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広島北支部だより

令和３年度広島県看護協会広島北支部総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面決議開催となりまし
た。広島北支部会員（令和3年4月1日現在 会員数1,948名）のうち書面決議書1,474名から書面提出がありました。公
益社団法人広島県看護協会支部運営規則第20条の1を適用し、令和３年度支部役員及び推薦委員の選出に係る決議
事項、令和２年度収支決算報告ならびに令和３年度の事業計画・収支予算について、承認されました。
会員の皆さまにはお忙しいところ、ご協力いただきありがとうございました。今後とも支部活動へご支援のほどよろ

しくお願いいたします。

令和3年度 広島北支部総会

広島県看護協会 広島北支部 会報誌 H I R O S H I M A  N U R S I N G  A S S O C I A T I O N

広島県看護協会広島北支部会員数

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師

合　  計

33人
32人

1,966人
110人

2,141人

（入会率26%）
（入会率43%）
（入会率62%）
（入会率  8%）

（入会率45％）

退任された方々 ありがとうございました

奥田　加世

村岡　智恵

田村　幸美

小倉　桂子

栗原　富江

廣下　智絵

野村　弘美

南谷加菜子

大櫻　明美

北渕　明美

松原　朱美
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広島市立リハビリテーション病院

広島共立病院

メディカルパーク野村病院

広島市立リハビリテーション病院

広島県看護協会訪問看護ステーションひびき

JA吉田総合病院

広島市立安佐市民病院

メリィホスピタル

JA吉田総合病院

安佐北保健センター

広島市立安佐市民病院

今後の行事予定

令和3年度 新役員紹介

支 部 長

副支部長

副支部長

幹事（総務）

幹事（財務）

幹事（社経）

幹事（教育）

幹事（教育）

幹事（教育）

幹事（広報）

理　事

新任のご挨拶

会員の皆様には、日頃より広島県看護協会広島北支部の
活動にご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
このたび、広島北支部長を拝命いたしました。微力では
ありますが、新体制のもと役員、委員の皆様と協力しながら
役割を果たすべく努めていきたいと思います。
昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、研
修会やまちの保健室などの事業や活動を中止せざるを得
ない事態となりました。未だ収束の見通しがたたない状況
が続いており、病院、施設、在宅現場では感染症対策や感
染者の対応、コロナワクチン接種など医療従事者の負担が
大きくなっています。また、ここ数年を振り返りますと、豪
雨災害など不測の事態がいつ起こるか分からない状況に
あります。

地域の皆様が住み慣れた場所
で安心して暮らしていけるよう
に、看護の力を高め、さらなる連
携強化を行い、地域に密着した
支部活動を実施していきたいと思
います。
今年度も、中止が決定している
事業もありますが、研修会や交流
事業などは、感染症対策に留意
しながら支部活動を実施していきたいと考えています。
最後に会員の皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し
上げますとともに、今後も支部運営にご支援、ご協力いた
だきますようどうぞよろしくお願いいたします。

令和3年度より広島県看護協会広島北支部担当理事に就任しました。担当理事という重責に身が
引き締まる思いです。広島県看護協会は、「1.地域包括ケアにおける看護提供体制の構築 2.看護職
の人材確保と定着推進」を重点項目に挙げ、活動を開始しました。コロナ禍の中、医療提供体制は
様々な局面に対峙することがありますが、そのような中でも看護職は医療と生活の両方の視点を
持ちながら、看護のチカラを結集し地域住民に安心安全な医療が提供できるように最善を尽くして
います。看護職が安心して働き続けられる環境づくりと地域住民の健康サポートの推進を目指し、
強固な組織づくりと県看護協会と支部、支部と支部・施設間をつなぐことが私の役割と考えます。
精一杯支部活動を支援していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

