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早朝のレインボーブリッジ（港区）

に専用通学車両に乗車してい

Bon Courage

に、都立特別支援学校に在籍する医療的ケア児が

た だ く こ と と い た し ま し た。

増加しております。この医療的ケア児の都立特別

これにより、令和 2 年 10 月時

支援学校への通学については、従来はスクールバ

点で 116 人の医療的ケア児が専用通学車両に乗

ス車内での安全な環境確保が難しいことから、保

車することが可能となり、医療的ケア児の保護者
からは、
「専用通学車両への乗車により、毎日元

ぼん・くらーじゅ

東京都教育庁 特別支援教育推進担当部長

護者の送迎に委ねられていました。

高木敦子

医療的ケア児のための専用通学車両への乗車の御礼

近年、医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景

医療的ケア児の安全を確保しつ

じますが、乗車を希望する医療的ケ

つ、専用通学車両を着実に運行する

ア児は今後も増加することが予想さ

ためには、看護師に継続的に乗車し

れますので、引き続き皆様のご理解

ていただくことが重要となります。

とご支援を賜れれば幸いです。今後

そこで、都教育委員会は、貴協会会

とも何卒よろしくお願い申し上げ

員の訪問看護ステーションの看護師

ます。

障害のある児童・生徒の自立と社会参加を目指

気に学校生活を楽しんでいる。」、
「友達と一緒に

し、一人一人の能力を最大限に伸長するためには、

通学できて喜んでいる。」、
「保護者の付添いが離

医療的ケアの有無にかかわらず学校で学ぶ機会を

れて自立につながった。
」といった感謝の声が上

拡充することが重要です。そのため、都教育委員

がっております。これも、ひとえに貴協会及び貴

会は、平成 30 年度から全ての都立

協会会員の訪問看護ステーションの

肢体不自由特別支援学校において、

皆様のご理解とご協力のおかげでご

医療的ケア児のための専用通学車両

ざいます。厚く御礼申し上げます。

の運行を開始し、学ぶ機会を拡充す
ることとしました。

従来の訪問看護業務に加え、専用
通学車両に乗車するのは大変かと存

Webinar①
在宅ケア防災研究会、佐藤純講師による災害研修
1 「災害時のための基本準備」研修に参加して

ケアプロ訪問看護ステーション東京
在宅ケア防災研究会 代表

9 月 19 日に、訪問看護ステーションでできる「災害時の

佐藤 純 氏

ための基本準備」研修が ZOOM で開催されました。参加者
は 80 名と多く、防災に対しての意識の高さが参加人数に反

トリアージに関しては、看護師としての避難所での役割に

映されていたようです。

ついて、具体的な活動についての説明がありました。また、

今まで災害研修参加の機会に恵まれず、初めて参加するこ
とができました。そのため、災害時の活動について理解でき

事前にワークシートの配布があり、グループワークも行われ

ていないことも多く、BCP（事業継続計画）という用語に

ました。私は、グループワークには参加できませんでしたが、

ついて詳細を知るの

グループワークを実施することで、より理解が深まるのでは

は初めてでした。な

ないかと感じました。

ぜ訪問看護ステー

この研修後、私たちが担当する訪問している地域で送電線

ションにおいて

の火災があり、4 時間近く停電になりました。いつ何が起こ

BCP が 必 要 な の

るか予測できないため、訪問看護師として、日ごろから準備

か？という講義から

をしておく必要性を改めて痛感致しました。

始まり、具体的な計
BCP とは、ひと言で言うと、震災など
の緊急時に低下する業務遂行能力を補う
非常時優先業務を開始するための計画

（なごみ訪問看護ステーション 葉山）

画立案まで盛り込ま
れた内容でした。

災害時状況報告を活用しよう !!
東京訪問看護ステーション協会は、災害時、会員同
士みんなで協力し合うため、災害情報通知システムが
あります。必要時、入力していただくことで、対応に
ついて調整します。ぜひ、いつでも使えるように確認
しておいてください。
東京都訪問看護ステーション協会 HP→会員マイペー
ジ→災害状況報告 から

2 「災害訓練〜災害時に活用できる視点と
行動を学ぼう〜」の研修に参加して
10 月 31 日に開催された東京都訪問看護ステーション協会
の主催の「災害訓練〜災害時に活用できる視点と行動を学ぼ
う〜」の研修に参加しました。

