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令和4年
2月19日（土）

第3木曜日
12月1月3月4月を除く

看護研究発表会

組織強化研修
「スキンテア」

地域の方、医療、福祉、介護に携わる他職
種と、グループワークをとおして仮想事例
を検討しました。

ＷＯＣＮより、高齢者に起こりやすいスキン
テア（皮膚裂傷）やＩＡＤ（失禁関連皮膚障
害）の知識を学びました。

「看護教育について」の講義・体験談・グ
ループワークを行い、未来の看護職の応
援をしました。

看護職として生き生きと働き続けるため
の、良いヒントになるかも。

救急医療の現状を知り、心肺蘇生法の方
法、看護師の役割を学びます。

骨粗鬆症重症化予防の取り組みについ
て共有し、呉市民の健康寿命の延伸を推
進していく活動を行っていきましょう。

研究発表会を通して看護を考えみましょう。

新型コロナの蔓延により中止と致しました。

年 月 日 場　　所 項　　目 内　　容
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編 集 後 記
いつも呉支部活動にご協力いただき、ありがとうございます。
今年も役員一同が協力し、呉支部活動を行ってまいります。
みなさまの声を反映した研修会や会員交流にしていきたいと
思っております。今後ともご意見・ご協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　  支部役員一同・広報担当：濱本・大塚

広島県看護協会呉支部会員数

保健師
助産師
看護師
准看護師

合　計

 35人
 62人

1,695人
54人

1,846人

（入会率38%）
（入会率87%）
（入会率55%）
（入会率  4％）

（入会率41％）
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令和3年度より、広島県看護協会呉支部長を

務めさせていただくことになりました、呉共済病

院の隅谷敬子と申します。支部会員のみな様に

は平素より呉支部活動にご理解とご協力いただ

き感謝しております。

今年は記念すべき「2020東京オリンピック」が

開催された年でしたが、昨年からの新型コロナウ

イルス感染症が拡大・長期化している中で、医療

現場では極めて緊迫した状況が続いており、な

かなかオリンピックを楽しむことができなかった

のではないでしょうか。しかし、頑張っている選

手を見ると心から応援したくなりました。私たち

看護職もこのような状況の中、それぞれがおかれ

た場所で日夜懸命に役割を全うしている姿は周

りの方々に勇気を与えるのではないでしょうか。

昨年度は、ほとんど支部活動ができない状況

で１年が経過し、役員一同とても残念に思ってい

ました。今まで当たり前のように行ってきたこと

ができなくなり、戸惑うことも多々ありましたが、

今年度はこの状況をチャンスと捉え、新たな方法

を見出し、Withコロナで色々なことにチャレンジ

していかなくてはいけないと思っています。

コロナと共生しながら、今だからこそ私たち看

護職は団結し、いのち・暮らし・尊厳を守り支え

るための看護の力を発揮すると共に、地域・施

設間の連携、顔の見える繋がりを強化していくこ

とがとても重要だと思います。呉支部役員一同

力を合わせて頑張っていきますので、みな様どう

ぞよろしくお願い致します。

呉支部長 隅谷 敬子

～Withコロナで看護力・
　　　連携力UPをめざそう～

ごあいさつ
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呉市福祉保健部高齢者支援課の前野尚子様
へインタビューをさせて頂きました。有事（コロナ禍）
の際にも医療・介護・福祉のサービスが継続的に
提供できるようにしなければなりません。新型コロナ
ウイルス感染症の流行により対面式による退院前カ
ンファレンス等が中止されることがありました。その
ため、カンファレンスのオンライン化を推進する必要
があります。テレビ会議をするにはセキュリティを確
保できる共有ソフトが必要です。昨年11月に病院
退院支援担当者と意見交換、今年２月に地域包括
支援センター・地域相談センターとの意見交換を
おこない検討していきました。ウィズ・ポストコロナ
時代において、情報共有ツールの必要性が高まっ
た事もあり、ひろしま医療情報ネットワーク（ＨＭネッ
ト）を利用してセキュリティの高いネットワーク下で多

職種連携ができるようにする事が必要です。その
ため、今年の６月にワーキンググループを設置し、
今後も退院前カンファレンスのオンライン化により
「市民の誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らし
続けることができるまち」の実現に向けた取り組み
が今も続いています。

支部活動報告

進路相談会 日 時：7月10日（土）
場 所：呉市広まちづくりセンター

令和３年7月10日（土）呉市広まちづくりセンターで
進路相談会を開催しました。高校生19名、保護者2
名、教員2名の参加がありました。 呉共済病院看護専
門学校の藤井紀子先生から「看護教育について」お話
を頂き、看護学生の立場から呉共済病院看護専門学
校3年生の学生さん、新人及びベテラン看護師の立場

