
９月１５日（木） 第２２４回勉強会　たんぽぽテスト対策勉強会

９月８日(木） 第２２３回勉強会　たんぽぽテスト対策勉強会

８月１８日（木） 第２２２回勉強会　たんぽぽテスト対策勉強会

７月１３日（水） 第２２１回勉強会　「The pain control 私はこう考える～痛いの痛いの、飛んでいけ～」

７月７日（木） 第２２０回勉強会　薬剤師向け「在宅医療ってどうやるの？」

６月１６日（木） 第２１９回勉強会　認知症のアセスメントと対応

５月１９日（木） 第２１８回勉強会　意見交換会「岐阜県の在宅医療・介護連携推進の取り組み」

５月１２日（木） 第２１７回勉強会　NIPPVの使用方法について

３月３１日（木） 第２１６回勉強会　口腔ケアの実際　パート２　　～事例とマッサージ～

３月２４日（木） 第２１５回勉強会　口腔ケアの実際　パート１

３月１０日（木） 第２１４回勉強会　口腔ケアについて

３月３日（木） 第２１３回勉強会　頚部聴診法を用いた嚥下評価について

２月１８日（木） 第２１２回勉強会　メサペイン勉強会

１月１４日（木） 第２１１回勉強会　介護保険と医療保険の自己負担について

2016年　木曜勉強会



１２月１７日（木） 第２１０回勉強会　個人情報の取扱について

１０月15日（木） 第２０９回勉強会　ケープ、マット、クッションによるポジショニング

１０月８日（木） 第２０８回勉強会　泌尿器疾患と尿路ストマ・カテーテル

９月１０日（木） 第２０７回勉強会　第３回「全国在宅医療テスト勉強会」

９月３日（木） 第２０６回勉強会　第２回「全国在宅医療テスト勉強会」

８月２７日（木） 第２０５回勉強会　第１回「全国在宅医療テスト勉強会」

８月６日（木） 第２０４回勉強会　リンパ浮腫ケア〜医療リンパドレナージの実践〜

７月２３日（木） 第２０３回勉強会　マナー勉強会

７月９日（木） 第２０２回勉強会　認知症勉強会

６月２５日（木） 第２０１回勉強会　もしもあなたの隣に新人学生がいたら

６月１１日（木）
第２００回勉強会　木曜勉強会２００回記念講演
五日市剛氏の「素晴らしい人生をつくる魔法の言葉」

５月２８日（木） 第１９９回勉強会　緊急対応について　その２

５月２６日（火） 第１９８回勉強会　レガシー利用方法

５月２１日（木） 第１９７回勉強会　摂食嚥下と胃ろう

５月１４日（木） 第１９６回勉強会　緊急対応について　その１

５月７日（木） 第１９５回勉強会　症例検討会

４月１６日（木） 第１９４回勉強会「医療倫理について」

４月１０日（金） 第１９３回勉強会　セキューラ勉強会

４月９日（木） 第１９２回勉強会　「日本老年医学会"高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015"New」

３月１２日（木） 第１９１回勉強会　介護保険報酬勉強会

３月５日（木） 第１９０回勉強会　症例検討会

２月２６日（木） 第１８９回勉強会　NIPPV院内勉強会

２月１２日（木） 第１８８回勉強会　口腔ケア勉強会

２月５日（木） 第１８７回勉強会　症例検討会

１月２９日（木） 第１８６回勉強会　感染勉強会

2015年　木曜勉強会 



2014年　木曜勉強会 

12月4日(木) 第185回勉強会 早くに親を亡くす小さい人への援助

10月23日(木) 第184回勉強会 全国在宅医療テスト 答え合わせ

9月25日(木) 第183回勉強会 「全国在宅医療テスト 必勝勉強会」シリーズ4 ～ミニグループで学びあおう!

9月11日(木) 第182回勉強会 「全国在宅医療テスト 必勝勉強会」シリーズ3 ～ミニグループで学びあおう!

9月4日(木) 第181回勉強会 「全国在宅医療テスト 必勝勉強会」シリーズ2 ～ミニグループで学びあおう!