（会員マイページに入れない事業所は、事務局までご連絡ください）

今年はコロナウイルス感染症の感染防止のため ZOOM 研
修となりました。オンライン研修で参加しやすいためか、今
回は 50 名と参加者が多く、今までの災害訓練参加者数を上

研修後半ではグループワークでは６つの症例を「ヘルスケ
ア トリアージ」しました。

回りました。
内容としては、佐藤純講師による講義があり、
「ヘルスケア

また、その中で自宅待機となった事例２つに対して自助を

トリアージ」について学びました。これは 保健師による保

高めるために何ができるかについて話し合い、下記のような

健福祉的視点でのトリアージ とされているもので、現状で

意見がありました。

は保健師以外の人にはあまり知られていないとのことでした。

・避難所に持っていくものをまとめておく（保険証・お薬
手帳など‥‥）

「避難所の環境では、生活が困難あるいは医療提供が不十
分なため、症状悪化や新たな健康問題が生じる可能性がある

・避難所の確認

ことから、保健福祉的な評価を実施し、生活継続可能かを判

・家族の緊急連絡先の確認

断する必要がある」とされており、下記のようなステージで

・内服やインスリンなど薬剤を災害時用の確保

分類されています。

・水分や食料の確保

保健福祉的視点でのトリアージ
ステージ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

講義の中で、現状では「訪問看護は自宅への訪問」とされ
ていますが、今までの大規模災害で避難所での訪問看護も算

分類

対象者
医療依存度が高く医療機関への
避難所などでの集団生活が
保護が必要な避難者→医療機関
困難で常時専門的なケアが
福祉施設での介護が常時必要な避難者
必要なレベル
→福祉避難所
福祉的なニーズが高く介護援助等の
他の被災者との区別して
継続が必要な者
専門的な対応をする必要
医療的なニーズが高く医療やケアが
があるレベル
必要な者
定期的な専門家の見守りや 医療的なニーズ
支援があれば、避難所や
福祉的なニーズ
在宅生活が可能なレベル
保健的なニーズ
現状では生活は自立して、避難所や在宅生活が可能なレベル

定できたという事例もあるため、避難所に訪問した際、後で
保険算定できるように、通常の訪問看護同様、訪問看護記録
も記載しておくことも大切だというお話しもありました。
今回研修に参加させていただき、訪問看護師として在宅で
の生活を支える立場として、災害時のことについて話し、一
緒に準備しておくことが、必要なケアのひとつであると改め
て考えさせられました。
（オラロア訪問看護リハビリステーション新高円寺 金綱）

引用：大規模災害における保健師の活動マニュアル
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Webinar②
中堅看護師対象「看護倫理とACP」

