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講師 

【基調講演】  

 前野宏先生  
（札幌南徳洲会病院 総長／NPO法人  

ホスピスのこころ研究所 理事長）  

 
【教育講演】  

＜非がんの患者に対する緩和ケア  

  ～心不全を中心に～＞  

 柏木秀行先生  

 （飯塚病院 緩和ケア科部長）  

 

＜ＡＹＡ世代の末期がん患者と  

 遺される子どもたちのケア＞  

 白石恵子さん  

 （九州がんセンター  

 サイコオンコロジー科 臨床心理士）  

 

＜緩和ケアの浮腫に対するケア＞  

  香月麻友さん  

  （たたらリハビリテーション病院   

   理学療法士）  
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九州地区の緩和ケア病棟認可施設を

中心に、73施設・227名が参加しました。

午前は大会テーマに沿った基調講演と

教育講演が行われ、午後からは５つの職

種別分科会に分かれてそれぞれ発表と

ディスカッションが行われました。  

2019年５月25日（土）、 福岡国際会

議場にて「ホスピス・緩和ケアのこころ」を

テーマに、前野宏先生（札幌南徳洲会

病院 総長／NPO法人ホスピスのこころ

研究所 理事長）をお招きして2019年度

九州支部大会を開催いたしました。 

ホスピスが弱い人々に仕えること、医療の原点とも言えること。ホスピスのこころを

実現することは、３つのH つまり①Hospitality（おもてなし）②Healing(癒し) 

③Hope（希望）を追求することであること、ホスピスのこころを広めることは地域コ

ミュニティーにも良い影響をもたらすことを強調されました。またシシリーソンダー

ス女史の言葉や柏木哲夫先生の人間力にも触れられ、具体的に①聴く力

②共感する力③受け入れる力④思いやる力⑤理解する力⑥耐える力⑦引

き受ける力⑧寛容な力⑨存在する力⑩ユーモアの力を備えることが寄り添う

ことに有用であることを示されました。 

 前野先生は在宅緩和ケアにも造詣が深く、協会の在宅緩和ケアの基準

改訂にもご尽力いただき、在宅緩和ケア部会の創設にも関わっておられます。

来年には札幌南徳洲会病院ホスピスを新設される予定もあり、益々ご活躍さ

れることと思います。近年の緩和ケアが症状コントロールに偏る傾向にある中

で、再度ホスピスの原点を再認識させていただくご講演でした。 

総括：矢津剛（矢津内科消化器科クリニック 理事長・院長）  

 前野宏先生は緩和ケア病棟や在宅ホス

ピスの経験を踏まえ、日本ホスピス緩和ケア

協会理事としてご活躍されています。淀川キリ

スト教病院ホスピスでは、柏木哲夫先生の教

えを受け、ホスピスのこころの重要性を説き、札

幌南徳洲会病院総長に御就任後、平成

30年には文字通り「NPO法人ホスピスのこころ

研究所」を立ち上げ理事長にも就任されて

います。 
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緩和ケアチームの診療報酬対象疾患に末期心不全が追

加されるなど、ホスピス緩和ケアの広がり(対象疾患、提供

場所)が今後の課題だと考えます。ホスピスの『こころ』を忘

れずに、質の高いホスピス緩和ケアが、疾患・療養場所に

関わらず提供される必要があることを、再確認させられる良

い機会となりました。 

 今回は飯塚病院 連携医療・緩和ケア科部長の柏

木秀行先生に非がん患者の緩和ケアとして、心不全の

緩和ケアの御講演を頂きました。日本のホスピス緩和ケア

の歴史が、病棟を中心に、癌を主な対象疾患として発展

してきた事を考えると、日本では非がん患者に対する緩和

ケアの提供は遅れているのが現状です。しかし、今後更な

る超高齢多死人口減少社会を迎えるに当たり、心疾患

を中心とした循環器系の入院患者が増加することが予

想され、心不全緩和ケアのニーズが高まっていることが

示されました。 

 