8月28日(木) 第180回勉強会 「全国在宅医療テスト 必勝勉強会」シリーズ1 ~よく出る「表」を攻略せよ~

8月25日(月) 第179回勉強会 症例検討会

8月7日(木) 第178回勉強会 クローン病の方の訪問看護 ケアカンファレンス・クローン病について

7月24日(木) 第177回勉強会 緊急対応について(訪問看護師対象)

7月3日(木) 第176回勉強会 症例カンファレンス(陽和彩訪問看護ステーション)

6月17日(火) 第175回勉強会 癌の疼痛コントロール

6月12日(木) 第174回勉強会 ALSについて

6月5日(木) 第173回勉強会 症例検討会

6月3日(火) 第172回勉強会 症例検討会

5月15日(木) 第171回勉強会 症例検討会

1月24日(木) 第167回勉強会 新春特別勉強会 五日市剛氏講演会 「感謝は心の万能薬」

3月13日(木) 第170回勉強会 リハビリテーション/作業療法 (認知機能の訓練)

2月20日(木) 第169回勉強会 在宅で使用する栄養剤と自宅で簡単にできる嚥下食

2月7日(金) 第168回勉強会 グリーフケア勉強会



2013年　木曜勉強会 

12月19日(木) 第166回勉強会 人工呼吸器療法中の看護

12月05日(木) 第165回 勉強会”排尿障害に対する臨床的アプローチ”

11月28日(木) 第164回 勉強会 慢性腎不全(CKD)について

11月20日(水) 第163回勉強会 「肺がん」

11月14日(木) 第162回勉強会 ”リハビリテーション:トイレ動作”

10月31日(木) 第161回勉強会 慢性呼吸器疾患患者の看護

10月22日(火) 第160回 勉強会 呼吸器疾患(肺炎、COPD、間質性肺炎)

10月03日(木) 第159回勉強会 認知症

09月26日(木) 第158回 たんぽぽテスト勉強会!

08月29日(木) 第157回勉強会 合同症例カンファレンス

08月28日(水) 第156回勉強会 たんぽぽ-ももたろう-総合在宅 合同勉強会

08月08日(木) 第155回勉強会 リハビリについて シリーズその1”利用者の力を引き出す 介助法”

07月11日(木) 第154回勉強会 肺の構造と機能

07月04日(木) 第153回勉強会 在宅医療における家族療法 (非公開)

06月27日(木) 第152回勉強会 訪問看護合同カンファレンス(岩砂訪問看護ステーショ ン)

02月21日(木) 第146回 勉強会 在宅鎮痛療法 PCAポンプ(CADD Legacy)について

01月21日(月) 第142回~第144回 勉強会

05月30日(木) 第151回勉強会 ポジショニングとエアマットについて

05月16日(木) 第150回勉強会 人工呼吸器の取り扱いについて

04月25日(木) 147~149回 勉強会 4月25日 NIPPV



2012年　木曜勉強会 
12月13日(木) 第141回勉強会 神経難病勉強会

09月13日(木) 第131回勉強会 摂食・嚥下リハビリテーションについて

08月30日(木) 第130回勉強会 身体障害者申請のための計測の仕方

07月19日(木) 第129回勉強会 ”糖尿病の治療薬、トラゼンタ”

06月28日(木) 第128回勉強会 ”在宅要介護者の栄養支援”です!

06月07日(木) 第127回勉強会 6月7日 トビーについて 株式会社クレアクト

06月06日(水) 第122~126回勉強会

02月23日(木) 第121回勉強会 ”呼吸リハビリテーションの実際 その2”

02月16日(木) 第120回勉強会 ”呼吸リハビリテーションの実際 その1”

01月06日(金) 第116回勉強会 ”オーストラリアのリハビリ・小児リハビリを中心に”

02月02日(木) 第119回勉強会 岐阜県総合医療センターでの症例検討会

01月24日(火)
第118回勉強会”疼痛緩和とオーストラリアの在宅医療の現場 ブライアン・マ クドナ ルド先生”の
講義でした !