講師：聖路加国際大学 鶴若麻里 准教授

◆ケースにおける倫理的問題を把握し、その対処方法を考え

10 月 3 日に、
「看護倫理と ACP」研修が ZOOM で開催さ
れました。
「看護倫理と ACP」は、看護倫理と ACP につい

るための道具の一つとなる

という利点があります。

ての理解を深め、倫理的課題の検討方法について学ぶこと

午後にはシート活用の説明後、1 症例のグループワークを

を狙いとしていました。
午前中は講義が中心でした。
「看護倫理」という言葉で受

しました。実際参加させていただき、4 分割法で整理される

ける印象は、
「難しいのでは」というイメージがありますが、

ことによって、見えるものや理解できるものが「可視化」で

実際の業務で感じる「あれ？おかしいな」
「これでよかった

き、どのような倫理上の問題点があるのか見やすくなったと

のかな」と日々私たちが感じることから研修が始まり、実

思いました。

際の症例から、倫理的問題やジレンマを具体的に考える講

昨今話題となっている「ACP」ですが、実際のところ各

義でした。
「倫理は難しい」等感じることなく ACP の具体

ご家庭で考えられるうちに「人生会議」等なかなか行われて

的支援、意思決定支援のプロセスやアセスメント、実行、

いないと思います。臨床や在宅の場においても、対象者の「生

評価についてケース症例を交えて講義くださいました。私

き方」
「考え方」という視点で話し合いがされることは少な

たち訪問看護師を含む臨床の場において、日々看護実践を

く、現時点では、医療者側もそれについての理解は不十分だ

していく中での諸問題を整理するツールとして『臨床倫理

と思います。今回の研修を通して、それらの理解を深め、臨

の 4 分割法』を伝授していただきました。これらを用いる

床の場でその課題に対しアプローチしていくアドバイスをい

ことで、

ただきました。

◆医療者にとってすっきりしないと思われるケースの臨床的

受講者の方々も、
「不慣れで最初は戸惑ったが ZOOM 研修
でも近くにいる感じがした」
「画面の前での受講なのでいつ

問題を明らかにする

◆ケースにおいて「何がわかっているのか」
「何がわかって

もよりしっかり聞くことができた」
「不慣れな受講なのでグ
ループワークも導いてくれる人が欲しかった」等の意見があ

いないのか」
「何が問題になっているのか」の明確化

◆整理するプロセスでのそれまで気づかなかった問題点を発

りました。画面越しですが、有意義な研修が実施できたよう
です。

見できる

（うさぎ訪問看護ステーション

中堅看護師対象「キャリア・ディベロップメント」

鈴木）

講師：東京ひかりナースステーション

11 月 28 日、
「キャリアアップ研修」が ZOOM で開催され

佐藤直子

向かって行きキャリアアップに繋がっていくことが最も印象
的でした。

ました。研修内容は、
「自分の中のキャリアアンカーを見つ
けよう」
「職場における役割期待を考えよう」
「自分は何を頑

グループワークでは、参加者の悩みや迷い等を共に考え、

張るか考えよう」といったことにフォーカスされた これか

それらの整理もでき有意義な研修を行うことができました。

らの自分磨き についての研修でした。

今後も多くの中堅看護師が「キャリア・アンカー」を発見で
きるよう続けて欲しい研修だと実感しました。

中堅ナースになると、それぞれのキャリアや環境に違いが
あり、どのようなキャリアが自分には合っているのか？と誰

（訪問看護ステーション 卵

原子）

もが迷いや悩むことが多いと思います。
今回、この研修では「自分のキャリア・アンカー（船のい

訪問看護のキャリアラダー実践編研修がオンデ
マンドで配信されます！

かり）を発見してみよう」という内容でまさに悩める私に
とっても非常にタイムリーな研修でした。

キャリアラダーについて学べ、自分の成長やステー
ションの成長を可視化できます。
実際に活用例もオンデマンドで受講できます。
ぜひ、ご参加ください。詳しくはこちらから
→https://tokyohoukan-st.jp/

中堅看護師の立場は、
「訪問看護だけではなく、チームの
マネジメントができ、事業所内外のみんなが気持ちよく働け
るために広い目で状況を理解し課題を整理する。
」などが求
められます。多職種連携時等を通して、自事業所が連携しや
すいと感じてもらえる役割を担うのが中堅看護師だとこの研

＜東京都訪問看護キャリアラダー別刷＞

マイキャリアブック

修を通して理解できました。

〜行動目標シート〜

また、研修の中で、
「自分のキャリア・アンカーを理解す
るためのセルフ・アセスメント」を実際に行いました。自分
のメインコンピテンシー（行動特性、個人的資質）を自身が
知ることから始めましたが、このアセスメントを行って、多

2019 年 10 月
東京都訪問看護ステーション協会

様な価値観を持つこと、豊かな感性を磨くことが私たちの仕

冊子「訪問看護キャリアラダー」

事に役立ち、何を自分は磨きたいのか、自分が求める方向に
3

訪問看護キャリアラダー別冊
マイキャリアブック
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つくし訪問看護ステーション

