
赤十字病院看護部インターンシップ開催情報

平成30年3月1日現在（詳細については各施設までお問い合わせください）

施設名 開催日 時間 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 0166-22-8111

伊達赤十字病院 0142-23-2211

釧路赤十字病院 0154-22-7171

北見赤十字病院 希望があれば平日随時（病院見学） 0157-24-3115

栗山赤十字病院 0123-72-1015

浦河赤十字病院 平成30年3月27日、8月17日、9月10日 12:30～15:00 0146-22-5111 https://form1ssl.fc2.com/form/?id=bd9c3da6b3e2d89d

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 0138-51-5315

清水赤十字病院 見学可能。電話にて問い合わせ 0156-62-2513 http://www.shimizu-recruit.net/faq/

八戸赤十字病院 平成30年2月27日、3月6日、13日、20日 8:45～16:00 0178-27-3111 http://www.hachinohe.jrc.or.jp/medical/nurse

盛岡赤十字病院 019-637-3111

仙台赤十字病院
平成30年4月4日、5月2日、7月27日、8月2日
※病院見学会のみの申し込みはできますが、インターンシップのみ
の申し込みはできません。

（病院見学説明会）
10:00～12:00
（インターンシップ）
12:15～15:15

022-243-1111（内線
1315）人事課　大友

http://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（随時受付け） 10:30～15:00 0225-24-6812 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/同日1部署2名まで 9:00～15:00 018-829-5000 http://www.akita-med.jrc.or.jp/pages/d-kango-int

福島赤十字病院
平成30年3月12日～3月23日、4月9日～8月31日の間で希望する平
日（月曜日～金曜日）で１日間 ※指定日以外の日程をご希望の際
は病院までお問合せください。

10:00～15:00 084-534-6101 高木 http://www.fukushima-med-jrc.jp/kangobu/education/intern.html

日本赤十字社医療センター
平成30年2月1日～3月16日（土日祝日、水曜日を除く）で希望する１
日間

03-3400-1311 http://www.med.jrc.or.jp/hospital/clinic/internship/tabid/635/Default.aspx

水戸赤十字病院 随時受付（1週間前までにお問い合わせ下さい。）
029-221-5177（内線
3331～3333）

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

古河赤十字病院 随時受付（電話にて事前にご連絡下さい）
0280-23-7112　人事労
務係

http://www.koga.jrc.or.jp/recruit/nurse01/

芳賀赤十字病院 院内見学は随時受付 0285-82-2195 http://www.haga.jrc.or.jp/section/nurse/ns-inter/

那須赤十字病院 随時受付（電話にて事前にご連絡下さい） 0287-23-9946 人事課 http://www.nasu.jrc.or.jp/intern

足利赤十字病院
平成30年2月26日（月）～3月30日（金）（土日を除く）、平成30年7月
30日（月）～8月31日（金）

1日目10：00～16：00、2
日目9：30～16：00

0284-20-1345 http://www.ashikaga.jrc.or.jp/recruit/internship.html

前橋赤十字病院 027-224-4585 http://www.maebashi.jrc.or.jp/recruit/nurse/index.html

原町赤十字病院 随時受付（土・日・祝日以外） 0279-68-2711 http://www.haramachi.jrc.or.jp/07recruit/internship.pdf

さいたま赤十字病院 048-852-1111（代表） http://saitama-rc-nurse.com/kengaku/

小川赤十字病院 院内見学は随時受付
0493-72-2333 総務課
竹崎

https://www.ogawa.jrc.or.jp/kangobu/recruit/setsumeikai.html

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

成田赤十字病院

（見学もしくはミニインターンシップ）2月10日、3月3日、4月14日、5月
19日、6月9日、7月14日、8月3日、9月8日、10月13日、11月10日、12
月8日、1月12日、2月9日
（スプリングインターンシップ）
3月12日、4月5日
※上記以外の日程もインターンシップは随時受付（土・日・祝日以
外）

