2006 年
厚生労働省 難治性疾患克服研究事業 特定疾患患者の生活の質（Quality of Life,QOL）
の向上に関する研究 平成 18 年度 研究報告会 (主催：厚生労働省 難治性疾患克服研究事業
特定疾患患者の生活の質（Quality of Life,QOL）の向上に関する研究班)
日時：12/23 開催地：東京都
『自立支援法に基づく単価の変更による訪問介護事業所の運営状況分析』
第 3 回がん対策の推進に関する意見交換会 (主催：厚生労働省健康局総務課がん対策推進室)
日時：12/20

開催地：東京都

ヒアリング
専門研修講座 (主催：全国医療専門経営会計人会)
日時：12/1

開催地：大阪府

『在宅療養支援診療所の届出と経営のやり方は』
難病患者ケース検討会議 (主催：宮城県塩釜保健所黒川支所)
日時：11/28

開催地：宮城県富谷町

『人工呼吸器を装着している人への援助 ～吸引等医療処置がある対象者の理解とその対応～』
社会保障審議会（第 4 回後期高齢者医療の在り方に関する特別部会）
(主催：厚生労働省保険局医療課)
日時：11/20

開催地：東京都

ヒアリング
在宅医療推進のための講演会 (主催：京都北医師会)
日時：11/18

開催地：京都府

『在宅における終末期医療の連携と在宅療養支援診療所
～住み慣れた場所で終末期医療を支えるためには～』
宮城県老人福祉施設協議会平成 18 年度施設長研修会 (主催：宮城県老人福祉協議会)
日時：11/15

開催地：仙台市

『在宅に於ける緩和ケア』

日本在宅医学会・生涯教育プログラム (主催：日本在宅医学会)
日時：11/12

開催地：東京都

『神経難病の在宅医療』
和風園 看取りの介護研修セミナー
(主催：県社会福祉協議会医療研究会・養護老人ホーム 宮城県和風園 和風園家族会)
日時：11/11

開催地：宮城県大和町

『看取り介護をすすめる上での課題と対策』
仙台社会保険病院講演会 (主催：仙台社会保険病院)
日時：10/31

開催地：仙台市

『退院計画・在宅導入のコツ』
リバティ・アカデミー教養・文化講座 生と死を考えるⅡ
日時：10/24

開催地：東京都

『科学的生命の広がり ―その理論と根拠②―』
シナプス研修会 (主催：シナプス研究会・三共㈱)
日時：10/19

開催地：仙台市

『在宅医療の現状と展望』
リバティ・アカデミー教養・文化講座 生と死を考えるⅡ
日時：10/17

開催地：東京都

『科学的生命の広がり ―その理論と根拠①―』
在宅療養支援診療所 交流セミナー (主催：大阪府保険医協会)
日時：10/14

開催地：大阪府

『多職種協同の診療所の未来』
宮城県認知症グループホーム連絡協議会実践報告会
(主催： 宮城県認知症グループホーム連絡協議会)
日時：9/26

開催地：仙台市

第 17 回日本在宅医療研究会学術集会
日時：7/29

開催地：横浜市

『神経難病の在宅医療における保険の矛盾点 来年度以降の見通し』

「在宅療養支援診療所」開設申請と地域連携セミナー (主催：保健・医療・福祉サービス研究会)
日時：5/14

開催地：東京都

『「在宅療養支援診療所」創設の意義と 24 時間の地域包括ケア体制構築に期待されるもの
～「在宅療養支援診療所」の開設申請の進め方と訪問看護ステーションを始めとする地域連携の
実際～』
病診連携フォーラム (主催：ノバルティスファーマ㈱)
日時：4/15

開催地：福島市

『2015 年の在宅医療展望と在宅療養支援診療所』
診療・介護報酬改定と在宅療養支援診療所創設セミナー
(主催：保健・医療・福祉サービス研究会)
日時：3/25

開催地：東京都

『“在宅医療専門クリニック”としての使命と「在宅療養支援診療所」創設に向けた今後の事業展
開 ～在宅医療専門クリニックとして構築した「地域連携型在宅医療システム」と 24 時間 365 日切
れ目のない在宅療養を支える在宅ケアの実際～』
和風園 ターミナルケア研修会 (主催：特別養護老人ホーム 宮城県和風園 和風園家族会)
日時：3/18