支部長

奥田 加世
［広島市立リハビリテーション病院］

広島北支部担当理事

松原 朱美
［広島市立安佐市民病院］

日時／令和3年4月

よろしくお願いします！

●高校生一日進路相談会（看護の心 普及事業）については、一日看護体験と併用することとしました。

※詳しくは後日お送りする案内をご覧ください。新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、今後の予定が変更となる場合があります。
※変更については、「広島県看護協会ホームページ 支部活動 広島北支部」に掲載しますので、ご確認ください。

●会員交流会「フラワーアレンジメント」／令和3年12月
●看護研究発表会／令和4年1月29日（土）
　看護研究発表会後、「看護研究についての講義」

コロナ禍で会議や行事がオンラインで開催されることが

多くなりました。パソコンの操作に不慣れなばかりに四苦八

苦しています。対面で研修会や交流会に参加していた時期が懐かしい

です。あの頃に戻りたいなあと思う今日この頃です。一日も早く新型コロ

ナウイルス感染症が終息しますように。　　　　　　　　　　　 北渕

編集
後記

［発  行  日］ 令和3年9月30日発行

公益社団法人広島県看護協会 広島北支部事務所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南5-14-20-205
TEL/FAX:082-814-4543
E-mail： s-kita@nurse-hiroshima.or.jp

［発  行  所］

［発行責任者］ 奥田 加世

●支部研修会
　救急蘇生（初級コース）研修会／令和3年11月3日　
　組織強化研修会／令和3年11月23日 内容は調整中

お知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催形態等を変更しています。

米谷　みわ
池田　美江
斎原　隆文

幹事（教育）
幹事（財務）
理　　  事

／大町土谷クリニック
／長久堂 野村病院
／安芸太田病院

谷川　裕子
秋広　直子
佐々木登美代

支  部  長
幹事（総務）
幹事（社経）

／JA吉田総合病院
／JA吉田総合病院
／訪問看護ステーションなずな
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広島北支部 活動報告・案内

ご案内

今年も始まりました！ 看護研究サポート！ 今年度は2施設が受講しています。第1回目、テーマ「看護研究の進め方・計画書の
書き方」を7月2日に受講しました。広島北支部の教育担当者から、「先生からの講義は詳しく丁寧に行われ、講義後、研究計
画書の内容について意見交換や助言など活発に行われていました。」との報告がありました。
9月、12月にサポートを受け、令和3年1月29日の研究発表会に向けて頑張っていきます。

看護研究サポート看護研究サポート

〈受講施設〉安芸太田病院 ・ 広島共立病院　〈講師〉安田女子大学 看護学部  林 真二 准教授

看護研究発表会において、一般演題として研究発
表をしていただける施設を募集しています。日頃の
業務の中で関心を持っている事柄に向き合い、改
善策を考えてみませんか？ 関心のある方は、まずは
施設代表者の方へご相談ください。

広島県看護協会広島北支部で看護研究サポートを受けさせていただき
ました。参考文献の選択から文章の組み立て、また細やかな助言を頂き
私自身、頭の中で整理をしながら進める事ができました。今回、指導を受
け学んだことを後輩育成に活かしたいと思います。

支部長会や理事会の報告、広島北支部の活動報告や今後の研修や会員交流事
業について説明しました。
昨年度に引き続きコロナ禍でほとんど活動ができておらず、残念です。手指消毒、
検温、換気の徹底など感染対策を行いながらの連絡会でした。今後の行事予定に
ついては、4ページに掲載しています。

日 時／令和3年7月29日（木）
場 所／安佐北区総合福祉センター2021年度 広島北支部第1回施設代表者連絡会

当院は、脳血管疾患や骨折など急性期治療後の患者さ
んを対象にした回復期の医療を担うリハビリテーション病院
です。広大な敷地のなか、自然を感じながら、リハビリを受
けることができます。
現在、当院では、新型コロナウイルス感染拡大により、面
会制限をお願いしています。患者さんやご家族にとって、会
えないことや、様子がわからないことで、不安やストレスがた
まっているのではないかと心配しています。少しでも、不安
が解消できないかと考え「窓越し面会」と「オンライン面会」を
実施しています。
「窓越し面会」とは、一枚の窓を隔ててご家族は室外で、