（見学もしくはミニイン
ターンシップ）9:00～12:00
（スプリングインターン
シップ）半日又は１日

0476-22-2311 http://www.narita.jrc.or.jp/kangobu/kengaku.html

武蔵野赤十字病院
平成30年2月24日、3月6日、3月10日、3月14日、3月21日、4月28
日、5月5日、6月9日、7月21日

13:00～16:00 0422-32-3111 http://www.musashinojrc-nurse.com/internship/
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大森赤十字病院
平成30年2月、6月：毎週火曜日、3月1日より4月6日（平日のみ）、4
月23日より5月11日（平日のみ）、7月1日より9月7日（平日のみ）

10:00～15:30 03-3775-3111 http://www.omori.jrc.or.jp/section/tabid/197/Default.aspx

葛飾赤十字産院 平成30年3月、6月、7月、8月の平日のみ 10:00～16:00 03-3693-5211　人事係 http://katsushika.jrc.or.jp/recruit/nurse/internship/index.html

横浜市立みなと赤十字病院
31年卒対象：3月13日、15日、16日、20日、23日、5月1日、2日　　全
学年対象：8月7日、8日、14日、22日、23日

9:00～14:00 045-628-6787 http://www.yokohama.jrc.or.jp/yokohama_nurse/recruit.html

秦野赤十字病院 平成30年3月20日、3月22日、3月23日のうち１日 9:30～16:00 0463-81-3721 http://hadano-jrc.jp/dept/nurse/5.html

相模原赤十字病院 随時受付（土・日・祝日以外） 8:45～16:30 042-784-1101 http://www.sagamihara.jrc.or.jp/internship.html

長岡赤十字病院 平成30年3月の8日(木)および22日(木) 9:00～16:30
0258-28-3600（人事課
内線2217）

http://www.nagaoka.jrc.or.jp/contents/recruit/internship

山梨赤十字病院
学生の夏季休暇、春季休暇時は、平日に限り随時受付
※インターンシップのみ、病院説明会のみの参加も可能。

（インターシップ）9:30～
13:00
（病院説明会）14:00～
16:30

0555-72-2222 http://www.yamanashi-med.jrc.or.jp/other/index.html

諏訪赤十字病院
0266-57-6066　総務人
事課

http://www.suwa.jrc.or.jp/0400092.html

富山赤十字病院 随時受付（土・日・祝日以外）
（見学のみ）9:30～11:30
（見学と職場体験）9:30～
15:30

076-433-2222
http://www.toyama-
med.jrc.or.jp/manage/kcfinder/upload/files/2017.08/kangointern.pdf

金沢赤十字病院 076-242-9840 http://kanazawa-rc-hosp.jp/nurse/

福井赤十字病院 0776-36-3630 http://www.fukui-med.jrc.or.jp/kangobu/index.php

長野赤十字病院 随時受付（土・日・祝日以外） 応相談 026-226-4131 http://www.nagano-

安曇野赤十字病院 平成30年5月2日、8月3日 9:00～16:00 0263-72-3170

http://www.azumino.jrc.or.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%A8%E7%89%B9%
E8%89%B2/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82
%B7%E3%83%83%E3%83%97%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%
9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B

川西赤十字病院 0267-53-3011

下伊那赤十字病院 0265-36-2585

飯山赤十字病院 0269-62-4195 総務課

高山赤十字病院 0577-32-1111 職員課

岐阜赤十字病院
就職ガイダンスに参加された方を対象に春休み中（平日）に実施
※看護師就職説明会（2月17日、3月24日、4月21日）

058-231-2266 http://www.gifu-med.jrc.or.jp/nurse/bosyu/index.html

静岡赤十字病院 2月～9月第二・第四土曜日 10:00～16:00 054-254-4311 https://www.shizuoka-med.jrc.or.jp/dat/files/free/file/nurse%202017_7.pdf