開催地：宮城県大和町

『在宅ホスピスの課題と方向性』
日本 ALS 協会福島県支部 (主催：日本 ALS 協会福島県支部講演会)
日時：1/28

開催地：郡山市

『ALS 患者の在宅療養支援の実践報告』
Japan sea 福祉フォーラム 6in とっとり (主催：福祉フォーラム実行委員会)
日時：1/14

開催地：米子市

『特別企画「地域医療の挑戦」スピーカー』
厚生労働省 難治性疾患克服研究事業 特定疾患患者の生活の質（Quality of Life,QOL）
の向上に関する研究 平成 17 年度 研究報告会 (主催： 厚生労働省 難治性疾患克服研究事
業 特定疾患患者の生活の質（Quality of Life,QOL）の向上に関する研究班)
日時：1/8

開催地：東京都

『ALS 等在宅重症患者の医療・介護サービスへの評価』

2005 年
町立南郷病院講演会 (主催：町立南郷病院)
日時：11/11

開催地：宮城県南郷町

『在宅医療について』
茨城地域医療連携研究会 (主催：茨城地域医療研究会)
日時：10/29

開催地：つくば市

『地域で生活する重症療養者への医療とケアのプレゼント』
「高齢者ターミナルケア」研修会 (主催：宮城県社会福祉協議会)
日時：10/22

開催地：宮城県大和町

『高齢者ターミナルケア』
平成 17 年度訪問看護従事者研修会 (主催：（社）山形県看護協会)
日時：10/15

開催地：山形市

『在宅緩和ケア―在宅死を希望する癌末期療養者への関わり― 「在宅における疼痛緩和」』
第 11 回日本集団災害医学会総会準備会第 3 回ワークショップ総括
(主催：日本集団災害医学会)
日時：10/5

開催地：仙台市

『「災害弱者への支援体制の現状と課題」 仙台市内の在宅患者への対応と問題点について』
柴田郡医師会学術講演会 (主催：柴田郡医師会・㈱大塚製薬工場)
日時：9/30

開催地：宮城県柴田町

『地域医療における病診連携の近未来』
NPO 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 第 11 回全国の集い in 広島 2005
(主催：NPO 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク)
日時：9/18

開催地：広島市

『シンポジウム 「小規模多機能サービスについて」 小規模多機能性は看取り機能を有する
か？』
地域医療研修センター講演会 (主催：独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター)
日時：9/14

開催地：仙台市

『地域医療における病診連携の近未来』

平成 17 年神経難病研修会 (主催：宮城県神経難病連絡協議会)
日時：8/1

開催地：仙台市

『シンポジウム 宮城県における在宅人工呼吸療法の支援方法』
兵庫県神経難病医療ネットワーク研修会
日時：7/30

開催地：神戸市

『神経患者の在宅療養支援において予測されるできごとその対応策
～神経難病患者の往診医として事例を通じて伝えたいこと～』
第 15 回 日本呼吸管理学会学術集会 (主催：日本呼吸管理学会)
日時：7/29

開催地：仙台市

『シンポジウム 「在宅訪問医療の今後の方向性と展開」 往診クリニックと呼吸ケア』
第 22 回宮城県県北脳卒中研究会
(主催：宮城県県北脳卒中研究会、古川市医師会、杏林製薬㈱)
日時：7/15

開催地：宮城県古川市

『脳疾患と在宅医療』
石巻学術講演会
(主催：石巻赤十字病院・桃生郡医師会・石巻市医師会・㈱バイタルネット・塩野義製薬㈱)
日時：7/8

開催地：宮城県石巻市

『がん患者の在宅医療について』
第 13 回 日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会 in 広島
(主催：日本ホスピス・在宅ケア研究会)
日時：6/19

