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4月4日 北海道難病センター 二分脊椎の病態と治療・最近の話題 札幌医科大学医学部　脳神経外科　教授　小柳　泉　先生 二分脊椎症部会 33

4月14日 札幌医療科学専門学校 財団法人北海道難病連の活動について 財団法人北海道難病連　事務局長　小田　隆
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

4月18日 札幌市教育文化会館
 創立20周年記念医療講演会

「IBD治療これまでとこれからの20年」
 札幌厚生病院　本谷　聡　先生 IBD部会 186

4月18日 札幌市教育文化会館   創立20周年記念フォーラム「IBD患者の就労目指して」

  札幌東徳洲会病院IBDセンター長   蘆田　知史　先生
 IBDネットワーク熊本IBD  中山　泰男　氏

 ㈱シムス社長　斉藤　規和　氏
 札幌公共職業安定所統括職業指導官　吉田　宣博　氏

 北海道職業センター　金澤　寛　氏
北海道難病連　松谷　勤子

IBD部会 186

4月18日 北海道難病センター
 多発性硬化症をもっと知ろう～

最新情報も含めて
 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター

新野　正明　先生
多発性硬化症部会 57

4月18日 函館市福祉センター 笑いと健康
 落語家

三遊亭　洋楽　氏
脊柱靱帯骨化症部会 17

4月21日 札幌医療科学専門学校 個人参加難病患者の会「あすなろ会」について 個人参加部会　渡辺　貢一、柳　弘子
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

4月25日 帯広市グリーンプラザ 医療講演   東循環器科クリニック西谷　隆宏　先生 腎臓病部会 40

4月25日 北海道難病センター   てんかんを知るために－てんかんが抱える困難とは－   医療法人母恋天使病院精神化神経科　伊藤　ますみ　先生 てんかん部会 60

4月29日 旭川市ときわ市民ホール 「患者会の力編集秘話」 IBD部会 髙田　秦一 IBD部会 14

5月1日 札幌市社会福祉総合センター パーキンソン病と認知症 札幌医科大学神経内科学講座　教授　下濱　俊　先生 パーキンソン病部会 100

5月8日 札幌市社会福祉センター 筋無力症の手術について
  独立行政法人国立病院機構北海道医療センター外科

渡邉　幹夫　先生
筋無力症部会 23

5月15日 札幌市身体障害者福祉センター
Ⅰ　将来の不安を無くする為に
Ⅱ　ストーマが出来なくなった時

市立小樽病院　皮膚科
排泄ケア認定看護師　木村　王芳　先生

オストミー部会 50

5月16日 函館市保健センター   はこだて腎移植懇談会移植体験を語る   佐藤　真美子　氏表　政治　氏 腎臓病部会 40

5月19日 札幌医療科学専門学校 多発性硬化症について 多発性硬化症部会　日野　正人、北島　エリ
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

5月24日 かでる２・７
第22回全国大会（北海道札幌大会）
「ストーマ装具のJISとISO」

近畿大学　教授　進藤　勝久　先生 オストミー部会 233

5月26日 札幌医療科学専門学校 関節リウマチについて リウマチ部会　大津　澄子、佐々木　香、松本　公江
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

5月28日 北海道難病センター
 睡眠時無呼吸症候群について

あなたの睡眠は大丈夫ですか？
  ＫＫＲ札幌医療センター呼吸器科医長

斉藤　拓志　先生
低肺部会 80

5月29日 北海道難病センター 今を生きている証！！   自立生活支援センター代表　渡部　哲也　氏 ＡＬＳ部会 60

5月30日 釧路東急イン
透析患者の医療・福祉制度について～個別事例に対応す
る施策～

社団法人　全国腎臓病協議会　副会長　吉村　規男　氏 腎臓病部会 120

5月30日 帯広市グリーンプラザ パーキンソン病の最新トピックス   いわみざわ神経内科・内科ＣＬＩＮＩＣ伊藤　和則　先生 パーキンソン病部会 86

6月2日 札幌医療科学専門学校 後縦靭帯骨化症について 脊柱靭帯骨化症部会　入井　克枝、木本　郁子
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