浜松赤十字病院 平成30年3月15日、8月9日、8月14日 9:30～15:00
053-401-1111　看護部
小林

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

伊豆赤十字病院 0558-72-9244 http://izurc.jp/kango-bosyuu.html

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

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24日、3月7日、23日、4月21日、28日、6月2日、30日、7月28日、9
月7日、10月13日

11:00～16:00 052-485-1188　人事課
https://nurse.mynavi.jp/student/seminars/detail/1gSK803QwafwDxV6NRG
E5Q23/3

名古屋第二赤十字病院
1月30日、2月20日、2月23日、3月5日、3月6日、3月7日、3月23日、3
月24日、3月26日、3月27日、4月24日、4月27日、5月2日、5月8日、5
月22日、5月25日

13:00～16:45 052-832-1121 https://www.nagoya2.jrc.or.jp/guidance/kangogakuseinokatahe/

伊勢赤十字病院
平成30年2月17日、2月25日、3月19日、3月21日
病院見学は随時開催

0596-65-5011 http://www.ise-nurse.info/tours.html

大津赤十字病院 火曜日・木曜日・金曜日 9:30～16:00 077-522-4131 https://otsujrc-kango.com/recruit/internship.html

大津志賀赤十字病院 9:00～15:00 077-594-8777 https://www.otsu-shiga.jrc.or.jp/recruit

長浜赤十字病院
平成30年3月1日（木）～ 3月23日（金）、平成30年7月2日（月）～ 9月
28日（金） ※平日のみ1～3日程度

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

京都第一赤十字病院 平成30年3月16日、19日、27日、29日 10:00～16:00 075-533-1264
http://www.kyoto1-jrc.org/event/wp-
content/uploads/sites/3/2018/01/caa07b8b4256b72c67979db2e42dd5cd.p
df

京都第二赤十字病院 平成30年4月13日、20日、5月11日、18日 9:00～16:00 075-231-5171 https://www.kyoto2.jrc.or.jp/kangobu_asp/observe/internship.html
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舞鶴赤十字病院 平成30年3月まで随時受付 0773-75-4175 http://maizuru.jrc.or.jp/department/sector/nurse/#intership

大阪赤十字病院 06-6774-5111 http://www.osaka-med.jrc.or.jp/nurse/intern/

高槻赤十字病院
春　１月～３月の火・水・木・金／夏　７月～９月の火・水・木・金（お
盆の時期を除く）

10：00～16：00 072-696-0571 http://nurse.takatsuki-jrc.jp/sub/observe.html

姫路赤十字病院 随時受付（土・日・祝日以外）
8:30～17:00（希望の時間
を相談可能）

079-294-2251（内線：
3001）

http://himeji.jrc.or.jp/kangobu/intern_taiken.html

柏原赤十字病院

多可赤十字病院 0795-32-1223 https://www.taka.jrc.or.jp/index.html

神戸赤十字病院
2月27日、3月7日、12日、16日、20日、23日、27日、4月4日、27日、5
月25日、6月8日、29日、7月6日、8月3日、13日、17日、30日

078-231-6006 http://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）

http://www2.kankyo.ne.jp/nurse/recruit/1.html

鳥取赤十字病院 0857-24-8111 http://www.tottori-med.jrc.or.jp/bumon/nurse/info/160414.html

松江赤十字病院 0852-24-2111
http://www.matsue.jrc.or.jp/publics/index/162/&anchor_link=page162_1882#
page162_1882

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

岡山赤十字病院 病院見学は随時受付 086-222-8811 http://www.okayama-med.jrc.or.jp/school/school-bosyu

玉野分院赤十字病院

広島・原爆赤十字病院 082-241-3111 http://www.hiroshima-med.jrc.or.jp/topics.php?id=00000730

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 病院見学説明会随時受付（日曜以外） 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） 9:30～14:30 083-923-0111 http://www.yamaguchi-redcross.jp/p3_iryokankei/5_kangoshi/index.html