開催地：広島市

『シンポジウム ホスピスの多様化』
第 9 回病医院経営研究会 (主催：（財）脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院)
日時：4/15

開催地：郡山市

『往診は究極の現代医療』
神経難病研修会（平成 16 年度特定疾患医師研修会） (主催：兵庫県医師会)
日時：3/19

開催地：神戸市

『神経難病在宅医療の最前線』

平成 16 年度難病専門研修会 (主催：山形県難病医療等連絡協議会)
日時：3/12

開催地：酒田市

『難病患者の在宅療養支援について』
平成 16 年度末期医療患者の QOL 推進講習会
(主催：宮城県立がんセンター・厚生労働省・（社）がん研究振興財団)
日時：3/5

開催地：仙台市

『パネルディスカッション 「沈静について」』

2004 年
第 5 回日本クリニカルパス学会学術集会 (主催：日本クリニカルパス学会)
日時：11/19

開催地：仙台市

『ワークショップ クリニカルパス と在宅医療 在宅医療の概念とクリニカルパス』
平成 16 年度介護講座「緩和ケアを考える」 (主催：仙台市介護研修センター)
日時：11/11

開催地：仙台市

『在宅ホスピスケア』
宮城県救急医療研究会第 6 回学術集会 (主催：宮城県救急医療研究会)
日時：9/25

開催地：仙台市

『シンポジウム 高齢者救急の現状と問題点』
平成 16 年度 ALS 在宅療養患者介助人研修会 (主催：宮城県塩釜保健所黒川支所)
日時：8/6

開催地：宮城県富谷町

『「人工呼吸器を装着している方への援助」 ～吸引等医療処置がある対象者の理解と対応～』
第 3 回宮城の痴呆ケアを考える会 (主催：第 3 回宮城の痴呆ケアを考える会)
日時：5/29

開催地：仙台市

『パネルディスカッション 痴呆性高齢者のケア 特に“ターミナルケア”について 在宅ターミナル
ケアの現状』
平成 16 年度（社）岩手県理学療法士会第 1 回研修会 (主催：（社）岩手県理学療法士会)
日時：5/22

開催地：盛岡市

『在宅医療と訪問理学療法』

エスエス製薬㈱社内勉強会
日時：4/12

開催地：仙台市

『今日の在宅医療』
在宅医療推進のための研修会 (主催：寒河江市西村山郡医師会)
日時：3/19

開催地：寒河江市

『在宅医療広く浅く』
障害者（児）の地域生活支援の在り方に関する検討会 全身性障害者等長時間介護が必要な者
に関する支援の在り方作業班 （主催：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）
日時：3/10

開催地：東京都

『ヒアリング』

2003 年
平成 14 年度宮城県デイサービスセンター職員研修会
日時：12/17

開催地：仙台市

『在宅医療と『おもちゃ』による在宅での癒しについて』
第 8 回 社会福祉法人つどいの家 福祉セミナー
日時：11/28

開催地：仙台市

『シンポジウム 重い障害のある人たちが地域で暮らすしくみをつくろう！』
宮城県福祉事業団メンタルケア専門研修
日時：11/15

開催地：宮城県鹿島台町

『「死と向き合う」』
宮城県作業療法学会 第７回
日時：10/12

開催地：石巻市

『シンポジウム 在宅生活支援でリハビリテーション（作業療法）に求めるもの』
訪問介護フォーラム 2003
日時：9/20

開催地：千葉市

『グループ討議分科会 医療行為』

NPO 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 第９回全国の集い in 岐阜 2003
日時：9/15

開催地：岐阜市

『フォーラム アナザーワールド：人間関係の未知の世界を体験しよう！
（実感しても表現できないもどかしさ：わかりあうケアの本質に迫る大討論会へようこそ）』
障害が重くても、みんなまちで生きていこう！ 全国セミナー２００３
日時：8/2