で、ほうゆう病院と中国労災病院の看護師さんに体験
発表をして頂きました。その後、3グループに分かれ、
広島国際大学看護学部 竹山広美先生にもご参加頂
き、進路に関する疑問点や悩み・看護師の仕事内容
など具体的な話を聞くことができた様です。「将来の
ことを真剣に考える時間が持てたので良かったです」
「看護師になってもたくさん勉強しないといけないと
知ってとても驚きました」「大変なことはたくさんある
けど、やりがいのあ
る仕事だと思った」
等多くの感想を頂
き、私達も勇気と力
を頂きました。

施設代表者会議

令和３年８月２日（月）に施設代表者連絡会を開催

し、17施設の代表者が出席されました。新型コロナウ

イルス感染症患者の受け入れ病院の現状と取り組み

について、呉共済病院 渥美綾子様より、「COVID-19

感染症病棟の立ち上げから現在の取り組み」と題して

紹介していただきました。新型コロナウイルスの3つの

顔である、第1の感染症「病気」（生物学的感染症）、第

2の感染症「不安」（心理的感染症）、第3の感染症「差

別」（社会的感染症）を知り、負のスパイラルを断ち切

るための取り組みが必要であることがとても印象的で

した。また、スタッフ一人ひとりへの細やかな配慮や

病院全体で取り組むことの重要性を知ることができま

した。最前線で働く医療従事者が、犠牲的精神では

なく、使命感と充実感をもって頑張っているというこ

とが伝わってきました。

日 時：８月２日（月）
場 所：中国労災病院

新型コロナウイルス感染対策における
呉市と病院の取り組みについて
「退院前カンファレンス等のオンライン化の推進」

呉中通病院では、令和2年4月に新型コロナ対策
会議を開催し、ステージに応じた対応を定め取り組
んで参りました。幸いにもこれまで院内でコロナ陽性
者が発生した事はなく、患者対応に追われている近
隣の呉医療センター、呉共済病院、中国労災病院
のスタッフの皆様には頭が下がる思いです。
当院は回復期リハビリテーション病院ですので、
地域で患者様が生活できるようにするためにご家族
を交えた退院支援を行っています。面会制限中でも
感染対策を講じたうえで、家族指導や現状報告会・
住宅訪問などを行い退院後に患者様・ご家族が困
らないように対応しております。また長い面会制限に
よる患者様への弊害が生じないようにするために特

別面会の機会を設けたり、スマートフォンで簡易面
会したりとナースたちが工夫を凝らしています。新型
コロナウイルス感染症が少しでも早く終息し、1日でも
早く平和な日々 が戻りますように祈っています。

「回復期リハビリテーション病院（呉中通病院）の取り組み」

外来入口でのAIサーモ体温測定実施
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令和3年度より、広島県看護協会呉支部長を

務めさせていただくことになりました、呉共済病

院の隅谷敬子と申します。支部会員のみな様に

は平素より呉支部活動にご理解とご協力いただ

き感謝しております。

今年は記念すべき「2020東京オリンピック」が

開催された年でしたが、昨年からの新型コロナウ

イルス感染症が拡大・長期化している中で、医療

現場では極めて緊迫した状況が続いており、な

かなかオリンピックを楽しむことができなかった

のではないでしょうか。しかし、頑張っている選

手を見ると心から応援したくなりました。私たち

看護職もこのような状況の中、それぞれがおかれ

た場所で日夜懸命に役割を全うしている姿は周

りの方々に勇気を与えるのではないでしょうか。

昨年度は、ほとんど支部活動ができない状況

で１年が経過し、役員一同とても残念に思ってい

ました。今まで当たり前のように行ってきたこと

ができなくなり、戸惑うことも多々ありましたが、

今年度はこの状況をチャンスと捉え、新たな方法

を見出し、Withコロナで色々なことにチャレンジ

していかなくてはいけないと思っています。

コロナと共生しながら、今だからこそ私たち看

護職は団結し、いのち・暮らし・尊厳を守り支え

るための看護の力を発揮すると共に、地域・施

設間の連携、顔の見える繋がりを強化していくこ

とがとても重要だと思います。呉支部役員一同

力を合わせて頑張っていきますので、みな様どう

ぞよろしくお願い致します。

呉支部長 隅谷 敬子

～Withコロナで看護力・
　　　連携力UPをめざそう～

ごあいさつ
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