こ

んにちは。つくし訪問看護ステーションと申します。

に安定した運営ができて

多摩地域東部にある人口約 12 万人の東久留米市にあ

います。毎年 1 回「利用

こ

ります。当市は黒目川と落合川が市内を縦断し、澄んだ水辺

者満足度調査」を行っています。その結果から高評価点は延

では魚の群れや四季折々の花や野鳥が見られます。地下水も

ばし、改善点や検討課題を職種に関係なく全員で話し合い、

豊富で、南沢湧水群は都内で唯一「平成の名水百選」に選ば

今後につなげています。最近の傾向として精神疾患の訪問依

れています。また、東久留米駅のテラスは、富士山スポット

頼が増えており、高齢者の対応とは違った関わり技術が必要

の存

として有名なところです。特に冬至のころのダイヤモンド富

とされます。利用者様一人ひとりにきめ細かなケアができる

えて

士は素晴らしく、多くの人たちが訪れます。

ように日々頑張っています。

テー

ス

テーションは平成 24 年に開設しました。病院や居宅
の併設はなく看護だけの事業所のため、ゼロからのス

タートでした。現在の職員は看護師 8 名・PT1 名・事務職 2

地

域包括ケアにおいて、訪問看護の役割と幅広い活躍が

区は

提示されている昨今です。地域のステーション同士の

はよ

つながりを固めつつ、訪問看護の役割を地域と行政に発信し

名体制で運営しています。利用者様は 130 名を超え、高齢者

ていく必要があります。今年は丑年。地に足をしっかりつけて、

グループホーム 2 ヶ所と契約をしています。

ゆっくりでも力強く進んでいきたいと思います。

認

中野

そ

「

定看護師はおりませんが、各職員の臨床経験と人柄を
考慮した患者受持ち体制をとってい

ます。今年はコロナ問題で研修受講が難し
いのですが、例年は受講報告を行い、知識・
技術と共にケアの質の向上に努めていま
す。もう一つの特徴としては職員の入れ替
わりが少ないことで、利用者様の満足と共

黒目川沿いの満開の桜

看板

ケ

合同会社つくし

つくし訪問看護ステーション
管理者 飯塚 玲子
〒203-0032

東京都東久留米市前沢4-32-1
第2榎本ビル102
TEL：042-420-4306 FAX：042-420-4307
http://www.tsukushi-kango.jp

〒

スタッフ一同

4

は延

い、

問依

ケアプロ訪問看護ステーション東京
中野ステーション vol
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こ

んにちは、ケアプロ訪問看護ステーション東京 中野ス
テーションです。東京都でも指折りの住宅密集地である

働

くスタッフは、20 代 30 代の若手が多い一方で、ベテラ
ン看護師やセラピスト（理学療法士・言語聴覚士）も仲

間に加わり、総勢 25 名となりました。ステーションには、診
療看護師もおり、毎月1回、臨床推論等の勉強会を開催したり、

中野区は、サブカルチャーの発信地である中野ブロードウェイ

利用者に関するケアカンファレンスを定期的に行ったりと質の

必要

の存在や、再開発により企業や大学が増え、若者の出入りも増

向上に向けた取り組みを行い、スタッフの主体性を生かし、お

きる

えていますが、高齢者数は年々増加しています。そして、当ス

互いの強みを意識し、尊重しあい、ともに育つステーションづ

テーションが訪問している杉並区・渋谷区・新宿区を含めた 4

くりに取り組んでいます。

躍が

区は、今後、高齢者数が増加すると予想され、訪問看護ニーズ

士の

はより一層高まっています。

信し

て、

そ

今

年から、より一層地域とつながり貢献できるステーショ
ンを目指すため、地域の訪問診療の医師と ICT を使用し

の中で、2012 年に開設し、中野ステーションと足立ス

遠隔カンファレンスを行い、地域連携にも力を入れた取り組み

テーション 2 拠点で訪問看護事業所を運営しています。

を始めました。今後も、地域に住む方々が、 私らしくいきた

「在宅医療の課題を解決し、 私らしくいきたい を支える
社会を創造する」という Mission を掲げ、土日や年末

い という想いを実現できるよう、地域のみなさまと連携しな
がら訪問看護事業を行っていきたいと思います。

年始も休まず、24 時間 365 日営業し、
神経難病やターミナル期の方、独居
の認知症の方、在宅医療ケア児や精
神疾患をお持ちの方など様々な方
に、訪問看護を提供させていただ
いています。2016 年には、中野ス
テーションに居宅介護支援事業所を
併設し、医療・介護と密な連携でご
利用者様の生活を支援できるよう、機
能強化型訪問看護ステーションとして地
域に根差した事業所を目指し運営しています。

スタッフ一同

事務所内部

ケアプロ株式会社

ケアプロ訪問看護ステーション東京
中野ステーション
所長 内田 繭子
〒164-0011

東京都中野区中央4-25-14
中央ハウス A2
TEL：03-6696-9789 FAX：03-6849-5039
https://carepro.co.jp/zaitaku/