6月5日 かでる2・7 頚椎後縦靱帯骨化症に対する手術治療
 えにわ病院整形外科部長

百町　貴彦　先生
脊柱靱帯骨化症部会 120

6月9日 札幌医療科学専門学校 重症筋無力症について 筋無力症部会　和泉　真弓
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

6月9日 函館市保健センター   函館市出前講座介護保険制度について
函館市福祉部介護高齢福祉課主査
板谷　みゆき　氏

パーキンソン病部会 13

6月13日 北海道難病センター 膠原病の最近の話題
  市立札幌病院 リウマチ科部長

向井　正也　先生
膠原病部会 63

6月16日 札幌医療科学専門学校 てんかんについて てんかん部会　萩原　美恵子
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

6月19日 函館市保健センター 介護高齢者福祉制度について 介護高齢福祉課　坂谷　みゆき　氏 パーキンソン病部会 13

6月19日 滝川市総合福祉センター
 きっとかなう夢のために

「肝臓に良い日常生活、ウイルス性肝炎の最新治療」
 札幌緑愛病院　肝臓センター所長

 肝がん検診団　団長 川西　輝明　先生
  肝炎部会中外製薬 56

6月20日 登別市ホテル平安 リウマチ患者が利用できる社会福祉制度
 北海道難病連相談室長  高田　いづみ

 障害年金サポート社労士の会代表 加福　保子　氏
リウマチ部会 88

6月20日 砂川市ゆう砂川
 きっとかなう夢のために

「肝臓に良い日常生活、ウイルス性肝炎の最新治療」
 札幌緑愛病院　肝臓センター所長

 肝がん検診団　団長 川西　輝明　先生
  肝炎部会中外製薬 20

6月23日 札幌医療科学専門学校 脊髄小脳変性症について
脊髄小脳変性症部会　大﨑　栄子、星川　久、
丸岡　幸吉、佐橋　聡美

札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

6月26日 旭川市民文化会館 てんかんと障害
 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター

診療部長　久保田　英幹　先生
てんかん部会 82

6月29日 札幌医療科学専門学校 膠原病について 膠原病部会　杉山　喜美子、岡本　由加里
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

２０１０年度　北海道難病連　部会・支部の医療講演会・
検診・相談会開催一覧



開催日 会場 テーマ 講師名 主催
参加
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6月30日 札幌医療科学専門学校 小児がんについて 小児がん部会　鈴木　千穂
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

7月2日 かでる２・７
2010年度　第１回「呼吸リハビリ教室」「ながいきのための
呼吸リハビリテーション」

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科　石川　朗　先生 札幌市委託事業 69

7月3日 北見市総合福祉会館 B型慢性肝炎の最近の治療
  北見赤十字病院 消化器内科部長

上林　実　先生
肝炎部会 90

7月7日 札幌医療科学専門学校 もやもや病について もやもや病部会　後藤　篤子、近藤　とよこ
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

7月10日 帯広市グリーンプラザ リウマチ学会の最新情報   帯広厚生病院　消化器内科部長竹田　剛　先生 リウマチ部会 22

7月11日 北海道難病センター ダウン症児・者の生涯を通しての健康管理について 天使病院　小児科　外木　秀之　先生 ダウン症部会 75

7月17日 函館市保健センター 薬の正しい呑み方   日本薬剤師協会学術部　理事沖田　一成　氏 パーキンソン病部会 28

7月18日
斜里町総合保健福祉センター
「ぽると21」

肝炎治療の最近の話題
  医療法人社団知仁会富岡まごころ内科クリニック

医師　香山　明一　先生
肝炎部会 31

7月21日 札幌医療科学専門学校 筋ジストロフィーについて 筋ジストロフィー部会　川口　雅紀
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