小野田赤十字病院 病院見学随時受付 0836-88-0221 https://www.pref.yamaguchi-nurse-net.jp/hospitals/66

徳島赤十字病院 希望があれば平日随時 10：00～16：00 0885-32-2555 http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/nurse/03_nurse/index06.html

高松赤十字病院 平成30年3月26日（月） 9：00～14：00 087-831-7101 https://www.takamatsu.jrc.or.jp/nurse/news/entry-807.html

松山赤十字病院 平成30年3月19日（月）、20日（火） 9：00～16：30 089-924-1111 http://www.matsuyama.jrc.or.jp/kango/oshirase/oshirase33.html

高知赤十字病院 平成30年3月26日（月）、31日（土）、5月19日（土） 9：00～15：30 088-822-1201 http://kochi-med.jrc.or.jp/section/class/kango.htm

福岡赤十字病院 平成30年4月27日（金）、5月15日（火） 9：00～14：30 092-521-1211
http://www.fukuoka-
med.jrc.or.jp/concerned/recruit/nurse/recruit_169?smartphone=off

今津赤十字病院 希望者は病院見学を随時受付 092-806-2111 http://www.fukuoka.jrc.or.jp/imazu/bosyu/syokuinbosyukangoshishinsotsu.h

嘉麻赤十字病院
随時受付可能ですので、病院見学ご希望の方は、お気軽に電話に
てお問合せください。

0948-52-0861 http://www.kama-jrc.jp/publics/index/88/#page88

唐津赤十字病院
（病院見学会）平成30年4月4日（水）、4月21日（土）、6月2日（土） ※
その他の日程も随時受付

13:00～16:00  0955-72-5111 https://recruit.nurse-senka.com/meeting/list/2007590#meeting_list

長崎原爆赤十字病院 平成30年3月22日（木）、3月23日（金） 9:00～15:30 095-847-1511 http://www.isahaya.jrc.or.jp/news/file/107file_20180207091105.pdf

長崎諫早赤十字病院 平成30年3月22日（木）、3月23日（金） 9:00～15:30 0957-43-2111 http://www.isahaya.jrc.or.jp/news/file/107file_20180207091105.pdf

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
随時受付
（病院見学会）3月22日（木）、3月23日（金）

9:00～12:30 097-532-6181 http://www.oitasekijyuji.jp/nurse-news/2362/

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/

http://maizuru.jrc.or.jp/department/sector/nurse/#intership
http://www.osaka-med.jrc.or.jp/nurse/intern/
http://nurse.takatsuki-jrc.jp/sub/observe.html
http://himeji.jrc.or.jp/kangobu/intern_taiken.html
https://www.taka.jrc.or.jp/index.html
http://www.kobe.jrc.or.jp/kakuka_kakubu/p_kangobu/boshu/intern.html
http://www2.kankyo.ne.jp/nurse/recruit/1.html
http://www.tottori-med.jrc.or.jp/bumon/nurse/info/160414.html
http://www.matsue.jrc.or.jp/publics/index/162/&anchor_link=page162_1882#page162_1882
http://www.matsue.jrc.or.jp/publics/index/162/&anchor_link=page162_1882#page162_1882
http://www.tokushima-med.jrc.or.jp/nurse/03_nurse/index06.html
https://www.takamatsu.jrc.or.jp/nurse/news/entry-807.html
http://www.matsuyama.jrc.or.jp/kango/oshirase/oshirase33.html
http://kochi-med.jrc.or.jp/section/class/kango.htm
https://recruit.nurse-senka.com/meeting/list/2007590#meeting_list
http://www.isahaya.jrc.or.jp/news/file/107file_20180207091105.pdf
http://www.isahaya.jrc.or.jp/news/file/107file_20180207091105.pdf
http://www.oitasekijyuji.jp/nurse-news/2362/