開催地：仙台市

『ノウハウ教えます／重い障害の人たちが地域で暮らす仕組み、だれでも挑戦できる「生活」を実
現する方法』
東北大学医学部附属病院 継続医療部
日時：7/16

開催地：仙台市

『激動の医療事情のもとでの病院と在宅医療の連携（東北大学医学部）』
玩具福祉学会 第三回大会
日時：7/6

開催地：東京都

『シンポジウム 玩具を活用する福祉活動の探索 －玩具を作る立場、利用する立場－』
第 14 回日本在宅医療研究会学術集会
日時：7/5

開催地：名古屋市

『シンポジウム 在宅医療を定着し発展させるために』
山形県訪問看護ステーション連絡協議会研修会
日時：6/21

開催地：山形市

『医療依存度の高い利用者の在宅療養支援について
－特に訪問看護ステーションの役割を中心にー』
第 25 回広瀬地区在宅ケア連絡会
日時：6/3

開催地：仙台市

『医療の中になぜおもちゃが必要か』
仙台市医師会学術部勉強会
日時：5/21

開催地：仙台市

『在宅医療の基本概念と近未来（仙台市医師会）』

盛岡市医師会内科医会（廿日会）5 月例会
日時：5/20

開催地：盛岡市

『在宅医療の未来像（盛岡市医師会）』
在宅ケアとおもちゃの世界セミナー 『おもちゃがあなたの暮らしを支える』
(主催：仙台往診クリニック 共催：玩具福祉学会)
日時：3/29