 心不全緩和ケアの特徴として、①寛解と増悪を繰り返

す経過や疾患特性を理解する必要があること、②プライ

マリ・ケアチーム、緩和ケア専門家、心不全専門家の連

携が重要であることが示され、心不全患者で最も高頻

度に認められる症状である呼吸困難に対するマネジメン

トについての学びもありました。その実践として飯塚病院

ハートサポートチームの働き、九州心不全緩和ケア深論

プロジェクトなどの紹介もありとても興味深いものでした。 

総括：下稲葉順一さん（栄光病院  ホスピス長）  

教育講演「非がんの患者に対する緩和ケア～心不全を中心に～」   

  講師：柏木秀行先生（飯塚病院  緩和ケア科部長）  

教育講演「ＡＹＡ世代の末期がん患者と遺される子どもたちのケア」  
  講師：白石恵子さん（九州がんセンター サイコオンコロジー科  臨床心理士）  

 白川恵子先生は九州がんセンターにて臨床心理士

として、AYA世代やその家族にさまざまな場面で寄り添って

こられた経験をもとにお話しされた。AYA世代の患者さんに

は、降りかかる自分の将来の途絶、配偶者や幼い子供た

ちを置いて先に逝かなければならないつらさ、親よりも先に

死んでしまう後ろめたさなど苦悩が多い。配偶者も愛する

人を失い、この先の生活をどうすればいいのかという不安、

子供たちを抱えて生きなければいけないという不安を抱え

ている。演者はこのような大人をまず支えていく重要性を示

された。 また残される子供たちのケアも大事であり、実際

患者や子供たちの語りの中からメッセージを探す作業も

重要であると講演された。その中で子供たちに対しては説

得するスタンスは必要なく、たとえ間違った認識であっても

受け止める姿勢が大事であり、死についてダイレクトに話

すことも有用であることを示された。  

総括：矢津剛（矢津内科消化器科クリニック  理事長・院長）  
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 さらに終末期の浮腫では胸水・腹水や全身性浮腫を

合併している事が多く、内臓機能や体循環が不安定な

病態の中でもできる浮腫ケアの実践例や注意点、考え方

など、日頃から浮腫治療を行われている先生ならではの

具体的な話しをして頂きました。 

 まとめとして、終末期の浮腫治療は改善が目的ではなく

浮腫治療を通して患者のこれまでの人生を知ることができ

る。また、患者と家族の橋渡しができ、亡くなる直前まで関

わることができる手段であると示されました。臨床の場で悩

まされる浮腫について知識を深める良い機会になりました。 

 今回は、たたらリハビリテーション病院 理学療法士の

香月麻友先生にがん患者や終末期患者にみられる「浮

腫」について、病態生理、基本的な保存的治療、終末

期の浮腫の特徴やケアについてご講演を頂きました。 

 

 浮腫の原因はさまざまありますが、まず、その原因になる

疾患の検索や治療が第一選択になります。その原因にな

るものの中でリンパ管やリンパ節切除、放射線治療や先

天性などによるリンパ管の輸送障害が原因の浮腫の場

合にリンパ浮腫と診断されます。そのリンパ浮腫の保存治

療は ①スキンケア ②用手的リンパドレナージ ③圧

迫療法 ④圧迫下での運動療法 ⑤日常生活指導 

の5本柱であり、それらを組み合わせて治療を行い、浮腫の

改善・維持を図ることができることを示されました。 

総括：三原絵美さん（たたらリハビリテーション病院  理学療法科主任）  

教育講演「緩和ケアの浮腫に対するケア」   

  講師：香月麻友さん（たたらリハビリテーション病院  理学療法士）   

教育講演「ＡＹＡ世代の末期がん患者と遺される子どもたちのケア」  
  講師：白石恵子さん（九州がんセンター サイコオンコロジー科  臨床心理士）  

総括：矢津剛（矢津内科消化器科クリニック  理事長・院長）  

一般的に8歳以降で死を理解すると言われるが、個人

差もある。有用なツールとして①絵本（「がいこつ」など）、

②がんの説明小冊子（「こどもたちへの大切なおはなし」

「親子をつなぐサポートブック」「だいすきなあなたへ」な

ど）、③書き込み式絵本④思い出作りアクティビティー

グッズ⑤グリーフケアのリーフレットなどがあり、弱い力でデ

リケートな感情に向き合いひたすら聴く姿勢が大事である

と語られた。近年高齢者の多死社会に対する社会的問

題が主にクローズアップされる昨今であるがAYA世代や

その残されるこどもたちへの緩和ケアアプローチの必要性

を感じるお話しでした。 
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職種別分科会「医師部会」  

・緩和ケア外来へ紹介される患者数は増えている

という施設は意外にも少なかった(55.8%) 