01月20日(金)
第117回勉強会”地域の中で研修医・医学生を教える~患者さん、家族、ス タッフみんなが先生役
になる裏ワザ~”



2011年　木曜勉強会 

12月15日(木) 第115回勉強会 第1回 症例検討会 ”独居 認知症、寝たきりで・・・”

12月01日(木) 第114回勉強会 ”口腔ケア・オーラルバランスについて”

11月24日(木) 第113回 勉強会 ”コンピューターのやり方(初歩)”

11月17日(木) 第112回勉強会 成分栄養経管栄養法(胃ろう、経鼻栄養でのポンプの使い 方)について!

10月27日(木) 第111回勉強会 "”バイタルサインでどこまで患者さんを診断できるか?””

10月20日(木)
第110回 東海中央病院との合同症例検討会 在宅末期におけるうつ病、せ ん妄のコントロールに
ついて

09月23日(金)
第108回勉強会 上映会 「看護覚え書ーNOTES ON NURSINGー」 映 画「看護覚え書」をつくる会 
今泉 文子監督を迎えて

09月22日(木)
第107回勉強会 見学研修報告会(高山訪問看護ステーション、下呂訪問看 護ステーション、岐阜
市民病院)

09月01日(木) 105-106,109回勉強会 ”総合在宅の標準治療プロトコール3-5回”

08月25日(木) 第104回勉強会”内視鏡医療から垣間みる在宅NSTへの期待”

08月13日(土) 第103回勉強会 ”総合在宅の標準治療プロトコール”

08月04日(木) 第102回勉強会”在宅での栄養管理 栄養剤について ”

07月28日(木) 第101回勉強会 認知症貼付薬 イクセロンパッチについて!

07月21日(木) 第100回 勉強会 ”地震災害時のHOT患者さんの対応”です!

07月07日(木) 第99回 ”総合在宅の標準治療プロトコール”

06月30日(木) 第98回勉強会 ”アレルギー性疾患(鼻炎を中心に)”

06月23日(木) 第97回勉強会 ” 臨床心理士の役割と可能性”について

06月16日(木) 第96回勉強会 ”たんぽぽ 全国統一テスト 勉強会 4回 (去年の過去問, p105-108) ”

06月02日(木) 第95回勉強会 たんぽぽ全国統一テスト 勉強会(p80-p104)です!

05月26日(木) 第94回勉強会 ”たんぽぽ 全国統一テスト 勉強会 2回(p42~p79) ”

05月19日(木) 第93回勉強会 ”たんぽぽ 全国統一テスト 勉強会 1回 (p7~p42) ”

04月28日(木) 第92回勉強会 ”人口減少時代における地域の課題~医療を取り巻く環境の 変化”

04月21日(木) 第91回 勉強会 ”在宅で必要な医療保険・介護保険の知識”

04月07日(木) 第90回勉強会 ”うつ病に対する新薬(レメロン)について”

03月31日(木) 第89回勉強会 ”在宅での褥創対応について初歩から、治療困難例まで”

03月24日(木) 第88回勉強会 認知症の新薬”メマリー”について

03月17日(木) 第87回勉強会 ” 災害医療支援について”

03月03日(木) 第86回 福祉用具について 神経難病と福祉用具

02月24日(木) 第85回勉強会”在宅インターンシップを終えて”

02月17日(木) 第84回勉強会 ”乳癌について”

02月10日(木) 第83回勉強会 ”米国での家庭医療 レジデント研修”

02月03日(木) 第82回勉強会 ” 在宅ホスピスでの麻薬・疼痛緩和の具体的な方法 ”

01月06日(木) 第79回勉強会 ”在宅医療で行われる一般的な手技とそのポイント”

01月28日(金) 患者さん200人記念&理念温泉合宿!