7月24日 札幌市手稲区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

7月24日 室蘭市障害者福祉総合センター 慢性閉塞性肺疾患(ＣＯＰＤ)について
 さはら呼吸器内科クリニック

院長･医学博士　佐原　伸　先生
室蘭支部 50

7月25日 札幌市西区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

7月25日 十勝支部事務所 講演会
 脊柱靱帯骨化症部会　会長

鎌田　代志幸
脊柱靱帯骨化症部会 20

7月25日 北海道難病センター   医療講演会「神経内科とは？その役割･病気いろいろ」
北海道大学名誉教授・北祐会神経内科病院顧問
田代　邦夫　先生

個人参加部会 71

7月25日 釧路市生涯学習センター 炎症性腸疾患：知っておきたい事・知って欲しい事
 市立釧路総合病院

後藤　啓　先生
IBD部会 46

7月25日 釧路東急インホテル 音楽療法   フリー音楽講師佐藤　美喜夫　先生 脊髄小脳変性症部会 12

8月8日 旭川市ときわ市民ホール ベーチェット病の病態と最新の治療法 市立札幌病院　血液内科部長　向井　正也　先生 ベーチェット病部会 34

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 乾癬の治療　～期待される最新の治療～ 旭川医科大学　皮膚科学教授　飯塚　一　先生 乾癬部会 50

8月8日 旭川市勤労者福祉総合センター 重症筋無力症の最近の話題と治療
 独立行政法人国立病院機構

 道北病院　脳神経内科医長 木村　隆　先生
筋無力症部会 23

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 特発性大腿骨頭壊死症に対する整形外科的治療
  旭川医科大学整形外科准教授

伊藤　浩　先生
膠原病部会 22

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 個別相談会 さっぽろ神経内科クリニック ＣＩＤＰ部会 12

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 最近のＡＬＳについて   愛媛病院神経内科医長　橋本　司　先生 ＡＬＳ部会 30

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 実地医家によるリウマチ外科治療の経験   道北勤医協一条通病院院長　山内　潔　先生 リウマチ部会 40

8月8日 旭川市民活動交流センター 「炎症性腸疾患治療の過去から未来」
 旭川厚生病院消化器科

折居　裕　先生
IBD部会 54

8月8日 旭川市市民活動交流センター 慢性ウイルス肝炎に対する最近の治療
 医療法人社団慶友会

 吉田病院 副院長　長谷部　千登美　先生
肝炎部会 27

8月8日 旭川市ときわ市民ホール 脊柱と脊髄の損傷に関わる講演
 いわはら整形外科クリニック

院長　岩原　敏人　先生
脊柱靱帯骨化症部会 45

8月8日
 旭川市障害福祉センター

「おぴった」
嚥下障害と言語機能向上

  デイサービスセンター 希望のつぼみグループ
言語聴覚士　青山　史明　先生

脊髄小脳変性症部会 62

8月8日 旭川市勤労者福祉総合センター 透析今昔物語 旭川赤十字病院　臨床工学課長　脇田　邦彦　先生 腎臓病部会 55

8月8日 旭川市勤労者福祉総合センター
パーキンソン病の診断・治療
～これまでと、これからについて　在宅療養について

（独法）国立病院機構旭川医療センター　院長　箭原　修　先生
旭川神経内科クリニック　院長　橋本　和季　先生

パーキンソン病部会 50

8月8日 旭川市勤労者福祉総合センター
 多発性硬化症のあらまし

～診断･治療･最近の治験動向について～
  旭川赤十字病院神経内科部長

吉田　一人　先生
多発性硬化症部会 20

8月8日
 旭川市障害福祉センター

「おぴった」
「もやもや病－どんな人に手術をするべきか」

 旭川赤十字病院
 脳神経外科 上山　博康　先生

もやもや病部会 25

8月22日 北海道難病センター 自立支援について
 日本ＡＬＳ協会理事

川口　有美子　氏
ＡＬＳ部会 36

8月22日 帯広市グリーンプラザ 「病気で退職したときの医療保険の話」  社会保険労務士 松平　貴弘　氏 IBD部会 41

8月28日 北見市ピッツアークホテル
 肝癌とインターフェロン治療

肝炎の最新治療と対策基本法について

 北見消化器クリニック院長
 菅原　謙二　先生

 札幌緑愛病院　肝臓センター所長
川西　輝明　先生

 北見医師会
 中外製薬㈱

肝炎部会
80

8月28日 旭川高等看護学院 「北海道難病連の相談活動について」 北海道難病連　相談室　主任　中坂昌子 旭川高等看護学院 17

8月28日 北海道難病センター 「ベーチェット病研究の最近の進歩」
北海道大学大学院医学研究科医学専攻炎症眼科学講座
医師　大野　重昭　先生
札幌医科大学　山本　先生