・その理由については、わからないとした施設が最も

多かったが(45.5%)、1日に診療する人数を制限

しているという施設もあり、緩和ケア外来そのものが

様々な問題を抱えている可能性が示唆された 

 

 このようなアンケートの結果を踏まえて、それぞれ

の施設における問題点や工夫している事、看護

師をどう活かすか、などについて４つのグループに

分かれてグループワークを行なった。 

 色々な意見があったが、一番多かった意見は

緩和ケア病棟を一人で担当しながら、外来もして

いる施設がほとんどであり、外来患者が今以上に

増えてくると病棟の業務ができなくなるという事が一

番の懸念される部分のようで、午前に初診患者、

午後に再診患者というように何とか工夫しながら

外来をしているという意見もあった。また、認定看護

師の役割が非常に大きいと感じている医師も多く、

看護師主導の外来のスタイルがあってもいいので

はないかという意見もあった。がん治療医と併診し

ているような外来では、患者の緊急時の対応が一

番難しいという意見があり、理想的な外来とはどう

いったものなのか悩んでいる施設は少なくなかった。

一方で、緩和ケア外来そのものが敷居の高いもの

になっていないだろうか、という意見もあり、受診する

側や紹介する側が希望した時にアクセスのいい外

来となれるよう私たちの意識も変えていく必要もある

かもしれないという意見もあった。緩和ケア外来は、

症状マネジメントや入院相談、在宅支援、地域

連携やACPなど多岐にわたる事が求められている

ため、現状の少ない人員でも様々な工夫をしなが

ら、今後もそれぞれの地域にあった外来を目指して

いきたいという話し合いができた。 

 医師部会では、「緩和ケア外来の現状と課

題」というテーマで行いました。事前に日本ホスピ

ス緩和ケア協会九州支部正会員の施設にアン

ケートをさせていただき、その結果を部会の最初で

報告し、今後私たちはどのような緩和ケア外来を

目指していけばいいのかを考えるために、まずはそ

れぞれの施設における現状と課題を共有すること

を目的としました。まず、事前の行なったアンケート

結果の一部を箇条書きに示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ほとんどの施設で緩和ケア外来は行われている

ことがわかった（93%） 

・緩和ケア外来において、何らかの管理料を算定

していない施設もあった(38%) 

・緩和ケア外来受診対象者は、①がん治療医と

併診という形もあれば、②治療が終了した患者

のみを対象としている形もあった 

・緩和ケア外来をしていない施設は極少数であっ

たが、その理由は外来をする余裕がないという事

であった 

・緩和ケア外来の頻度も、週に1回から週４回以

上対応している施設まで様々であったが、どの施

設も患者一人当たりにかかる外来診療時間が

長いという事から、1日の外来で対応できる人数

は3人以下にしているという施設が最も多かった

(66%) 

・緩和ケア外来の診療スタイルは、医師と看護師

が同席するスタイル(主に医師主導)が最も多

かったが(67.3%)、医師と看護師が別々に面談

するスタイルをとっている施設もあり(17.3%)、認定

看護師が主導となり必要時に医師が対応すると

いうような工夫をしている外来もあった 

総括：前里喜一先生（医療法人松籟会  河畔病院  緩和ケア部長）  
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あるということがどういうことなのか看護観を共有する