01月27日(木) 第81回勉強会 ”障害者のくらしの場づくり Part 2”

01月21日(金) 第80回勉強会 ”イギリスにおける包括的緩和ケア”



12月16日(木) 第78回勉強会 ”クレーム対応について” 

12月09日(木) 第77回勉強会 ”前立腺肥大の治療について” 

12月02日(木) 第76回勉強会 ”在宅医療における家族の基礎の基礎(家族内力動を洞察す る)”! 

11月25日(木) 第75回勉強会 ”在宅での栄養管理”についてです! 

11月18日(木) 第74回 "排痰を促す新しい人工呼吸管理 (カフアシストを中心に)" 

11月11日(木) 第73回 ”在宅医療におけるレセプト ”について勉強会を行いました! 

11月04日(木) 第72回勉強会 ”福祉用具について 認知症と福祉用具” についてでした! 

10月21日(木) 第70~71回 勉強会 ”検査データーの読み方と病気の成り立ち その2” 

10月14日(木) 第69回勉強会 ”慢性心不全の治療について” 

10月07日(木) 第68回勉強会 ”神経難病について” 

09月30日(木) 第67回 ”ホスピスの様子(岐阜中央病院の場合)” について 

09月16日(木) 第66回 ”当院の救急対応”について 

09月09日(木) 第65回 障害者のくらしの場づくり パート1 第二いぶき 施設長 北 川講師 

09月02日(木) 第64回 緩和医療の消化管症状の緩和について サンドスタチン 

08月26日(木) 第63回勉強会 電話の取り方(実践編) 

08月19日(木) 第62回勉強会 ”神経所見の取り方とパーキンソン病のマネージメントにつ いて” 

08月05日(木) 第61回勉強会 ”がん疼痛緩和補助薬=ガバペン、リリカについて”です! 

07月29日(木) 第60回勉強会 ”より良い人間関係の為のコミュニケーション ”のワーク ショップでした! 

07月22日(木) 第59回勉強会は、”夜間の訪問介護の実際”です! 

07月15日(木) 第58回 勉強会 ”泌尿器系のがんの治療と在宅診療” を行いました! 

07月08日(木) 第57回 勉強会 ”たんぽぽ 全国統一テスト 見直し検討会” 

07月01日(木) 第56回勉強会 ”症例検討を通じて考える・・・意思決定を支える支援とは” でした! 

06月24日(木) 第55回勉強会 ”NPO(利益を至上命題としない組織)のマネージメント について・・・P .F .ドラッガーからビジョナリーカンパニーまで” 

06月17日(木) 第54回 勉強会 高木医院 高木先生による”こんな事例がありました! 事例に学ぶ在宅医療”! 

06月16日(水) たんぽぽテスト 勉強になりますよ その1 例題編

06月16日(水) たんぽぽテスト 勉強になりますよ! その2

06月10日(木) 第53回勉強会 ”在宅医療に必須の制度の知識 全国統一 模擬” その3を 行いました! 

06月03日(木) 第52回 勉強会 ”医療業界におけるインターンシップの今後の可能性につ いて” 

05月27日(木) 第51回勉強会 ”在宅医療に必須の制度の知識 全国統一 模試” その2 

05月20日(木) 第50回 勉強会 ”採用に関するちょこっとお得な情報(人材採用戦略につ いて) です。 

05月13日(木) 第49回勉強会 ””在宅医療に必須の制度の知識 3回シリーズ その1” 

05月06日(木) 第48回勉強会 ”認知症について”という題で岐阜県総合医療センター 鈴木 先生に講義をお願いしました。 

04月15日(木) 第47回勉強会 ”地域連携を考える訪問診療の活かし方&診療報酬改定最新 情報” 

04月09日(金) 第46回 勉強会は"接遇とは何か?"についてでした! 

04月01日(木) 第45回 勉強会 "検査データーの読み方と病気の成り立ち"について 

03月25日(木) 第44回 勉強会 自立支援法! 上級編

03月18日(木) 第43回勉強会 ”自立支援法について(基礎編) 

03月11日(木) 第42回勉強会 ”うつ病について” 

03月04日(木) 第41回 勉強会 ”難病の公的制度”について勉強しました! 

