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読売新聞 

 

毎日新聞 

 

河北新報 

 

『メディカルウェーブ』 11/24 

現在の説明では不十分 

 

朝日新聞 10/20 

生活 ハイテク玩具で笑顔戻った 

 

健康保険組合連合会『健康保険』 2006 年 9・10 月号 

医療 新たな胎動 

在宅医療の明日 在宅医川島孝一郎の実践と哲学 

 

日本経済新聞社『日本経済新聞』 8/20 

医療 「最期は我が家で」進む体制づくり 在宅医療で支える 

 

クリニックマガジン『CLINIC magazine』 2006 年 8 月号 

特集 在宅療養支援診療所の背景と今後の課題 

ケースレポート“在宅の質の向上”とりわけ緩和医療に精通すべき 

 

NHK 仙台 4 月 25 日 

てれまさむね 

くらしのアンテナ「在宅療養の現場から」 

 

日本醫亊新報社『週刊日本醫亊新報』 No.4278  2006 年 4 月 22 日 

追跡 変わり始めた在宅医療の評価 

在宅での看取りがキーワード 

 

（有）エス・アンド・エス クリエイティブ『Vision と戦略』 2006 年 4 月号 

Interview 私の Vision と戦略 

看取りと夜間等の緊急対応、重症患者対応が必須条件 

 



2002002002005555 年年年年                                                                                                                                                                                                                                        

NHK 5 月 5 日 

福祉ネットワーク 

患者が自宅で過ごすには～ある往診専門医の取組み～ 

 

日本経済新聞 3/18 朝刊 

医療・バイオ・介護 

医療・介護 改革の主役たち 
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㈱日本プランニングｾﾝﾀｰ『難病と在宅ケア』 2004 年 12 月号 

特集 吸引問題は今どうなっているか 

医師の指導で在宅吸引は全てヘルパーさん 

 

日本経済新聞 11/14 朝刊 

医療 がんと向き合う 最期の時を家族と過ごす 

在宅ホスピス往診医探しから 

 

㈱日本医療情報センター『JAMIC JOURNAL』 2004 年 6 月号 

特集  

卒後臨床研修における地域医療保健研修での診療所 在宅医療の本質をつかむ研修を！ 

 

河北新報 4/10 朝刊 

くらし 

在宅医療の専門医不足 学生受け入れ独自に研修                                                                                                                             

 

河北新報 3/ 19 朝刊 

くらし 家庭で安心―在宅医療の現在― ＜3＞ 

在宅専門 最新治療よりぬくもり 家族らの介護疲れもケア 

 

㈱日本プランニングｾﾝﾀｰ『難病と在宅ケア』 2004 年 3 月号 

特集 在宅難病患者の緊急時の応急処置 

在宅療養中に遭遇したさまざまな事例 

  



東京玩具人形問屋共同組合『月刊トイジャーナル』 2004 年 1 月号 

tj SPECIAL 

急拡大するシニアマーケットにおもちゃをどう浸透させるか 在宅医療におもちゃを活用 
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創礼社『創礼』 NO.2 

特集 

人生の最期をあたたかな気持ちで迎えたいその人、その家族に合った在宅医療に取り組む往診

専門の医師 

 

中央公論新社『中央公論』 7 月号 

特集 現代医療を疑う 

「脱病院化社会」へのレッスン日常生活の中に治療の場を取り戻す 

 

日本放送出版協会『NHK 社会福祉セミナー』 7～9 月号 

口絵 

おもちゃで生き生きケア 

 

朝日新聞 6/23 朝刊 

災害時のサポート手つかず 難病患者の支援急げ 

 

キューピー・アイ㈱『メディカル・クオール』 6 月号 

特集 

おもちゃが変える高齢者・障害者の QOL 玩具プレイケア専門員の認定制度も確立 
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精神・神経疾患研究委託費「神経疾患の予防・診断・治療に関する臨床研究班」『神経臨床研究

班ニュースレター』 第 1 巻 4 号 

フォーラム開業神経内科医の声 

「医療者に見えない神経難病 在宅生活」（原稿掲載） 

 

全国在宅医療推進連絡協議会『患者と家族のための在宅療養在宅での自立を支える情報誌』  

会員クリニック訪問 

難病患者の生活を支えるために  



日経ＢＰ社『日経ヘルスケア 21』 第 155 号 

インタビュー 

在宅医療は現場主導が当たり前という風土を作り上げたい 

 