札幌市委託事業 19



開催日 会場 テーマ 講師名 主催
参加
人数

8月29日 ＫＫＲはこだて 患者が患者を助ける
 脊柱靱帯骨化症部会　会長

鎌田　代志幸
脊柱靱帯骨化症部会 12

9月1日 札幌医療科学専門学校 線維筋痛症について 線維筋痛症部会　久保田　妙子
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

9月8日 札幌医療科学専門学校 パーキンソン病について パーキンソン病部会　伊丸岡　寿信
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

9月9日 札幌市教育文化会館
「知的発達障がい者の生涯発達支援」成人期ダウン症者
の支援を考える行動問題のメカニズム

東京学芸大学　教授　菅野　敦　先生
群馬大学　霜田　浩信　先生

ダウン症部会 80

9月11日 札幌市厚別区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

9月12日 市立根室病院
北海道委託事業
2010年度　難病医療・福祉相談会

釧路赤十字病院内科　奥　健志　先生
北海道大学病院神経内科　佐藤　和則　先生
道東勤医協釧路協立病院　整形外科 樋口　和東　先生
北海道大学病院リハビリテーション科 濱田　有紀先生
北祐会神経内科病院　理学療法士 坂野　康介　先生
町立中標津病院 MSW 藤田　泰　氏

