
ご 挨 拶 G r e e t i n g

今年度4月から宮崎あゆみ前支部長より引き継ぎ
ました賀茂精神医療センター住吉崇史と申します。
会員の皆様におかれましては、日頃より広島県看
護協会東広島・竹原支部の活動および運営にご理
解とご協力を賜り、心よりお礼を申し上げます。
今年度、東広島・竹原支部におきましては私を

含め昨年度より役員が7名交代し、活動しており
ます。私自身、不慣れなことも多々有りますが、
役員一同協力し支部運営に努めていきますのでよ
ろしくお願いいたします。
また依然、新型コロナウイルス感染症の終息が
見えない中、各施設におかれましては、最善の感
染症対策を実施しつつ、コロナ禍以前同様に質
の高い看護の提供に尽力されておられる事と思
います。今後とも看護協会支部活動を通じ、施設
間の連携・協力体制をより深めていきたいと思っ
ておりますのでどうぞよろしくお願い致します。

支部長あいさつ

支部長

住吉 崇史
独立行政法人 国立病院機構
賀茂精神医療センター

錦秋の候、会員の皆様には平素より看護協会・
支部活動に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上
げます。地区理事として2期目を務めさせていた
だくことになりました。支部役員の皆様と力を合
わせて、支部運営がよりよいものとなるよう尽力

して参ります。
コロナ禍も3年目となりました。感染防止のた
めの自粛と活動再開を繰り返す中でも、支部活
動を少しずつ試行錯誤しながら行うことができ
ております。
感染防止と協会活動の両立という、非常に難
しい状況が続きますが、これからも会員の皆様
からのご意見をいただきながら事業を推進いた
しますので、ご協力をお願い申し上げます。

地区理事あいさつ

担当理事

田中 明美
医療法人社団仁慈会 安田病院

広島県看護協会東広島・竹原支部会員数

保健師
助産師
看護師
准看護師

合　計

5人
12人

1,138人
103人

1,258人

（入会率5％）
（入会率23％）
（入会率46％）
（入会率13％）

（入会率37％）

（令和4年10月1日現在）

広島県看護協会東広島・竹原支部 会報誌
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担当 山田

社会経済福祉研修会
「快眠術～意外と知らない上手な眠りと下手な眠り～」

令和4年5月24日に社会経済福祉研修会「快眠術～意外と
知らない上手な眠りと下手な眠り～」を開催しました。コロナ
感染対策を実施し開催することができました。睡眠がメンタル
ヘルス・免疫機能・注意力などに影響していることを学び、
睡眠に関して自分自身の生活を見直す機会になりました。今
後も看護職が元気になる活動に取り組んでまいります。

開催 令和4年5月24日（火）

講師 一般社団法人  日本快眠生活研究所  上級  睡眠健康指導士  濱田 隆晴氏

担当 松山

研究事業
「看護研究サポート講義」令和4年7月5日（火）
「看護研究過程における助言（計3回）」 令和4年8月9日（火）・9月21日（水）・10月14日（金）
「看護研究発表会」令和5年度1月予定

広島国際大学看護学部  看護学科の講師をお迎えし
2施設の看護研究サポートを行っています。
新型コロナウイルス感染予防に配慮しながら、7月に看

護研究に関する講義を受講者は熱心に受けていました。
8月より3回にわたり研究過程の助言や指導を頂き、来年1
月に研究発表を予定しております。

開催 令和4年7月5日（火）

講師 広島国際大学  看護学部  看護学科  精神看護学  中村 百合子氏
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担当 松山

認知症研修会
「認知症高齢者と家族を支える看護～訪問看護師の実践から～」

賀茂台地訪問看護ステーション  老人看護専門看護師・認知症看護認定看護師の川本雪江
先生を講師にお迎えし『ACPを含めた意思決定支援』『家族支援』『認知症患者の症状アセスメン
ト（痛み）』『認知症施策の動向』について、パワーポイントを使用し講義を受けました。
研修終了後のアンケートには「事例を交えての講義でとてもわかりやすかった。」「意思決定の重
要性を知った、現場で取り入れていきたい。」という意見が多く聞かれました。
昨年から引き続き、新型コロナ感染症への対策が必要な状況でしたが、有意義な研修となりました。

開催 令和4年7月14日（木）

講師 賀茂台地訪問看護ステーション訪問看護師  老人看護専門看護師  認知症看護認定看護師  川本 雪江氏

担当 松山

在宅療養支援研修会
「人生の最終段階における看護～帰れない人はいない～」
開催 令和4年9月20日（火）

講師 人間環境大学  松山看護学部  杉本 由起子氏

担当 中務

進路相談会

令和4年度の進路相談会が8月6日（土）に医療法人社団樹章会　本永病院に
てふれあい看護体験後、開催されました。10名の学生さんが参加され、DVD上
映・役員2名より体験談をお話しさせていただき、皆さん終始キラキラした表情で
とても熱心にお話を聞いてくださいました。また「やりがいを感じる時はどんな時で
すか？」と質問もいただき、より興味・関心をもっていただいたように感じました。
新型コロナウィルスの影響により開催可能か不安もありましたが、本永病院様

のご協力のもと万全の感染対策を実施していただき開催できたことを深く感謝い
たしております。

人間環境大学  松山看護学部の杉本由起子先生をお迎えしました。コロナウイルス感染対策
を実施し『人生の最終段階における医療』『地域包括ケア』『アドバンスケアプランニング』『現在の
学生が学んでいること』について、パワーポイントを使用し講義を受けました。
褥瘡で踵がほぼ無くなっている患者にアセスメントとケア計画を立てて訪問看護を行い、褥瘡

が完治する話は参加者全てが感動しました。
また、現在の学生は地域・在宅看
護論を基礎看護科目で学んでいるこ
とを知り、看護も変わってきていること
を再認識しました。
研修終了後のアンケートで訪問看
護に興味を持たれる意見が多く、有
意義な研修となりました。

開催 令和4年8月6日（土）
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　　　　　　 TEL.082-422-8858

令和4年度 東広島・竹原支部総会

令和4年4月10日（日）に広島県看護協会  東広島・竹原支部の支部総会が開催されました。昨年度の支部活動報告や
今年度の事業計画、収支予算について報告させていただきました。また、令和4年度の新任役員、新推薦委員候補者の
紹介と承認を受け、支部役員として活動を開始しております。
退任された役員の方々には、コロナ禍での支部活動にご尽力いただき心から感謝申し上げますとともに、会員の皆様の

ために東広島・竹原支部の活動が円滑に進められるよう役員一同、頑張って行きたいと思っております。
支部活動へのご参加及び、ご協力をよろしくお願い致します。

令和4年度 東広島・竹原支部 支部役員

コロナ禍の終息も見えず、私たちの生活や身の回りの

様々な事が変化しています。戸惑うことも多くありますが、こ

の状況が1日でも早く解消され、平穏な日々が訪れることを

願っています。そして、広報誌発行にあたりご協力くださいました皆様に、

心より感謝申し上げます。
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田中 明美
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