とともに、ホスピス緩和ケアの現場で、患者さんのか

けがえのない「いのち」を通して貴重な学びを得てい

ることへの感謝、ホスピス緩和ケアに携わることの魅

力を実感する機会となりました。 

 看護部会では、約100名の看護師が参加しま

した。まず、田中さんにより「寄り添う看護」につい

てプレゼンスの概念を用い講義があり、その後、講

義の内容と参加者それぞれの忘れられない患者

ケアの体験を踏まえ、自分自身の言葉で「寄り

添う看護」とはどのようなものであるかについてグ

ループ討議を行いました。 

 グループ発表では、「寄り添う看護」とは、 

＜本当に求めているもの、言葉の裏にある気持

ちを汲み取ること＞＜上のベクトル（支える）でな

く、横のベクトルで関わること＞＜何かを行わなくて

も言葉がなくてもよく、側にいて関心を向けることだ

けでもよい＞＜病気でなくその人なりを大事に尊

重していくこと＞などの意見がありました。真に共に

職種別分科会「ソーシャルワーカー部会」  

それが、本人の希望ではないということが分かったの

は、ソーシャルワーカーが話をして判明した。市職員は、

火葬費用負担の軽減、死後を託せる人がいないなど

の理由で、献体を紹介していた。これに対して、各グ

ループから「情報提供は良いが、本人の気持ちを促し

てはいけない。」との意見が出た。 

身寄りのない高齢者が増えている昨今、正しい情報

提供を行ない、倫理的な視点から自己決定権を促す

ことが重要になっている。今回、ソーシャルワーカーが

話をして本人の気持ちを聞き出すことができ、市に訴え

たため、問題が明るみに出て、最終的に本人の気持ち

に添うことができた。 

悩みや不安を抱えた人に対して、本人の思いが歪

められないよう「意思決定」を支援していくうえで、ソー

シャルワーカーの役割を強く感じることができる時間と

なった。 

「意思決定支援、ACP、終活、・・・・ 

  ～今度は献体について考えよう～」 

 

今回は、「献体」をもとに意思決定支援、ACPについ

て、今立内科クリニックの内田浩稔さんが新聞報道さ

れた記事をもとに講演を行い、その後、グループワークを

行なった。 

献体とは、医学の研究・発展のため遺体を大学の解

剖学実習に提供することである。そして、献体登録には

本人と家族の同意が必要である。 

しかし、本人の同意も得ずに進められていたケースが

あった。そのケースは、自分より強い立場の人から、持ち

かけられ、知らないうちに家族が同意していた。その手続

きを進めていったのは、市職員のケースワーカーであっ

た。 

生活保護を受給し、末期がんで入院していた男性

に対して、市職員のケースワーカーが本人に無断で

親族から同意を取り献体手続きを勧めていた。 

総括：下田美沙都さん（桜十字病院  地域医療連携室  ＭＳＷ）  

 ソーシャルワーカー部会 講師 

 内田  浩稔さん  

  （今立内科クリニック  ソーシャルワーカー）  

職種別分科会「看護部会」  

総括：太郎良純香さん（北九州市立医療センター緩和ケアチーム担当係長）  
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し学ぶ機会になったのだということでした。 

