤十字病院 0280-23-7111

芳賀赤十字病院 0285-82-2195

那須赤十字病院 5月2日、7月25日、8月1日、8月8日、8月22日、8月29日
0287-23-1122 担当：看護
部（内線2401）

http://www.nasu.jrc.or.jp/nurse

足利赤十字病院
3月4日（月）～3月29日（金）（土・日・祝日を除く）、8月5日（月）～8月
30日（金）（8月9日、16日及び土・日・祝日を除く）

0284-20-1345 http://www.ashikaga.jrc.or.jp/kango/kangoshi_mezasu.html

前橋赤十字病院 027-265-3333

原町赤十字病院 随時受付 0279-68-2711 http://www.haramachi.jrc.or.jp/re_nurse.html

さいたま赤十字病院
3月22日、3月25日、3月26日、3月27日、3月28日、6月4日、6月5日、
6月6日

048-852-1111 http://saitama-rc-nurse.com/kengaku/

小川赤十字病院 見学は随時受付 0493-72-2333 http://www.ogawa.jrc.or.jp/kangobu/recruit/setsumeikai.html

深谷赤十字病院 随時受付（応相談） 048-571-1511 http://www.fukaya.jrc.or.jp/section/nursing/detail.php?eid=00001

成田赤十字病院 3月8日、3月15日、4月5日 0476-22-2311 http://naritajrc.disc-chc.jp/news/4777

武蔵野赤十字病院
2月23日、3月6日、3月9日、3月12日、3月21日、3月26日（4月以降も
開催予定）

0422-32-3111 https://www.musashinojrc-nurse.com/internship/

大森赤十字病院
火曜日・木曜日（1月22日～1月31日、2月12日～2月28日）、月曜日・
木曜日・金曜日（3月1日～4月4日、4月22日～5月10日、7月1日～9
月6日）

03-3775-3111 http://www.omori.jrc.or.jp/section/tabid/197/Default.aspx

葛飾赤十字産院 03-3693-5211
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横浜市立みなと赤十字病院

（平成31年3月卒の看護学生対象）3月5日、3月7日、3月8日、3月12
日、3月13日、3月15日、3月19日
（すべての学年の看護学生対象）
8月8日、8月15日、8月16日、8月20日、8月22日、8月23日

045-628-6100 http://www.yokohama.jrc.or.jp/cooperation/applicants_somes.html?recruit_id=60

秦野赤十字病院 0463-81-3721

相模原赤十字病院 042-784-1101

長岡赤十字病院 0258-28-3600
山梨赤十字病院 0555-72-2222

諏訪赤十字病院
3月7日・8日、3月14日・15日、7月18日・19日、8月16日・17日、8月20
日・21日、9月19日・20日（各回2日間、1日のみの参加可能）

http://www.suwa.jrc.or.jp/upload/1519267624493.pdf

富山赤十字病院 076-433-2222
金沢赤十字病院 076-242-8131
福井赤十字病院 0776-36-3630
長野赤十字病院 随時受付（平日） 026-226-4131 http://www.nagano-med.jrc.or.jp/kangobu/news/2018/04/031739.php

安曇野赤十字病院 4月13日、8月24日 0263-72-3170
https://www.azumino.jrc.or.jp/%E6%8E%A1%E7%94%A8%E6%A1%88%E5%86%85/%E7%9C%8B%E
8%AD%B7%E8%81%B7%E5%93%A1

川西赤十字病院 0267-53-3011

下伊那赤十字病院 0265-36-2255

飯山赤十字病院 0269-62-4195（内線2251） http://www.iiyama.jrc.or.jp/08.php

高山赤十字病院 現在募集はしておりません 0577-32-1111（内線3325） http://www.takayama.jrc.or.jp/recruit/%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%b8%ab/

岐阜赤十字病院 058-231-2266（内線1122） http://www.gifu-med.jrc.or.jp/nurse/bosyu/index.html
静岡赤十字病院 054-254-4311 https://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/

浜松赤十字病院
2月25日、3月8日、8月6日（火）、8月16日（金） 053-401-1111（看護部　佐

藤）
http://recruit.hamamatsu.jrc.or.jp/nurse/nurse-internship29/

伊豆赤十字病院 0558-72-2148 http://izurc.jp/recruit/recruit-nurse.html

引佐赤十字病院 053-542-0115 http://inasa.jrc.or.jp/recruit/index.html#anchor3

裾野赤十字病院 055-992-0008 http://www.susono-jrc.jp/topics/index.php?M=2

名古屋第一赤十字病院
2月23日、3月8日、3月22日、4月13日、4月27日、6月1日、6月29日、
8月23日、9月13日、10月5日

052-485-1188（人事課直
通）

https://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/4/recruit/index.html

名古屋第二赤十字病院

（病院見学会）
3月23日、4月27日、5月5日、6月8日
（インターンシップのご案内）
1月29日、2月16日、2月19日、2月22日、3月5日、3月8日、3月12日、
3月22日、3月24日、3月26日、4月23日、4月26日、4月29日、5月21
日、5月24日、6月7日

052-832-1121 https://www.nagoya2.jrc.or.jp/guidance/kangogakuseinokatahe/

伊勢赤十字病院 病院見学随時受付（平日） 0596-65-5011 http://www.ise-nurse.info/tours.html

大津赤十字病院 インターンシップ：火曜日・水曜日・金曜日受付 077-522-4131
https://otsujrc-kango.com/recruit/internship.html

