
        

         

嚥下障害
2014 in Osaka

第 145 回 国治研セミナー

西村 立　先生
聖隷三方原病院  医師

北條 京子　先生
浜松市リハビリテーション病院  言語聴覚士

森脇 元希　先生
聖隷三方原病院  言語聴覚士

大塚 純子　先生
浜松市リハビリテーション病院  管理栄養士

藤森 まり子　先生
聖隷三方原病院  看護師

金沢 英哲　先生
浜松市リハビリテーション病院  医師

福永 暁子　先生
聖隷浜松病院  歯科医師

岡本 瑞乃　先生
聖隷浜松病院  歯科衛生士

夏井 一生　先生
聖隷三方原病院  理学療法士

福村 直毅 先生
鶴岡協立リハビリテーション病院 医師

2014 年

2 月 8 日（土）9 日（日）

講 師

日 時

受講料

会 場

藤島 一郎　先生
浜松市リハビリテーション病院　病院長
日本嚥下医学会　理事長

（申請中）

21,500 円（2 日間）
2 名以上でのお申込み　20,500 円
※「修了証」をご希望の方は 500 円プラスとなります。

大阪アカデミア  G ホール
（大阪市住之江区南港北 1-3-5）

昨今、我が国の超高齢社会の様々な問題点がテレビやマスコミに多く取り上げられておりますが、高齢者が、誤嚥が原因かと思われる肺炎で
お亡くなりになる報道が絶え間なく目につく時代となりました。　それにつれて摂食・嚥下障害・誤嚥について学びたいという意欲もますます
高まってきております。　藤島一郎先生の高い診療技術と、この分野での学会活動・地域啓発活動、そして病院長としての院内実践活動などは
比類を見ない高い評価を得られておいてのことはご承知かと存じます。　最近、藤島一郎先生が NHK にご出演され、「摂食嚥下障害」について
わかりやすく説明をされておられましたが、これも時代のニーズではないかと存じます。
毎年、好評理に開催してまいりました「嚥下障害セミナー」も第８回目を迎え、このたびは大阪での開催となります。　例年、本セミナーは

「基礎・入門編」として、藤島一郎先生にご企画をいただいておりますが、今回「重症度別嚥下アプローチ」という観点も加え、医師、看護師、
言語聴覚士、理学療法士、歯科医、歯科衛生士、管理栄養士など、様々な専門職方々に、実践的で、即、現場に役立つ講義をいただきます。
初心者の方だけでなく、中堅、上級の方々も、実践面で役に立つ「ノウハウ」が得られるプログラムとなっており、嚥下障害に関わるリハビリ
テーション専門職の方、チーム医療の一環として嚥下障害をさらに幅広く学ばれたい方々に最適のセミナーです。 　
皆様のご参加を心からお待ち申しあげております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際治療教育研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　藤井 則之

日本言語聴覚士協会／日本慢性期医療協会／日本訪問看護振興財団／日本栄養士会／日本介護福祉士会
大阪府看護協会／日本作業療法士協会／日本歯科医師会／日本老年歯科医学会／日本歯科衛生士会
東京都歯科衛生士会／大阪府歯科衛生士会／日本医師会／医歯薬出版株式会社（順不同）

■アクセス
地下鉄中央線「コスモスクエア」駅より
無料シャトルバス約 5 分

基礎・入門編

　＜東日本復興支援チャリティーセミナー＞
収益金の一部を被災地の復興支援金として寄付をさせていただきます。



プログラム第 145 回国治研セミナープログラム

2 月 8日（土） 2 月 9 日 （日）

※プログラムは変更することもございますので予めご了承ください。

●申込方法：ホームページhttp://www.iiet.co.jpの申込みページから、
　　　　　　または、本紙申込書にご記入の上、FAX にてお申込みください。
●受講料：2 日間　21,500 円 （修了証含 22,000 円）
　　　　　※2 名様以上でのお申込み　20,500 円 （修了証含 21,000 円）
　※お申込後 10 日以内に受講料のお振込みをお願いします。ご入金を確認後、受講番号の
　　ご案内をお送りいたします。
　※「受講票」は、開催日の 2 週間前よりお申込み代表者の方に一括にてお送りいたします。
●定員：400 名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
　※残席状況は、ホームページにてご案内いたします。
●キャンセルについて：（必ずご連絡をお願いいたします。）
１．セミナー 6 日前まで：振込手数料、受講票送料などの実費を差引いて返金いたします。
２．セミナー 5 日前から 2 日前まで：上記１の金額とキャンセル事務手数料として 5,000 円を頂戴いたします。
３．セミナー前日：上記１の金額とキャンセル事務手数料として 10,000 円を頂戴いたします。
４．セミナー当日：全額を頂戴いたします。但し、その場合は後日テキスト集を送付させていただきます。
５．天災、地変、不慮の事故など、不可抗力により開催されない場合、返金をご容赦いただく事もありますのでご了承ください。

1806637

※お振込の際には、お申込者の
　お名前を必ずご記名ください。
※お振込手数料は、ご負担を
　お願いします。

受講料お振込先

FAX to 03-3436-5808 第 145 回 国治研セミナー 受講申込書

9：15 ～ 　　受付・開場
9：50 ～ 11：20　　嚥下障害への対応　倫理面も含めて
 　　　　　　　　　　　　　　　　 藤島 一郎 先生
　（休憩 10 分） 
11：30 ～ 12：20 　急性期病院の嚥下障害とリスク
 　　　　　　　　　　　　　　       西村　立 先生
12：20 ～ 13：20    （昼食休憩）
13：20 ～ 15：10　 訓練手技のコツと重症度別アプローチ
  ( 途中休憩あり）   　　　　   北條 京子 先生
    　　　　   森脇 元希 先生
 （休憩 10 分） 
15：20 ～ 16：00 　段階別嚥下調整食と栄養管理について
 　　　　　　　　　　　　　　      大塚 純子 先生
　（休憩 10 分） 
16：10 ～ 17：00    生活習慣を変える患者・家族指導
 　　　　　　　　　　　　　　      藤森 まり子 先生

8：30 ～　　　　　開場
9：00 ～ 9：50　　嚥下障害の手術治療と気管切開の気道管理
 　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢 英哲 先生
　（休憩 10 分） 
10：00 ～ 10：50　嚥下障害への歯科的アプローチ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　福永 暁子 先生
　（休憩 10 分） 
11：00 ～ 11：50　明日から使える口腔ケア
 　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本 瑞乃 先生
11：50 ～ 13：00　（昼食休憩）
13：00 ～ 13：50　摂食・嚥下障害患者に対する
　　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸理学療法の実際
 　　　　　　　　　　　　　　　　　夏井 一生 先生
　（休憩 10 分） 
14：00 ～ 14：50　地域での嚥下障害治療
                                                          　福村 直毅 先生
14：50 ～ 15：20　総括と Q&A　　　
　　　　　　　　　　　　　　　  　　藤島 一郎 先生、講師
　

第 1 日目 第 2 日目

●振込は　　　月　　　日に　　　　　　　　　銀行から予定。　　

ご連絡先および受講票の送付先

ご連絡先および受講票の送付先

勤務先名

勤務先名

振込人ご名義（　　　　　　　　　　　　　）振込予定額（￥　　　　　　　）

お申込みの前に必ずお読みください