北海道
北海道難病連
根室市
市立根室病院、
別海町
中標津町
標津町
羅臼町

34

9月12日 札幌市白石区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

9月12日 帯広市グリーンプラザ パーキンソン病治療の現在と未来
  順天堂大医学部所属順天堂越谷病院

院長　水野　美邦　先生
パーキンソン病部会 200

9月12日 北見市民会館   北見支部料理実習IBD患者のための料理教室
 北見保健所

藤島　氏、殿村　氏
IBD部会 12

9月12日
 旭川市障害福祉センター

「おぴった」
  脊髄小脳変性症について―保健相談会

 旭川市保健所健康推進係
保健師　渡辺　千枝　先生

脊髄小脳変性症部会 17

9月15日 札幌医療科学専門学校 筋萎縮性側索硬化症（ALS）について ALS部会　深瀬　和文、松田　静枝
札幌医療科学専門学校
言語聴覚士科

40

9月25日 枝幸町保健福祉センター リウマチの検査と治療 勤医協中央病院　松本　巧先生
 南宗谷支部

リウマチ部会
29

9月26日 北見赤十字病院
 「シェーグレン症候群の基礎知識」

日常生活の注意点など
  北見赤十字病院　内科・総合診療科

部長　佐藤　健夫　先生
 北見支部

膠原病部会
65

9月26日 函館市福祉総合センター
 てんかん発作の種類と治療

－新しい抗てんかん薬について－
  福島神経クリニック院長　福島　克之　先生 てんかん部会 45

9月26日 かでる２・７
「多系統萎縮症と脊髄小脳変性症ー概要と最近の進歩に
ついて」

北海道大学病院　神経内科　医師　佐々木　秀直　先生 札幌市委託事業 51

10月3日
 釧路市生涯学習センター

まなぼっと幣舞
リウマチの整形外科的治療の進歩   釧路協立病院院長　吉岡　猛　先生 リウマチ部会 60

10月3日 旭川市ときわ市民ホール   旭川支部第16回食事会IBD患者のための料理教室 高橋　千鶴子　先生 IBD部会 10

10月3日 北海道難病センター
多発性硬化症の猛暑での日常生活
真夏のリハビリ真/冬のリハビリ

 さっぽろ神経内科クリニック
 看護部長　西山　和子氏、理学療法士　吉田　良　氏

多発性硬化症部会 25

10月9日 北広島クラッセホテル 血友病治療の経験から学んだこと
 さとう小児科

佐藤　琢司　先生
血友病部会 30

10月9日 北広島クラッセホテル 定期補充療法について
 札幌徳洲会病院　小児科

岡　敏明　先生
血友病部会 30

10月9日 北広島クラッセホテル 血友病最近の話題
 天使病院　小児診療部

飯塚　進　先生
血友病部会 30

10月16日 札幌市豊平区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

10月17日 天塩町立国民健康保険病院
北海道委託事業
2010年度　難病医療・福祉相談会

勤医協中央病院　リウマチ膠原病科 松本　巧　先生
北祐会神経内科病院 本間　早苗　先生
勤医協中央病院 眞壁　光　先生
北海道大学病院リハビリテーション科 高橋　春子　先生
北祐会神経内科病院 理学療法士 寒澤　圭介　先生
市立稚内病院 　MSW　中村　喜人　氏
北海道難病医療ネットワーク連絡協議会
看護師 蛸島八重子　氏、矢野　由紀　氏

北海道
北海道難病連
留萌市、小平町
苫前町、羽幌町
初山別村、遠別町
天塩町、幌延町

30

10月17日 室蘭市障害者総合福祉センター 自立ヘルパーについて
 エンパワーオフィス

清藤　琢理　氏
ＡＬＳ部会 40

10月23日 札幌市清田区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

10月24日 かでる2・7   第14回札幌料理教室(講演会)北海道IBD食研究会協力
 北海道IBD食研究会

吉田　典代　先生他
IBD部会 23

10月30日 釧路全日空ホテル パーキンソン病医療講演会 釧路労災病院　神経内科部長　津坂先生 パーキンソン病部会 120

11月3日 釧路キャッスルホテル 新しい時代を迎えたリウマチ治療
  北海道大学大学院研究科内科学講座

 第二内科　教授　小池　隆夫　先生
リウマチ部会 150

11月7日
室蘭市障害者福祉総合センター
ぴあ２１６

パーキンソン病の医療講演会
大川原脳神経外科病院
神経内科　石丸　浩平　先生

パーキンソン病部会 50

11月7日 音更町木野コミュニティセンター
 慢性腎臓病って知ってますか

～尿たんぱく陽性と言われたら～
 とかち内科循環器科クリニック院長

丸崎　茂　先生
音更支部 32

11月7日 北海道難病センター   脊髄小脳変性症について―リハビリ等の相談会

  HOKT音楽療法研究会　　事務局長　森元　智恵子　氏　
  介護支援事業所勤務　　　社会福祉士　水戸　真理　氏

 作業療法士　猪股　祐佳　氏
北海道難病連　事務局長　小田 隆
福祉機器事業課　福田　道信
相談室・保健師　中坂　昌子

脊髄小脳変性症部会 26



開催日 会場 テーマ 講師名 主催
参加
人数

11月10日 かでる２・７
２００９年度　第２回「呼吸リハビリ教室」
「呼吸器・アレルギーの病気～役立つ治療の最新知識」
「ながいきのための呼吸リハビリテーション」