患者さんは室内で、姿を見な
がら院内使用のPHSと携帯
電話で会話をしていただきま
す。「オンライン面会」とは、家
族のスマホと患者さんのスマ
ホでLINE上の動画通話をお

手伝いしています。スマホを持っていない患者さんには、病
院の専用のパソコンでZoomを活用し、動画通話をしていた
だいています。
窓越しや動画上ではありますが、実際に姿が見えた時の
患者さん、ご家族の喜びはひとしおです。改めて家族の大
切さを実感しました。
長引くコロナ禍のなか、
安心してリハビリテーション
を受けていただけるよう、
患者さん、ご家族の気持ち
に寄り添った、思いやりの
ある看護を続けていきたい
です。

令和２年度の発表演題は研究サポートを受けたJA吉田総合病院、一般演題として応募のあっ
た広島市立リハビリテーション病院、広島市立安佐市民病院の3題でした。新型コロナウイルス感
染拡大防止のため紙面発表となりました。令和2年度 研究サポート指導教員の日本赤十字広島
看護大学（元安田女子大学）今井多樹子教授による講評を付けて冊子を配布しました。

日 時／令和3年8月
看護研究発表会（紙面発表）
講師 日本赤十字広島看護大学（元安田女子大学） 教授  今井 多樹子氏

［JA吉田総合病院  塩道 聡・吉川 秀］

発表演題

【Ⅰ群】（看護研究サポート演題）
「臨床経験２年目の看護師が抱える困難感とやりがいを通しての教育的支援のあり方」

【Ⅱ群】（一般演題）

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、支部研修会や組織強化研修会、会員交流会などほとんどの事業が中止とな
りました。こうした中、研究発表会は開催できなかったものの、看護研究サポートは当初の予定どおり行うことができました。

「回復期リハビリテーション病棟における
 脳卒中患者の予後予測の検討」

［広島市立リハビリテーション病院  新見 弘和］

「ギアチェンジ期に直面するがん患者に対する
 看護師の意識と関わりの実態」

［広島市立安佐市民病院  垰本 仁美］

～令和2年度参加者からの声～
看護研究サポートに参加された 塩 道  聡様 (JA吉田総合病院)

募集しています！

今年度から、新たに支部管内の施設における取組や工夫している点などを紹介します。
皆さん、ぜひ、ご一読を！

施設紹介コーナー広島北支部

広島共立病院は、広島市安佐南区で唯一の総合機能を有する医療機関として、医
療連携のみならず、地域のすべてのみなさまの期待に応える医療・看護を提供してい
ます。私達看護部は「看護ケアを必要とするすべての人に寄り添い、愛ある看護の手と
思いやりの心でその人の“生きる力”を支えます」を理念とし、急性期医療、回復期リハビ
リテーション・緩和ケア・ヘルスケアに至るまで、幅広い看護領域をもとに、地域密着型
病院の看護ケアの実践に力をいれています。院内では、2021年2月に地域包括ケア病
棟を開設し、患者を生活者として支援する看護ケアを提供しています。院外では、法人
内の介護事業施設に「にじいろ保健室」を立ち上げ、地域に看護師が滞在し、地域に
向けたヘルスケアを提供する場を確立しました。また、当院は災害拠点病院の役割が
ある中、ここ数年のウイルス災害ともいえる新型コロナウイルス感染、異常気象に伴う豪
雨・土砂災害等の自然災害においても、地域住民が安心して暮らせるよう「さらなる看
護ケア」が必要とされています。地域を支援する関連事業と連携をはかり、地域で必要
とされる看護ケアを追求し、地域に貢献する看護実践の発展を目指して参ります。

広島市立リハビリテーション病院広島市立リハビリテーション病院

広島医療生活協同組合 広島共立病院広島医療生活協同組合 広島共立病院
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広島北支部 活動報告・案内