 看取りグリーフケアに大切なことは「人として心が大

切である」ということ。ケアをするうえでプロジェクト力、知

識技術は必要不可欠であり、また、特に感性はとても大

切なことで、人をケアするためグリーフケアは寄り添いの

ケアであると考えます。また、寄り添いとは支えとなりわかっ

てくれる存在がいることであり、支えとなるものに気づくこ

と、支えを深め、強めていくことになります。たとえば、患者

さんが理不尽なことや暴言を言わ

れた時、自分に置き換えてみると

同じではないが、自身がイライラした

り、不安な時はわかってほしい、寄り

添ってほしいと願うでしょう。それが

事実かどうかではなくそう思ってしま

うこころだからと、相手の心を聴くこ

と、「聴す（ゆるす）」ことが寄り添う

ことになるのではないでしょうか。 

 先生の講演は、経験から感じた

ことをわかりやすくまた、参加した方が涙する場面もあり、

心に直接響くものでした。日々の出会いから、繰り返し

得られる思いを大切にチームでグリーフケアを行ってい

きたいと感じました。 

 今回、パストラルケアワーカー部会は、「Grief 

Care/ホスピス・緩和ケアのこころ～家族から遺族へ 

経過の中で生まれる思いそして願い～」というテーマで、

一般社団法人 繋（つなぐ）代表理事 宮崎睦美先

生の講演でした。 

 まず初めに研修室に入ると音楽が流れていました。 

その音楽は「日航機墜落事故で夫をなくされた家族の

気持ちがストーリーになっている曲」で曲名は『茜空』 

歌手は北村たつやさんという方で、

何度も何度も作者やご遺族の話を

聞いてこの詩と曲が出来上がったエ

ピソードを話されました。改めてその曲

のエピソードを聴いて音楽を聴くと 

グリーフケアを考えるきっかけになり、

自然な流れで講演がはじまりました。 

 宮崎先生は看護師でもあり、熊

本地震をきっかけに、緩和ケア病棟

での患者さんとの出会いからトータル

グリーフケア「つなぐ」を開設されました。緩和ケア病棟

時代の出会いは、先生にとって、つらさ、悲しさ、くやしさと

いった経験をもたらすものでした。しかし、どの出来事も出

会いから自分自身が成長できたと感じていて、目の前に

いる人は人であり、ケアする人も人であり、だからこそ成長

職種別分科会「リハビリテーション部会」   

総括：三原絵美（たたらリハビリテーション病院リハビリテーション技術部 緩和ケア部門主任）  

 その後①患者役②セラピスト役③客観的に観察する

役の3人1組になり、ロールプレイングを行いました。リハビリ

開始時に目的を説明し、ゴール設定を共有していく。その

過程のコミュニケーション、自分の話し方を他者に聞いても

らい、意見を頂ける貴重な機会になりました。 

 今回のリハビリテーション部会では「進行がん患者との

リハビリ実施時のコミュニケーション」をテーマに、ホスピス

病棟で専従として進行がん患者への関わりのご経験があ

る聖マリア病院 理学療法士の矢木健太郎先生に「リハ

ビリきついんでしょう」「リハビリなんてそんな状態じゃない」と

話される患者のリハビリに対するイメージを変え、よりよい人

間関係を築くためのコミュニケーション術について、ご経験

や学術的知見を含めてご講演を頂きました。 

 リハビリ専門職は対人援助職です。信頼関係を作り、

思いを引き出して援助に繋げ、心のケアをする職業であれ

るように、第一印象の作り方、基本的コミュニケーション方

法、スピリチュアルペインへの対応、ニードを引き出すライ

フレビューなどを示されました。 

総括：梅野理加（栄光会  介護付き有料老人ホームかめやま  看護師長）  

職種別分科会「パストラルケアワーカー部会」  



 

 

 最後のモジュール「質の高いエンド・オブ・ライフケ

アの実践」では、それぞれが2日間の学びを元に1年

後の目標を決め、グループで発表するのですが、毎

回時間をオーバーするほどの熱気は、私達講師・

ファシリテーターに「また頑張ろう」という力を与えてく

れます。まだELNEC-Jを受講されていない方は、2020

年以降も開催する予定ですので、ぜひ参加してみて

下さい。きっと後悔はさせません！！ 

 またELNEC-Jを受講された方々の要望にお答えし

て、ステップアップセミナーも開催しています。2019年

度は「感情表出を促すコミュニケーション～NURSE

～」をテーマに開催します。 

 

 

 

 

 

 

  

最後になりましたが、ご協力いただきました講師・ファシ

リテーターの皆さん、ありがとうございました。そしてなに

より、いつも切羽詰まってしか動けない委員長を支え

てくださる事務局の居嶋さん、感謝・感謝です。居嶋

さんなくしては、看護師教育委員会は成り立ちませ

ん。これからもよろしくお願いします。  

  

 九州支部看護師教育支援委員会では、

「ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム」

および「ステップアップセミナー」を企画・運営し、看

護師のケアの質の向上に努めています。 

 今年度は、久留米大学病院において、8月11日・

12日に第6回となるELNEC-Jを開催しました。8月中

旬という暑く、忙しい時期にもかかわらず、九州各地

から48名の参加があり、講師・ファシリテーター12名

を加えた総勢60名で、熱気溢れた2日間を過ごしま

した。 
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 今年度の参加者は、緩和ケアの経験1ヶ月という