朝日新聞 10/24 朝刊 

くらし 

「医療行為」どこまで？ 在宅や福祉施設での介護 

 

読売新聞 10/7 朝刊 

この人に聞く 

在宅医療 患者の立場から推進 

 

エルゼビア・サイエンス㈱ミクス『医療経営情報』 No.135 4 月号 

アナログ・ダイアローグ 

川島孝一郎の往診クリニック日誌「馴染む」ことの大切さ （原稿掲載） 

 

エルゼビア・サイエンス㈱ミクス『医療経営情報』 No.134 2 月号 

アナログ・ダイアローグ 

川島孝一郎の往診クリニック日誌「ひとつの全体」から始まる （原稿掲載） 
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オフィス・プライム『介護支援専門員』 Vol.4 No.2 

フォト・ルポルタージュ 

介護の現場から 

 

田辺製薬㈱『診療所フロンティア』 

VHS 18 分ビデオ 

診療所フロンティア～明日の医療をみつめる医師たちの挑戦～ともに歩み、ともに闘う地域医療 

 

ライフサイエンス出版『PHYSiCiAN』 No.19 

特集在宅医療フロンティア 

REPORT 今、在宅医療の現場では人工呼吸器を付けながらの生活を支える呼吸器管理の現場

から 

  



㈱TKC 出版『TKC 医業経営情報』 12 月号 

特別企画 

在宅医療専門診療所の可能性を探る 

 

㈱西村書店『ダイナミック・メディシン』 2001 年夏    発行予定 

総論第 8 章在宅医療にかかわる医師から 

在宅医療の概念と実際（原稿掲載） 

 

エルゼビア・サイエンスミクス『在宅医療の実践！Ｑ＆Ａ』 5 月号 

ＡＬＳなどの重度障害患者さんへの介護支援制度は？(原稿掲載） 
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エルゼビア・サイエンスミクス『PREVISION 21』  

ACTION NOW 

往診・在宅医療専門医の展開 

 

日本 ALS 協会山形県支部『ＪALSA やまがた』 14 号 

特集 

宮城県のＡＬＳ在宅療養患者介助人派遣事業と仙台市の全身性障害者等指名制介護助成事業 

 

日本在宅医学会『ニュースレター（ＪＡＨＣＰ ）』 Ｎｏ．3 

私の在宅医療 

回心 

 

㈱ファーマインターナショナル『What Comes Next21』 Vol.2 No.2 

在宅医療の現場は、いまどうなっているのか 

 

㈱メディカルトリビューン『Home Care Medicine』 12 月第 3 号 

話題を追って 

全身性障害者介護人派遣制度どうなる？在宅における最重症患者の介護 

～公的介護保障の可能性～ 

 

東北放送 10 月 22 日 

週刊パパラビゾーレ 

スクープアウト 2000 「癌治療は今…」 ～癌と付き合う新治療法～  



仙台泉エフエム放送㈱ 

健康一口メモ 

 

仙台リビング新聞社『仙台リビング』 3 月初旬号 

歩く病院 訪問医 

 

日経ＢＰ社『日経メディカル』 2000 年 1 月号 

トレンドビュー 

「来て、見て、学ぶ」在宅医療学会主導で往診同行プログラム 
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日本 ALS 協会山形県支部『ＪALSA やまがた』 9・10 号 

特集 1 公的介護保健導入を控えて 

介護保険と全身性障害者介護人派遣制度 

 

読売新聞 10/14 朝刊 

医療ルネサンス 

変わる診療所 2 深夜も往診在宅の核に 

 

㈱厚生科学研究所『Gpnet』 99 年 8 月号 

介護保険とかかりつけ医 

在宅神経難病患者と選任介護人派遣事業 

 

薬業時報社『MEDIFAX』 99 年 3280 号 

かかりつけ医と在宅ケア 

 

㈱医療タイムス社『マルタケ医業情報ダイジェスト』 Ｎｏ.10-1 

病・医院経営 

在宅医療専門に徹し、外来はゼロ 

 

河北新報 5/25 朝刊 

みやぎ地域医療を考える 

24 時間対応 在宅の患者を支援 

  



㈱芳林社『Better Care』 第 6 号（春号） 

地域のキ-パーソン 

調子が悪けりゃ、いつでも行って、診ますよ―在宅医療に不可欠な緊急対応と患者・家族との信

頼― 

 