ご案内

今年も始まりました！ 看護研究サポート！ 今年度は2施設が受講しています。第1回目、テーマ「看護研究の進め方・計画書の
書き方」を7月2日に受講しました。広島北支部の教育担当者から、「先生からの講義は詳しく丁寧に行われ、講義後、研究計
画書の内容について意見交換や助言など活発に行われていました。」との報告がありました。
9月、12月にサポートを受け、令和3年1月29日の研究発表会に向けて頑張っていきます。

看護研究サポート看護研究サポート

〈受講施設〉安芸太田病院 ・ 広島共立病院　〈講師〉安田女子大学 看護学部  林 真二 准教授

看護研究発表会において、一般演題として研究発
表をしていただける施設を募集しています。日頃の
業務の中で関心を持っている事柄に向き合い、改
善策を考えてみませんか？ 関心のある方は、まずは
施設代表者の方へご相談ください。

広島県看護協会広島北支部で看護研究サポートを受けさせていただき
ました。参考文献の選択から文章の組み立て、また細やかな助言を頂き
私自身、頭の中で整理をしながら進める事ができました。今回、指導を受
け学んだことを後輩育成に活かしたいと思います。

支部長会や理事会の報告、広島北支部の活動報告や今後の研修や会員交流事
業について説明しました。
昨年度に引き続きコロナ禍でほとんど活動ができておらず、残念です。手指消毒、
検温、換気の徹底など感染対策を行いながらの連絡会でした。今後の行事予定に
ついては、4ページに掲載しています。

日 時／令和3年7月29日（木）
場 所／安佐北区総合福祉センター2021年度 広島北支部第1回施設代表者連絡会

当院は、脳血管疾患や骨折など急性期治療後の患者さ
んを対象にした回復期の医療を担うリハビリテーション病院
です。広大な敷地のなか、自然を感じながら、リハビリを受
けることができます。
現在、当院では、新型コロナウイルス感染拡大により、面

会制限をお願いしています。患者さんやご家族にとって、会
えないことや、様子がわからないことで、不安やストレスがた
まっているのではないかと心配しています。少しでも、不安
が解消できないかと考え「窓越し面会」と「オンライン面会」を
実施しています。
「窓越し面会」とは、一枚の窓を隔ててご家族は室外で、

患者さんは室内で、姿を見な
がら院内使用のPHSと携帯
電話で会話をしていただきま
す。「オンライン面会」とは、家
族のスマホと患者さんのスマ
ホでLINE上の動画通話をお

手伝いしています。スマホを持っていない患者さんには、病
院の専用のパソコンでZoomを活用し、動画通話をしていた
だいています。
窓越しや動画上ではありますが、実際に姿が見えた時の
患者さん、ご家族の喜びはひとしおです。改めて家族の大
切さを実感しました。
長引くコロナ禍のなか、
安心してリハビリテーション
を受けていただけるよう、
患者さん、ご家族の気持ち
に寄り添った、思いやりの
ある看護を続けていきたい
です。

令和２年度の発表演題は研究サポートを受けたJA吉田総合病院、一般演題として応募のあっ
た広島市立リハビリテーション病院、広島市立安佐市民病院の3題でした。新型コロナウイルス感
染拡大防止のため紙面発表となりました。令和2年度 研究サポート指導教員の日本赤十字広島
看護大学（元安田女子大学）今井多樹子教授による講評を付けて冊子を配布しました。

日 時／令和3年8月
看護研究発表会（紙面発表）
講師 日本赤十字広島看護大学（元安田女子大学） 教授  今井 多樹子氏

［JA吉田総合病院  塩道 聡・吉川 秀］

発表演題

【Ⅰ群】（看護研究サポート演題）
「臨床経験２年目の看護師が抱える困難感とやりがいを通しての教育的支援のあり方」

【Ⅱ群】（一般演題）

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、支部研修会や組織強化研修会、会員交流会などほとんどの事業が中止とな
りました。こうした中、研究発表会は開催できなかったものの、看護研究サポートは当初の予定どおり行うことができました。