初心者から10年というベテラン、そして活動の場も、

緩和ケア病棟、一般病棟、訪問看護、介護施設

と、多種多様なメンバーが揃いました。ELNEC-Jは 

モジュール10からなり、エンド・オブ・ライフケア、痛み・

症状マネジメント、倫理、文化、コミュニケーション、

喪失・悲嘆・死別、臨死期、高齢者のケアと、エンド・

オブ・ライフにある患者や家族のケアに必要な知識

を網羅する内容となっています。講義の方法も、座学

だけではなく、ケーススタディやロールプレイもあり、時

間を忘れるほどの中身の濃い内容となっています。 

しかしながらELNEC-Jの魅力はそれだけではありませ

ん。講義にはベースの資料がありますが、プラスぞれ

ぞれの講師が経験した事例を提示し、自らの「技」を

惜しげもなく披露しながら進められるため、興味深く、

理解しやすく、本当に明日から実践できる内容となっ

ています。私自身何度参加しても新たな発見がで

き、教えていただいた「技」を自部署での実践につな

げています。 
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報告：塗木京子（九州支部看護師教育支援委員会 委員長）  

第6回ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム開催報告  
            2019年8月10日・11日  久留米大学病院にて開催        



 

 

２０２０年度九州支部大会のおしらせ  

N P O 法 人  

日 本 ホ ス ピ ス  

緩 和 ケ ア 協 会  

九 州 支 部  
 
 

〒 8 1 1 - 2 2 3 2  

 福 岡 県 糟 屋 郡 志 免 町  

 別 府 西 3 - 8 - 1 5  

 

 社 会 医 療 法 人 栄 光 会    

 栄 光 病 院 内  
T E L ＆ F A X  

  0 9 2 - 9 3 1 - 2 1 2 4  

   e-mail； 

   handpcu-qba@eikoh.or.jp 

 九州支部では2019年度から「ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム」ならびに「ELNEC-J

修了者対象ステップアップセミナー」を開催し、いずれも好評を得ております。2020年度はこの2つの研修を

下記の時期に開催する予定です。参加募集要項等の詳細は、2020年５月下旬頃にご案内いたします。 

  【第7回九州支部 ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム】 

   日程：2020年９月 土・日で2日間開催（詳細は検討中） ※２日とも終日研修となります。 

   場所北九州市内 

  【第3回九州支部 ELNEC-J修了者対象ステップアップセミナー】 

   日程：2020年11月 土曜日終日 

   場所：検討調整中 

 《2020年度九州支部大会の開催日程が決まりました！》 

  日時：20２０年５月30日（土）10:00～15:30 

  会場：福岡国際会議場５Ｆ 501会議室／４Ｆ411+412会議室 ほか 

      （福岡市博多区石城町2-1） 

  大会テーマ「ホスピス・緩和ケアのこれからを考える」     
 
2020年度の九州支部大会は、上記の日程・場所で開催いたします。 

今回は田村恵子先生（京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 臨床看護学講座緩和ケア・

老年看護学分野教授） を基調講演講師としてお迎えすることになりました。基調講演に引き続いて行うプログラム

では、「ACP・臨床倫理」「疼痛マネジメント」「せん妄など精神症状のマネジメント」の３つの教育講演を予定してい

ます。また、午後には例年通り、施設代表者会、職種別分科会、全体会を予定しています。プログラムの詳細と参

加申し込みについては、2020年４月上旬に九州支部会員施設の連絡担当者宛にご案内をお送りする予定です。 

 【ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会】(旧名称：全国ホスピス・緩和ケア病棟

連絡協議会）の地方組織の一つとして、ホスピス・緩和ケアに取り組む施設の間で

密接な交流を深め、質の向上のための教育啓発活動を推進していこうとの目的から

2000年に「九州ブロック交流会」として設立され、2001年より本格的に支部活動を

スタートいたしました。 

 ホスピス・緩和ケア病棟を持つ施設を中心に、一般急性期病院で緩和ケアを

行っている施設や在宅ホスピスケアを積極的に行っているクリニックなど約100施設

によって組織され、会員施設に所属する医師や看護師、ソーシャルワーカー等を対

象とした教育啓発・研修会の開催等の活動を行っております。 

 当協会へのご入会・九州支部の活動への参画をご希望の施設は、下記の本部

事務局まで入会手続きについてお問い合わせ下さい。 
   

【NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会 事務局】 

 〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000-1 

        ピースハウスホスピス教育研究所内 

   TEL (0465)80-1381 FAX (0465)80-1382 

      e-mail:info@hpcj.org  http://www.hpcj.org/ 

＜ＮＰＯ法人日本ホスピス緩和ケア協会 九州支部＞活動ご紹介 

20２０年度 看護師教育研修のお知らせ  