中野サンプラザ
中野ブロードウェイ
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Annual Meeting
第10回日本在宅看護学会学術集会（WEB開催）参加報告
今回のテーマは「多様化するニーズに応える在宅看護」で

カッションが行われ、内容の濃

した。在宅看護の対象者が多様化し、医療制度も変化する中

いディスカッションができまし

で、自律し責任を果たすとことを求められている今、本テー

た。シンポジウム「特定行為研

マとなったようです。

修は訪問看護にどんな変化をも

当初、愛知県豊橋市にある豊橋創造大学において学術集会

たらすか」
、
「新型コロナの影響

を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の収束

により利用者の状態悪化やリス

のめどが立たない状況から、安全を第一に考え、WEB 開催

クへの対応」など、今後の課題

に変更されました。

が提言され、現場からの切実な

WEB での学会参加は今回が初めてでした。当初、戸惑い

声もあり、大学関係者や医療機

はあったのですが、いざシンポジウムや交流集会に参加する

関、訪問看護ステーションなど

と、通常の学会に比べて演者やシンポジストの表情を見るこ

様々な立場が集った、実りある

とができ、発表内容を集中して聴くことができました。また、

ディスカッションでした。私は小児看護経験がないので、シ

基調講演や交流集会が同じ時間に行われる場合、通常の学会

ンポジウム「多様化するニーズに合わせた子供の在宅看護」

では会場を離れて別会場に移動しなければなりませんが、

は大変貴重な知見を得ることができました。

WEB の場合は画面を切り替えるだけで別の講演や交流集会

最後に、学会は全国からその町に集い、暮らしや文化を知
る大変貴重な機会でもあります。今回は WEB 開催というこ

に参加でき、非常に効率的だと感じました。
私が参加した交流集会は、全国で約 50 〜 100 名が参加さ

とで現地へ赴くことはできませんでしたが、WEB でご当地
紹介が行われていました。

れていた様子でした。講演、シンポジウム、交流集会などで
の質問は、チャット形式を活用し、発表後の時間でディス

（スターク訪問看護ステーション三鷹 中村）
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「

Hot Spring Facility
「癒し」の温浴施設
大田区

リラックスしたいけど、コロナ禍で…と不安がついて回りますね。
みなさんも旅行や娯楽の外出を自粛中のことでしょうが、都内には「癒し」
の空間が充実した素敵な温浴施設がありますのでご紹介します！
温浴施設は、感染予防のための様々な取り組みを行って運営
されています。

天然温泉 平和島
大森海岸駅より徒歩約13分
地下 2,000m から 1 日 150t 湧出
する天然温泉です。黒湯の食塩泉
で、海水そのものという印象です。
羽田空港到着後や、早朝出発の際
に宿泊もできる天然温泉としても
利用されていましたが、現在は営
（高木）
業時間が短縮されています。

★熱波師による灼熱
のロウリュウ
★高濃度ナノ炭酸泉

おすすめ
POINT

テルマー湯

新宿区

「新宿三丁目」
駅E1出口より徒歩約2分
「東新宿」
駅 A1出口より徒歩9分
「都会の中心で五感を潤す」がコンセプトの天然温泉。
中伊豆温泉「神代の湯」から毎日お湯が運搬されます。
館内は広く、ローマ調の洗練された空間で、リラクゼー
ションラウンジとレストランも充実しています。また、
（高木）
館内ウェアがかわいいです！

★水素水入り泥パック&塩サウナ（女性限定）
★北欧サンゴライト
「化粧水風呂」
（女性限定）

足立区

おすすめ
POINT

大谷田温泉 明神の湯
北綾瀬駅より徒歩18分
亀有駅より徒歩20分

東京メトロ千代田線北綾瀬駅から徒歩 20 分、JR 亀有駅や綾瀬
駅からもバスなので、アクセスは微妙なところにあります。私は
自宅から自転車で 40 分かけて行ってみました。
都内といっても東京のはずれにあるため、ノスタルジックな感
じがあり、心がほっこりするスーパー銭湯です。内風呂は天然温
泉で、塩分と鉄分が大変豊富な " 熱の湯 " と呼ばれる泉質。保温
効果があり、皮膚はスベスベで体はポカポカになります。露天風
呂は天然温泉ではありませんが、庭園露天風呂で広々して手足を
十分に伸ばせます。訪れた日は天気が良く、お湯に浸かって空を
見ると気持ちが晴々しました。
施設内には休憩処や飲食処もあ
りのんびりできます。都会にいる
感じを忘れさせてくれ、日帰りレ
ジャーにもうってつけです。
（鈴木）