開催地：仙台市

『医療の中になぜおもちゃが必要か』
平成 14 年度介護保険等対応歯科保健医療推進事業
日時：3/18

歯科医師研修会

開催地：仙台市

『宮城県における在宅診療の現況と課題（宮城県歯科医師会）』
山形県難病専門研修会
日時：3/12

開催地：山形市

『難病患者への在宅療養支援について（山形県難病医療等連絡協議会）』

2002 年
在宅かかりつけ医養成講座（在宅医療ブラッシュアップ講座） NPO 在宅かかりつけ医を育てる会
日時：12/8

開催地：東京都

『在宅医療総論 在宅緩和ケア（ホスピスケア）』
有床診療所研究会
日時：11/17

開催地：東京都

『末期ガンの患者まで対応、在宅専門医療の実際』
松戸市立福祉医療センター東松戸病院
日時：11/15

開催地：千葉県松戸市

『在宅医療の現状と課題』
ひまわりの会
日時：10/26

開催地：仙台市

『在宅医療について』

ひとあかりの会
日時：9/12

開催地：宮城県古川市

『在宅医療はここまでできる』
日本 ALS 協会青森県支部総会
日時：7/28

開催地：青森県青森市

『介護保険下の ALS 患者在宅療養について』
総合診療フォーラム
日時：7/13

開催地：仙台市

『在宅医療の概念と実際』
松戸在宅ケア学習会
日時：7/11

開催地：千葉県松戸市

『在宅導入時の医療と生活支援』
坂総合病院青年医師の会
日時：6/29

開催地：仙台市

『在宅医療の現状と未来』
日本 ALS 協会秋田県支部総会
日時：6/1

開催地：秋田県秋田市

『介護保険下の ALS 患者在宅療養について』
第４回日本在宅医学会大会
日時：2/16

開催地：愛知県名古屋市

『教育講演 「在宅導入時の医療と生活支援」』
阪神緩和医療研究会
日時：1/24

開催地：兵庫県西宮市

『在宅緩和医療（その実際と死の受容）』

2001
2001 年
山形在宅医療愛好会
日時：10/11

開催地：山形県山形市

『在宅医療の概念と実際』
在宅医療を支える診療所全国ネットワーク 第 7 回全国の集い東京 2001
日時：10/8

開催地：東京都

『てい談「若い医師を在宅ケアの場へ」』
高知地域医療研究会
日時：9/1

開催地：高知県高知市

『在宅医療の概念と実際 （高知県医師会）』
福島医療クリニック Ｆ-ＳＴＲ
日時：6/30

開催地：福島県福島市

『在宅医療の概念と実際』
東北大学医学部附属病院継続医療部勉強会
日時：6/14

開催地：仙台市

『在宅医療の概念と実際 （東北大学医学部）』
医業経営コンサルタント継続研修 専門研修講座
日時：5/26

開催地：東京都

『介護保険下の在宅医療と病医院経営』
鳥取県西部医師会在宅医療推進に関する講演会
日時：3/25

開催地：鳥取県米子市

『在宅医療の概念と実際 （鳥取県中部医師会）』
鳥取県中部医師会在宅医療推進に関する講演会
日時：3/24

開催地：鳥取県倉吉市

『在宅医療の概念と実際 （鳥取県西部医師会）』

栃木県医学会生涯教育研修会
日時：3/10

開催地：栃木県宇都宮市

『神経難病の在宅医療 （栃木県医師会）』
歯科隣接医学講演会
日時：3/8

開催地：仙台市

『在宅医療の現状と今後の展望 （宮城県歯科医師会）』
日本在宅医学会第 3 回大会
日時：2/24

開催地：東京都

『吸引行為の是非に関する最新の解釈』
在宅ケアネットワーク栃木の集い
日時：2/11

開催地：栃木県河内郡

『介護保険が本当に役立つのか』

2000
2000 年
医業経営コンサルタント継続研修 専門研修講座
日時：12/2

開催地：東京都

『在宅医療専門診療所のノウハウ』
難病患者支援調整会議
日時：11/17

開催地：仙台市

『筋萎縮性側索硬化症について』
朝日生命講演会
日時：10/3

開催地：仙台市

『在宅医療の実際と問題点』
第 112 回東北小児神経学研究会（四季会）
日時：8/26

開催地：仙台市

『在宅医療の現状と課題（小児患者も含めて）（東北大学医学部）』

総合南東北病院（岩沼） medical Conference
日時：7/28

開催地：宮城県岩沼市

『在宅医療の実際と問題点』
山陽地区神経難病ネットワーク講演会
日時：7/15

開催地：岡山県岡山市

『神経難病在宅医療の実際と課題 （岡山大学医学部）』
（財）脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 Ｓ.Ｔ.Ｒ Medical conference
日時：5/24