大津志賀赤十字病院 077-594-8777 https://www.otsu-shiga.jrc.or.jp/recruit

長浜赤十字病院
（病院見学）実施予定
（インターンシップ）毎年、春休み・夏休み開催予定

0749-63-2111 https://www.nagahama.jrc.or.jp/kango/recruit

京都第一赤十字病院
（病院見学）随時受付（平日）
（インターンシップ）
3月22日、3月28日、3月29日

075-561-1121 http://www.kyoto1-jrc.org/

京都第二赤十字病院
（病院見学）毎月開催
第1木曜日・・・学生対象、第3木曜日・・・経験者対象
※日程が合わない方は、ご希望日に応じて対応いたします。

075-231-5171 https://www.kyoto2.jrc.or.jp/kangobu_asp/observe/observe/

舞鶴赤十字病院 3月27日、7月31日 0773-75-4175 http://maizuru.jrc.or.jp/department/sector/nurse/#intership
大阪赤十字病院 病院見学随時受付 06-6774-5111 https://www.osaka-med.jrc.or.jp/nurse/#

高槻赤十字病院
（病院見学）随時受付（平日）
（インターンシップ）春・夏の1日看護体験開催予定

072-696-0571 http://nurse.takatsuki-jrc.jp/sub/observe.html

姫路赤十字病院 随時受付（平日） 079-294-2251（内線：3001） http://himeji.jrc.or.jp/kangobu/intern_taiken.html
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柏原赤十字病院

多可赤十字病院 0795-32-3350（内線410） https://www.taka.jrc.or.jp/bosyuu.html

神戸赤十字病院

（全学年対象）2月22日、3月4日、3月11日、3月19日、3月22日、3月
26日、3月29日
（1年生を除く全学年対象）4月26日、5月24日、6月7日、7月2日、8月
2日、8月9日、8月14日、8月21日

078-231-6006 https://www.kobe.jrc.or.jp/kakuka_kakubu/p_kangobu/boshu/intern.html

災害医療センター

日本赤十字社和歌山医療センター 073-422-4171 (内線5340） https://www.wakayama-med.jrc.or.jp/nurse/recruit/201803boshuyoko.html

鳥取赤十字病院 0857-24-8111 https://www.tottori-med.jrc.or.jp/job/kangosi/kengaku

松江赤十字病院 0852-24-2111 https://www.matsue.jrc.or.jp/publics/index/162/

益田赤十字病院 0856-22-1480 http://masuda.jrc.or.jp/recruit-nursing

岡山赤十字病院 086-222-8811 https://www.okayama-med.jrc.or.jp/recruit/nurse

玉野分院赤十字病院

広島赤十字・原爆病院 082-241-3111 http://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/recruit/

庄原赤十字病院 0824-72-3111 http://www.shobara.jrc.or.jp/equipment/kango/nsintern/

三原赤十字病院 随時受付（日曜日以外） 0848-64-8111 http://mihara.jrc.or.jp/bumonnoshoukai/kangobu/kangobu-kengakukai/

山口赤十字病院 随時受付（平日） 083-923-0111 http://www.yamaguchi-redcross.jp/p3_iryokankei/5_kangoshi/index.html

小野田赤十字病院 0836-88-0221 http://www.onoda-redcross-hosp.jp/information/syokuin.html

徳島赤十字病院 随時受付（平日） 0885-32-2555 http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/nurse/03_nurse/index06.htm

高松赤十字病院 087-831-7101 https://www.takamatsu.jrc.or.jp/nurse/news/entry-807.html

松山赤十字病院 089-924-1111 http://www.matsuyama.jrc.or.jp/kango/oshirase/oshirase33.html

高知赤十字病院 088-822-1201 http://kochi-med.jrc.or.jp/section/class/kango.htm

福岡赤十字病院
（病院見学会）4月20日
（インターンシップ）1月11日、2月15日、3月15日

092-521-1211 https://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/news/archives/560

今津赤十字病院 092-806-2111 http://www.fukuoka.jrc.or.jp/imazu/
嘉麻赤十字病院 0948-52-0861 http://www.kama-jrc.jp/

唐津赤十字病院 現在募集は行っておりません。 0955-72-5111 https://www.karatsu.jrc.or.jp/recruit/nurse_copy.html

日本赤十字社長崎原爆病院 095-847-1511

日本赤十字社長崎原爆諫早病院 0957-43-2111

熊本赤十字病院 096-384-2111 http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/medical/recruit/nurse.html

大分赤十字病院 3月15日 097-532-6181 http://www.oitasekijyuji.jp/nurse-news/3417/

鹿児島赤十字病院 099-261-2111 http://www.kagoshima-med.jrc.or.jp/news/recruit.html

沖縄赤十字病院 098‐853‐3134 http://www.okinawa-med.jrc.or.jp/recruit/jobs/job03/

（病院説明会・見学会）1月18日、1月28日、2月15日、2月25日
正規職員は、日本赤十字社長崎原爆病院と日本赤十字社長崎原
爆諫早病院の一括採用となっております。

http://www.nagasaki-med.jrc.or.jp/recruit/nurse/
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