「回復期リハビリテーション病棟における
 脳卒中患者の予後予測の検討」

［広島市立リハビリテーション病院  新見 弘和］

「ギアチェンジ期に直面するがん患者に対する
 看護師の意識と関わりの実態」

［広島市立安佐市民病院  垰本 仁美］

～令和2年度参加者からの声～
看護研究サポートに参加された 塩 道  聡様 (JA吉田総合病院)

募集しています！

今年度から、新たに支部管内の施設における取組や工夫している点などを紹介します。
皆さん、ぜひ、ご一読を！

施設紹介コーナー広島北支部

広島共立病院は、広島市安佐南区で唯一の総合機能を有する医療機関として、医
療連携のみならず、地域のすべてのみなさまの期待に応える医療・看護を提供してい
ます。私達看護部は「看護ケアを必要とするすべての人に寄り添い、愛ある看護の手と
思いやりの心でその人の“生きる力”を支えます」を理念とし、急性期医療、回復期リハビ
リテーション・緩和ケア・ヘルスケアに至るまで、幅広い看護領域をもとに、地域密着型
病院の看護ケアの実践に力をいれています。院内では、2021年2月に地域包括ケア病
棟を開設し、患者を生活者として支援する看護ケアを提供しています。院外では、法人
内の介護事業施設に「にじいろ保健室」を立ち上げ、地域に看護師が滞在し、地域に
向けたヘルスケアを提供する場を確立しました。また、当院は災害拠点病院の役割が
ある中、ここ数年のウイルス災害ともいえる新型コロナウイルス感染、異常気象に伴う豪
雨・土砂災害等の自然災害においても、地域住民が安心して暮らせるよう「さらなる看
護ケア」が必要とされています。地域を支援する関連事業と連携をはかり、地域で必要
とされる看護ケアを追求し、地域に貢献する看護実践の発展を目指して参ります。

広島市立リハビリテーション病院広島市立リハビリテーション病院

広島医療生活協同組合 広島共立病院広島医療生活協同組合 広島共立病院
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広島北支部だより

令和３年度広島県看護協会広島北支部総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面決議開催となりまし
た。広島北支部会員（令和3年4月1日現在 会員数1,948名）のうち書面決議書1,474名から書面提出がありました。公
益社団法人広島県看護協会支部運営規則第20条の1を適用し、令和３年度支部役員及び推薦委員の選出に係る決議
事項、令和２年度収支決算報告ならびに令和３年度の事業計画・収支予算について、承認されました。
会員の皆さまにはお忙しいところ、ご協力いただきありがとうございました。今後とも支部活動へご支援のほどよろ