開催地：福島県福島市

『在宅医療の実際と問題点』
仙台市太白区保健福祉センター 脊髄小脳変性症患者・家族 療養の集い
日時：3/22

開催地：仙台市

国立療養所西多賀病院臨床研修部 シンポジウム
日時：3/17

開催地：仙台市

『往診活動からみる在宅医療の現状』
仙南保健所
日時：3/10

開催地：宮城県角田市

古川市社会福祉協議会 ボランティアと介護者家族の集い
日時：3/5

開催地：宮城県古川市

『仙台往診クリニックにおける在宅医療の実際と課題』
宮城県神経難病連絡協議会 医療従事者研修会
日時：2/18

開催地：仙台市

『仙台市における神経難病の在宅診療について』
仙台市消防局 昇任試験合格者研修会
日時：2/9

開催地：仙台市

『在宅医療と救急活動の将来像』

1999 年
中山間地域総合セミナー
日時：11/22

開催地：高知県高知市

『在宅生活 ―医療・介護の現場から― （高知女子大学）』
福岡県重症神経難病患者入院施設確保等事業研修会
日時：11/15

開催地：福岡県福岡市

『神経難病患者の在宅医療と介護の方向性 （九州大学医学部）』
日本プライマリ・ケア学会 医療技術研修会
日時：10/17

開催地：東京都

『シンポジウム「介護保険で在宅医療に求められるもの」 在宅医療専門診療所の戦略は』
㈱コンタクス 「在宅医療」企画研究会
日時：9/28

開催地：東京都

『在宅医療専門クリニックが目指す医療と介護の近未来』
第 464 回日本産科婦人科学会宮城地方部会集談会
日時：9/18

開催地：仙台市

『婦人科における在宅ターミナルケアの理論と実際』
仙台市泉消防署 救急医学講座
日時：9/11

開催地：仙台市

『楽しく行う家庭介護 ―いざという時あわてないために―』
日本 ALS 協会 第 4 回 JALSA 講習会
日時：6/22

開催地：仙台市

第 16 回 三重老いの心研究会
日時：5/22

開催地：三重県津市

『在宅医療の心 ―その原理と実際― （三重大学医学部）』
国立療養所西多賀病院 看護教育研究会
日時：1/22

開催地：仙台市

『在宅医療と看護について（病院と在宅 又 開業医の連携について）』

1998 年
第 2 回全国在宅医療推進連絡協議会 シンポジウム
日時：10/18

開催地：東京都

『新世紀の在宅ケアを問う 「元気が出る在宅医療」』
国立療養所西多賀病院 看護教育研究会
日時：10/2

開催地：仙台市

『在宅医療と看護について（病院と在宅 又 開業医の連携について）』
宮城県看護協会塩竃支部
日時：9/26

開催地：宮城県塩竃市

『在宅医療における看護婦の役割

介護保険における訪問診療の意味』

ハワイ大学―宮城大学 シンポジウム
日時：3/28

開催地：米国ハワイ州

『遠隔医療と終末医療患者 （ハワイ大学）』
青葉区保健福祉センター 研修会
日時：3/17

開催地：仙台市

『ALS の患者、家族の在宅療養を考える ―医療の立場から―』
泉区保健福祉課 難病勉強会
日時：3/11

開催地：仙台市

古川市社会福祉協議会 ボランティアと介護家族の集い
日時：2/22

開催地：宮城県鳴子町

『仙台往診クリニックにおける在宅医療の実際と課題』
宮城県特定疾患・遷延性意識障害者治療研究協議会 難病ケア専門研修会
日時：2/17

開催地：仙台市

『難病の医学的動向と保健活動に期待するもの』
第 4 回宮城県神経難病ネットワーク協議会
日時：1/14

開催地：仙台市

『在宅医療の介護・手技と制度の問題点』

宮城県総合衛生学院
日時：1/12

開催地：仙台市

『仙台往診クリニックにおける在宅医療の実際と課題』

1997 年
宮城大学研究事業
日時：11/28

開催地：仙台市

『宮城県における在宅医療の実態について (宮城大学看護学部）』
（社）宮城県看護協会
日時：11/11

開催地：仙台市

『在宅医療最前線 ―その現状と課題―』
東北公済病院 医学・看護講座
日時：11/8

開催地：仙台市

『在宅ターミナルケアにおける看取りの要点』
（社）仙台市手をつなぐ育成会 職員研修会
日時：11/6

開催地：仙台市

大塚製薬㈱研修会
日時：10/14

開催地：仙台市

『在宅医療について』
宮城県国民健康保険団体連合会 第 3 回健康増進シンポジウム
日時：10/1

開催地：仙台市

『我が町の健康づくり・まちづくり（パネリスト） 在宅医療に必要なもの』
大船渡保健センター 在宅医療講演会
日時：9/30

開催地：岩手県大船渡市

『重症者の在宅医療に必要なもの』

呆け老人をかかえる家族の会・宮城県支部
日時：9/21

開催地：仙台市

『家族の中の痴呆老人 ―医療と介護の一体化―』
帝人在宅医療東日本㈱
日時：5/24

開催地：仙台市

『在宅医療におけるＨＯＴの多様化』
第 24 回集中治療学会 ワークショップ
日時：5/15

開催地：岩手県盛岡市

『ＩＣＵ（重症室）から在宅へ』
北上市緩和ケア事業研修会
日時：2/23

開催地：岩手県北上市

『在宅療養の実際 ―ガン患者の往診から―』

1996 年
岩手県花巻保健所
日時：11/9

開催地：岩手県花巻市

『在宅ケアとマルチメディア講演会』
宮城県医療社会事業協会
日時：11/9

開催地：仙台市

『在宅医療で必要なもの -患者・家族の視点から見た在宅療法とは-』
平成 8 年度障害者施設推進地域会議
日時：10/15

開催地：仙台市

『障害者の社会生活を考える（シンポジスト）』
在宅人工呼吸療法研究会
日時：3/5

開催地：大阪府

『在宅医療は救急医療 （在宅人工呼吸療法の問題点）』