02月18日(木) 第40回 勉強会 ”終末期ケアについて” 

02月04日(木) 第39回勉強会 ”糖尿病の治療について”勉強してみました! 

01月28日(木) 第38回 勉強会 ”喘息の病態と治療について” 

01月26日(火) 第37回勉強会 「自分を見つめて、イキイキと働く!」 森田英一(株式 会社 シェイク 創業者・現会長) 

01月14日(木) 第36回勉強会 ”うつ病、グリーフケアについて”を行いました! 

01月07日(木) 第35回勉強会 ”身体障害者と認定される人は誰か?”について! 

2010年　木曜勉強会 



2009年　木曜勉強会 

12月17日(木) 第34回勉強会 ”パーキンソン症候群と治療(コムタン)”

12月10日(木) 第33回勉強会 ”新しい糖尿病治療・・・インクレチン・・・ジャヌビア (DPP4阻害薬)”

12月03日(木) 第32回 勉強会 ”モルヒネの持続皮下注射について”

11月26日(木) 第31回勉強会 在宅で使える器具(~これからの福祉用具~)

11月19日(木) 第30回勉強会 ”在宅における音楽療法の役割、誰にどのように提供するの か?”

11月12日(木) 第29回勉強会 ”リウマチ治療の最前線(レミケード)”を行いました!

11月07日(土) 第28回勉強会 ”住み慣れた自宅での看取りを支える” たんぽぽクリニック 永井先生の講演会!

10月29日(木) 第27回勉強会 ”在宅でできる呼吸リハビリ実践編”を学びました!

10月22日(木) 第26回 勉強会 ”呼吸器管理(NIPPV)の見方、考え方 (初級編)”

10月15日(木) 第25回 症例検討会 第3回目を実施しました。

10月08日(木) 第24回勉強会 ” 在宅医療における歯科/口腔内診療の実際

10月01日(木) 第23回勉強会 ”残り3週間! ケアマネ試験直前セミナー”を開催しまし た。

09月24日(木) 第22回勉強会 第2回症例検討会”さまざまな理由でサービスが中止となって しまった症例”

09月17日(木) 第21回 ”おむつについて考える”勉強会

09月10日(木) 第20回!勉強会 ”COPDについての勉強会”+当院のホームページのリ ニューアル(予定)

09月03日(木) 第19回勉強会+サプライズ! 赤池さん誕生日おめでとう!

08月27日(木) 第18回勉強会 ラップ療法の実践!実際にラップを作ってみる!?コースを 開催しました。

08月20日(木) 第17回勉強会 ”ラップ療法と限界?”という題で勉強会を行いました。

08月13日(木) 第16回 症例検討会!開催しました。

08月06日(木) 第15回勉強会・・・・・看取りの科学と実践 について(いちはし)

07月30日(木) 第14回勉強会・・・・褥創 第2弾 ハイドロサイトについて

07月23日(木) 第13回勉強会 認知症のケアプラン作成ワークショップ

07月16日(木) 第12回 勉強会 ”ケアマネージャーの視点 その1”を開催しました!

07月09日(木) 第11回勉強会 ”褥創とフィブラストスプレー”

07月02日(木) 第10回勉強会 ” 家族療法についてのワークショップ&講義”を行いまし た!

06月25日(木) 第9回勉強会 頻尿について勉強してみました!

06月18日(木) 在宅での麻薬療法の基本 デュロテップについて(第8回勉強会)

06月11日(木) 嚥下がうまくできる方法の勉強会を行いました!(第7回勉強会)

06月04日(木) 抑肝散は意外と苦い?(第6回勉強会)

05月07日(木) 本日中心静脈栄養の勉強会を開催しました!(第2回勉強会)

04月30日(木) 第一回勉強会 リンパ浮腫について

05月28日(木) ”在宅と認知症”という題で、第5回勉強会を行いました。

05月21日(木) ”麻薬の使い方2回シリーズ その1”という勉強会を開催しました!(第 4回勉強会)

05月14日(木) 脳梗塞の勉強会を開催しました!(第3回勉強会)
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