★3つの内風呂と5つ
の露天風呂
★内風呂は塩分と鉄分
が豊富な天然温泉

おすすめ
POINT

調布市

天然温泉
仙川 湯けむりの里
仙川駅より徒歩約8分

天然温泉の湯水は、天然保湿成分メタケイ酸を豊富に含んでいるため、
肌の新陳代謝を促進し、潤いを与えてくれる透明で清らかな温泉です。
天然温泉以外も岩盤浴、お食事処、アロマなどの癒し処など一日中居心
地よく過ごせる贅沢な施設です。
私は、日曜日の 11 時頃に利用したのですが、混雑しているほどでは
なく、十分に入浴・サウナを満喫することができました。
受付時は自動体温測定機で体温
チェックを行い、サウナ室内には
一枚一枚タオルを敷き、タオル一
枚に 1 人が座ることによってソー
シャルディスタンスを確保してい
るなど、新型コロナウイルス感染
対策も行っています。京王線仙川
駅より徒歩 5 分と立地がよいのも
お薦めです。 （中村）
おすすめ
POINT
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★メタケイ酸を豊富に含む天然温泉
★岩盤浴、アロマなどの癒し処

東

（訪問看護ステーション 卵

原子）

今年度より広報委員となりま
した、オラロア訪問看護リハビ
リステーション新高円寺の金綱
由衣と申します。事業開始からやっと 3 年目になり、
まだまだ訪問看護師としての経験も浅く未熟な私です
が、広報委員として、
地域間での訪問看護
の繋がりを深めてい
ければと思っており
ま す。ま た、「そ わ
にえ」を通し、病院
や他の施設等で働いている看護師の方に訪問看護に興
味を持っていただけるように努力していきます。宜し
くお願い致します。
（オラロア訪問看護リハビリステーション新高円寺

金綱）

東京都訪問看護ステーション協会は、都内で活動し
ている訪問看護ステーションの訪問看護師たちを支
援していきます。
ご入会を心よりお待ちしています。
12月31日現在の会員施設数
継続会員：501 新会員：102 合計：603
︻連絡先︼

日本では 鬼退治 と言えば、昔話 ぶれ くたい む
い
の「桃太郎」が有名ですが、今年は何
と言っても 鬼滅の刃 が社会現象に
なっています。コラボ商品、外食産業、グッズなど、新型コロ
ナウイルス感染症で落ち込んでいる経済に活気をつけているで
しょう。
私はテレビ放送のアニメをたまたま見たことがきっかけで、コ
ミックスを買いました。映画はまだ見ていません。コミックラン
キングも最新22巻が1位、トップ10には3つも入っていました。
一時的に 1 位から 9 位までを独占したこともあったようです。テ
レビの視聴率も 15％を超え、映画は公開から 10 日間で 100 億
円を超え、千と千尋の神隠しが記録した 25 日間を大きく更新し
ました。
そんな 鬼滅の刃 ですが、看護の世界でも意外な功績をあげ
ています。看護師のツイッターで、子供の採血や注射をするとき
に「全集中の呼吸だよ」と言うと、
「深呼吸する」
「落ち着いて集
中する」と言う意味ですぐに伝わってくれるので助かりますと紹
介がありました。身近なところでは、私の事業所では、不安感と
自己否定感が強い利用者がたまたま鬼滅の刃のアニメが好きで、
「この台詞で元気が出る」とか、登場人物の炭次郎の言った台詞、
善逸の行動に思いを重ねる…という行動で対処をし、前向きな会
話、笑顔が増え、DVD を買うという目標もでき計画的にお金が
使えるようになりました。また、子供への訪問では「今週の放送
を見た？」という会話でコミュニケーションがスムーズになりま
す。このようなブームに乗って仕事をしてみるのも、時代をつか
んでいるという実感が沸いてきます。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿四丁目2番19号
東京都看護協会会館 6階
info@tokyohoukan-st.jp