日経ＢＰ社『日経ヘルスケア』 99 年 3 月号 

診療所 

増える在宅医療専門の開業医 

 

理楽社『りらく』 99 年 2 月号 

りらくインタビュー 

重症患者の在宅医療を支える往診専門の医師 

 

 

1998199819981998 年年年年                                                                                                                                                                                                                                        

エルゼビア・サイエンスミクス『医療経営情報』 98 年 12 月号 

勤務医からの転身 

在宅医療の”面白さ”を知って開業 

 

(財）地域医療振興協会『地域医学』 98 年 10 月号 

特集 

ルポ ニュータイプの在宅医療の旗手 
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河北新報 97 年 12 月 

論壇 

ゲシュタルト―他との境界はひとつ―(原稿掲載） 

 

㈱日本医療情報センター『JAMIC JOURNAL』 97 年 12 月号 

開業特集 

高度在宅医療を往診のみで手がける 

 

河北新報 97 年 11 月 

論壇 

人の心はどこにある―「確信」持てない脳科学―（原稿掲載）  



㈱法研『けんぽ』 97 年 11 月号 

ルポ ’97 

東奔西走 往診専門クリニックの 1 日 

 

河北新報 97 年８月 

論壇 

がん患者の回心－「世界」との関係を発見－（原稿掲載） 

 

河北新報 97 年 7 月 

論壇 

在宅医療の基盤－患者・家族の「信頼」前提－（原稿掲載） 

 

クリニックマガジン『クリニックマガジン』 97 年 7 月号 

医療 NOW 

”往診専門”クリニックで新しい開業医療にチャレンジ 

 

㈱イメージラボラトリー『介護ジャーナル』 97 年 7 月号 

訪問診療最前線 

在宅医療は家族が主で医者は黒子、医療は生活の一部 

 

四国新聞 97 年 6 月 30 日 

私のひと事 

重症患者も在宅治療を 

 

大分合同新聞（夕刊） 97 年 6 月 23 日 

顔 

訪問診療に取り組む医師 

 

新潟日報（夕刊） 97 年 6 月 17 日 

スピーカー 

在宅医療へ医師も意識改革を 

 

福井新聞 97 年 6 月 17 日 

私のひと事 

医師は患者らの生活の一部に 

  



朝日新聞 5/25 朝刊 

終末や在宅医療考える-仙台で 2 つの講演会- 

 

朝日新聞 5/3 朝刊 

死生命あり 

家で死ぬ 「自分らしさ」求めて 

 

㈱協和企画通信『フューチャー』 97 年 4 月号 

ドクターの輪 

在宅患者を 24 時間支援 

 

NHK 3 月 2 日 

にっぽん点描 

いつも患者の傍らに ～ある往診専門医の 1 年～ 

 

(財）宮城県脳卒中協会『宮城県対脳卒中協会会報』 97 年 2 月号 

医療最前線 

在宅介護支援、もっと活用して（原稿掲載） 
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㈱医薬情報センター『ＭＲジャーナル』 96 年 12 月号 

医療新時代を築く 

外来なしの往診専門診療所が示す医療の現在 

 

ミヤギテレビ 11 月 28 日 

OH！バンデス 

テレビ電話で在宅医療 

 

朝日新聞 9/16 朝刊 

ＨＩＶ感染者を在宅治療 

 

TBC 9 月 3 日 

ぐらまらす火曜館 

みやぎ夢ステージ  在宅医療にかける川島孝一郎さん  



NHK 9 月 2 日 

列島ドキュメント 

患者を家族の家で看る 

 

朝日新聞 8/25 朝刊 

～さんに聞いてみました 

在宅医療専門医院を開業-治療より患者の心大切に- 

 

産経新聞 6/25 朝刊 

東北ワイド 

在宅医療専門病院の挑戦 

 

日経ＢＰ社『日経メディカル』 96 年 6 月号 

リポート 

”新業態”に挑む若手開業医の奮闘記 

 

毎日新聞 5/19 朝刊 

ライトアップ 

往診だけの病院を東北で初めて開業した 

 

河北新報 5/5 朝刊 

在宅患者を 24 時間支援 

 

ミヤギテレビ 4 月 10 日 

OH！バンデス 

特集 

 

 