札幌医科大学医学部内科学第三講座　准教授　田中 裕士　先生
札幌医科大学保健医療学部理学療法学科　石川　朗　先生

札幌市委託事業 60

11月12日 函館市保健センター 歯と口の回りについて 歯科衛生士　宮原　氏 パーキンソン病部会 19

11月13日 札幌市中央区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

11月14日 札幌市南区民センター オストメイト相談会 オストミー部会役員 オストミー部会 10

11月14日 室蘭市内 パーキンソン病の病気と薬の話 北海道薬剤師会　室蘭支部長　坂野　氏 パーキンソン病部会 30

11月14日 北海道難病センター   医療相談会「医療費と保険福祉制度のあらまし」 北海道医療ソーシャルワーカー協会 個人参加部会 13

11月16日 北海道看護協会
訪問看護師養成講習会 訪問看護技術
難病を有する在宅療養者の看護Ⅰ（制度）

北海道難病連　相談室　主任　中坂昌子
社団法人北海道看護協
会

29

11月17日 安平町保健センター 「難病とは…制度その他について」  （財）北海道難病連　事務局長　小田　隆 安平支部 56

11月26日 函館市保健センター 歯と口の回りについて 歯科衛生士　宮原　氏 パーキンソン病部会 19

11月28日 千歳市民交流センター 千歳地区交流会 鎌田　代志幸　会長 脊柱靱帯骨化症部会 22

12月3日 北海道難病センター
筋萎縮性側索硬化症患者及び家族への支援について
（ヘルパーステーションめいえん）

北海道難病連　相談室　主任　中坂昌子 北海道難病連 2

12月3日 北海道難病センター
平成２１年度
札幌市難病患者等ホームヘルパー養成研修会
（難病患者等ホームヘルパー養成研修入門過程）

札幌市保健福祉局　保健所健康企画課
母子保健係　中西　彩保健師
北のくらしと地域ケア研究所　代表　鈴木　英樹先生
日本ＡＬＳ協会北海道支部長、副支部長
北海道大学病院　第二内科　堀田　哲也先生

札幌市委託事業 30

12月4日 札幌市身体障害者福祉センター がんの統合医療～楽しいがん治療をめざして～
癒しの森消化器内科クリニック　札幌がんフォレスト
院長　小井戸　一光　先生

オストミー部会 20

12月5日 札幌市教育文化会館 パーキンソン病医療講演会 日本大学医学部　准教授　深谷　親　先生 パーキンソン病部会 120

12月5日 本の森厚岸情報館
 健康講演会食の常識ウソ・ホント？

  「砂糖の賢い使い方は？やってみよう塩チェック」
 町立厚岸病院　管理栄養士　菊池　浩子　氏

 （主催）厚岸・浜中支部
（後援）釧路支部、阿寒支

 部、標茶・弟子屈支部、
中標津支部、根室支部

51

12月11日 滝川市役所 「障がい者・難病者就労支援フォーラム」

 IBDネットワーク熊本IBD
 中山　泰男　氏

 ㈱シムス社長　斉藤　規和　氏
北海道IBD　土井　佳奈子　氏

そらぷちの輪プロジェクト 57

1月30日 とかちプラザ 市民公開講座
 帯広畜産大学　保健管理センター

 教授　中村　公英　先生
 旭川医科大学　鈴木　康秋　先生、大竹　孝明　先生

日本肝臓学会
十勝支部

40

2月12日 北海道難病センター
2010年度　(財)北海道難病連　全道役員研修会
「ピアサポートによる患者会活動について」

埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉学科
教授　高畑　隆　先生

（財）北海道難病連 66

2月26日
旭川市市民活動交流センター
COCODE

てんかんと家族
 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター

診療部長　久保田　英幹　先生
てんかん部会 48

2月27日
 釧路市生涯学習センター

まなぼっと幣舞
てんかんと家族

 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター
診療部長　久保田　英幹　先生

てんかん部会 44

2月28日 札幌市白石区保健センター 難病研修会 北海道難病連　相談室　主任　中坂昌子 札幌市 22

3月6日 北海道難病センター 「肥大型心筋症と言われたら」 北海道大学病院　循環器内科　医師　岡村　紀宏　先生 札幌市委託事業 23

3月13日 北海道難病センター 「下垂体疾患の診断と治療」 北海道大学病院　検査・輸血部　医師　清水　力　先生 札幌市委託事業 24

3月15日 札幌市医師会館
「北海道難病連はこんな団体です！」
「スウェーデン見聞記（1ヶ月間の研修を通して）」

（財）北海道難病連 福祉機器事業課 福田 道信
（財）北海道難病連 相談室 鈴木 洋史

中央区在宅ケア連絡会 40

3月18日 弟子屈町公民館 「口腔ケア」   弟子屈町役場　保健福祉課　課長補佐　山口　洋子　氏 標茶・弟子屈支部 15

3月18日 弟子屈町公民館 「メンタルヘルス学習会」　～うつ病の理解と対応～
 釧路保健所　子ども保健推進課

 精神保健福祉係 主任保健師　箱石　ゆみ　氏
弟子屈町 15