しくお願いいたします。

令和3年度 広島北支部総会

広島県看護協会 広島北支部 会報誌 H I R O S H I M A  N U R S I N G  A S S O C I A T I O N

広島県看護協会広島北支部会員数

保 健 師
助 産 師
看 護 師
准看護師

合　  計

33人
32人

1,966人
110人

2,141人

（入会率26%）
（入会率43%）
（入会率62%）
（入会率  8%）

（入会率45％）

退任された方々 ありがとうございました

奥田　加世

村岡　智恵

田村　幸美

小倉　桂子

栗原　富江

廣下　智絵

野村　弘美

南谷加菜子

大櫻　明美

北渕　明美

松原　朱美

（新）

（新）

（新）

（新）

（新）

（新）

広島市立リハビリテーション病院

広島共立病院

メディカルパーク野村病院

広島市立リハビリテーション病院

広島県看護協会訪問看護ステーションひびき

JA吉田総合病院

広島市立安佐市民病院

メリィホスピタル

JA吉田総合病院

安佐北保健センター

広島市立安佐市民病院

今後の行事予定

令和3年度 新役員紹介

支 部 長

副支部長

副支部長

幹事（総務）

幹事（財務）

幹事（社経）

幹事（教育）

幹事（教育）

幹事（教育）

幹事（広報）

理　事

新任のご挨拶

会員の皆様には、日頃より広島県看護協会広島北支部の
活動にご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
このたび、広島北支部長を拝命いたしました。微力では
ありますが、新体制のもと役員、委員の皆様と協力しながら
役割を果たすべく努めていきたいと思います。
昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、研
修会やまちの保健室などの事業や活動を中止せざるを得
ない事態となりました。未だ収束の見通しがたたない状況
が続いており、病院、施設、在宅現場では感染症対策や感
染者の対応、コロナワクチン接種など医療従事者の負担が
大きくなっています。また、ここ数年を振り返りますと、豪
雨災害など不測の事態がいつ起こるか分からない状況に
あります。

地域の皆様が住み慣れた場所
で安心して暮らしていけるよう
に、看護の力を高め、さらなる連
携強化を行い、地域に密着した
支部活動を実施していきたいと思
います。
今年度も、中止が決定している
事業もありますが、研修会や交流
事業などは、感染症対策に留意
しながら支部活動を実施していきたいと考えています。
最後に会員の皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し
上げますとともに、今後も支部運営にご支援、ご協力いた
だきますようどうぞよろしくお願いいたします。

令和3年度より広島県看護協会広島北支部担当理事に就任しました。担当理事という重責に身が
引き締まる思いです。広島県看護協会は、「1.地域包括ケアにおける看護提供体制の構築 2.看護職
の人材確保と定着推進」を重点項目に挙げ、活動を開始しました。コロナ禍の中、医療提供体制は
様々な局面に対峙することがありますが、そのような中でも看護職は医療と生活の両方の視点を
持ちながら、看護のチカラを結集し地域住民に安心安全な医療が提供できるように最善を尽くして
います。看護職が安心して働き続けられる環境づくりと地域住民の健康サポートの推進を目指し、
強固な組織づくりと県看護協会と支部、支部と支部・施設間をつなぐことが私の役割と考えます。
精一杯支部活動を支援していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

支部長

奥田 加世
［広島市立リハビリテーション病院］

広島北支部担当理事

松原 朱美
［広島市立安佐市民病院］

日時／令和3年4月

よろしくお願いします！

●高校生一日進路相談会（看護の心 普及事業）については、一日看護体験と併用することとしました。

※詳しくは後日お送りする案内をご覧ください。新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、今後の予定が変更となる場合があります。
※変更については、「広島県看護協会ホームページ 支部活動 広島北支部」に掲載しますので、ご確認ください。

●会員交流会「フラワーアレンジメント」／令和3年12月
●看護研究発表会／令和4年1月29日（土）
　看護研究発表会後、「看護研究についての講義」

コロナ禍で会議や行事がオンラインで開催されることが

多くなりました。パソコンの操作に不慣れなばかりに四苦八

苦しています。対面で研修会や交流会に参加していた時期が懐かしい

です。あの頃に戻りたいなあと思う今日この頃です。一日も早く新型コロ

ナウイルス感染症が終息しますように。　　　　　　　　　　　 北渕

編集
後記

［発  行  日］ 令和3年9月30日発行

公益社団法人広島県看護協会 広島北支部事務所
〒731-0223 広島市安佐北区可部南5-14-20-205
TEL/FAX:082-814-4543
E-mail： s-kita@nurse-hiroshima.or.jp

［発  行  所］

［発行責任者］ 奥田 加世

●支部研修会
　救急蘇生（初級コース）研修会／令和3年11月3日　
　組織強化研修会／令和3年11月23日 内容は調整中

お知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催形態等を変更しています。

米谷　みわ
池田　美江
斎原　隆文

幹事（教育）
幹事（財務）
理　　  事

／大町土谷クリニック
／長久堂 野村病院
／安芸太田病院

谷川　裕子
秋広　直子
佐々木登美代

支  部  長
幹事（総務）
幹事（社経）

／JA吉田総合病院
／JA吉田総合病院
／訪問看護ステーションなずな

SANGA vol.43 01SANGA vol.4304


