2021 年 4 月３０日

地域医療連携推進法人尾三会が
現場復帰に不安を抱える看護師さんの背中を後押し

キャリアを生かす
看護師復職サポートプログラム（研修）
地域医療連携推進法人尾三会（事務局所在地：愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪 1 番地 98、代表理
事 星長清隆、以下尾三会）は、新型コロナウイルスの感染拡大で看護師の需要が高まる中、離職中
の潜在看護師に向けた「復職サポートプログラム（研修）」の提供を行っています。復職をためらう
看護師の不安を払拭し、現場復帰を後押しするとともに、愛知県東部地域における看護師不足解消
と愛知県地域医療構想※の実現をめざします。
※ 愛知県地域医療構想……地域にふさわしいバランスのとれた病床の機能の分化と連携を進め、効率的で質の高い医療提供体制を構築
するための医療法に基づいた方策

■現場復帰に不安を抱える看護師たちをしっかりサポート
潜在看護師の中には知識や技術に自信が持てず、復職をためらっているケースが見受けられます。
このプログラムでは、不安な気持ちにしっかりと寄り添い、希望のスキルに合わせた講義や演習を通
して現場復帰を後押しします。
復帰を考える皆さんの力になりたい

■カスタマイズできる研修プログラム
提供する研修プログラムは、基礎（所要期間 1 週
間・必須）と応用（所要期間４週間・選択）の 2 段階
構成。応用コースは習得状況に応じてコース内容や研
修期間をカスタマイズできます。⇒〈次頁にプログラムの詳細あり〉
研修はすべて藤田医科大学病院で行います。

看護師として培った経験を生かし、いきいき
と輝いていただけるよう、私たち看護部がきめ
細やかにサポートします。
今後は尾三会と連携し、地域医療の向上に努
めてまいりたいと思います。
藤田医科大学病院
統括看護部長 眞野惠好

■尾三会参加施設の中からご希望に合わせて
就労先をご紹介
尾三会に参加する 32 施設の求人情報から潜在看護
師の希望に合った就労先をお探しします。
就労前の研修プログラムの受講を条件とすることで、
求人先にとっても質の高い人材を確保することができ
ます。また、当会が窓口となって募集し、かつ教育の
場を提供することで、安定的な人材の確保および愛知
県地域医療構想の実現に寄与できると考えます。

人工呼吸器の装着

血液透析のしくみ

【看護師復職サポートプログラム】※全コース受講実質無料

基礎コース

11 テーマ

★受講必須（1 週間）

最近の医療・看護の動向と医療安全等
テーマ

内容

所要時間

1 最近の医療・看護の動向と医療安全

講義

1 時間 30 分

2 感染予防と管理

講義・演習

1 時間 30 分

3 急変時の救急蘇生法と吸引操作

講義・演習

4 時間

講義・演習

3 時間 30 分

5 高齢者の摂食嚥下と胃ろう管理

講義・演習

4 時間

6 安全に行う点滴管理と注射・採血の技術

講義・演習

3 時間 30 分

講義・演習

4 時間

講義・演習

3 時間 30 分

講義・演習

4 時間

10 スキンケアとフットケア（基礎編）

講義・演習

3 時間 30 分

11 スキンケアとフットケア（実践編）

見学・実習

4 時間

応用コース

★（基礎コース終了後）希望に応じたコースを選択

4

7
8

ボディメカニクスを活用した
体位変換や移動・移送

安全に行う輸液ポンプと
シリンジポンプを用いた点滴管理の技術
糖尿病患者への血糖測定・
インスリン自己注射指導の技術

9 認知症の対応と社会的資源

8 コース

手術前・術直後・術後・回復期（リハビリ期）・退院・在宅の一連の流れの中で、
対象患者が入院している病棟で研修
コース

内容

所要期間

1 消化器系周術期コース

見学・演習・実践

4 週間程度

2 整形外科周術期コース

見学・演習・実践

4 週間程度

3 脳神経系周術期コース

見学・演習・実践

4 週間程度

4 呼吸器系疾患コース

見学・演習・実践

4 週間程度

5 循環器系疾患コース

見学・演習・実践

4 週間程度

6 外来部門コース

見学・演習・実践

4 週間程度

7 地域包括ケアコース

見学・演習・実践

4 週間程度

8 透析ケアコース

見学・演習・実践

4 週間程度

コース終了時に藤田医科大学病院よりプログラム修了証を発行します

【地域医療連携推進法人 尾三会】
地域の皆さんが住み慣れた場所で切れ目なく高度・専門医療および介護サービスを利用でき
る医療連携体制をめざし、2017 年 4 月に愛知県東部地域 13 市区町の 22 の医療施設・介護
施設の参加により設立されました。現在では、16 市区町から 32 施設が参加する日本最大規模
の地域医療連携推進法人として、地域医療の充実に向けたさまざまな取り組みを行っています。
2020 年 4 月には、この地域における看護師の安定的確保を目的に、地域医療連携推進法人
では全国で初めての有料職業紹介事業者を申請し、登録されました。
〈尾三会の取り組み〉
●地域医療向上を目的としたセミナーの開催
●在籍出向などの人事交流
●医薬品の共同購入
●有料職業紹介事業（2020 年 4 月登録）

他

■尾三会参加施設（2021 年 4 月時点）
医療連携推進区域（16 市区町）
愛知県名古屋市南区、緑区、天白区、岡崎市、半田市、豊川市、刈谷市、豊田市、西尾市、東海市、大府市、
知立市、豊明市、日進市、みよし市、愛知郡東郷町
参加施設（32）
名古屋市南区
医療法人財団善常会 善常会リハビリテーション病院
名古屋市緑区
医療法人清水会 相生山病院
医療法人コジマ会 ジャパン藤脳クリニック
南医療生活協同組合 総合病院南生協病院
医療法人なるみ会 第一なるみ病院
医療法人幸寿会 平岩病院
医療法人 みどり訪問クリニック
名古屋市天白区
社会福祉法人地域福祉コミュニティほほえみ 地域密着型特別養護老人ホームひらばりみなみ
医療法人並木会 並木病院
岡崎市
医療法人葵 葵セントラル病院
医療法人鉄友会 宇野病院
医療法人大朋会 岡崎共立病院
医療法人木南舎 冨田病院
医療法人十全会 三嶋内科病院
半田市
医療法人メディライフ 半田中央病院
豊川市
医療法人宝美会 総合青山病院
刈谷市
医療法人社団同仁会 一里山・今井病院
医療法人明和会 辻村外科病院
豊田市
公益財団法人 豊田地域医療センター

西尾市
医療法人社団福祉会 高須病院
医療法人秀麗会 山尾病院
東海市
医療法人贈恩会 小嶋病院
大府市
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
医療法人利靖会 前原整形外科リハビリテーションクリニック
知立市
医療法人 秋田病院
豊明市
社会福祉法人福田会 特別養護老人ホーム豊明苑
学校法人藤田学園 藤田医科大学病院
日進市
社会福祉法人あかいけ寿老会 特別養護老人ホーム寿老苑
医療法人大医会 日進おりど病院
みよし市
医療法人寿光会 寿光会中央病院
愛知郡東郷町
社会福祉法人東郷福祉会 特別養護老人ホームイースト・ヴィレッジ
医療法人名翔会 老人保健施設和合の里

【就労支援と教育プログラムの流れ】

