
日 時

（2日間）

大洞 佳代子 先生
近畿大学医学部付属病院リハビリテーション科 医師

森脇 元希 先生
聖隷三方原病院  言語聴覚士

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

大曲 正樹 先生
聖隷三方原病院　理学療法士

糸田 昌隆 先生
大阪歯科大学附属病院 口腔リハビリテーション科
歯科医師

今田 智美 先生
京都第一赤十字病院　
摂食嚥下障害看護認定看護師

金沢 英哲 先生
浜松市リハビリテーション病院 医師  

西岡 心大 先生
長崎リハビリテーション病院　管理栄養士

岡本 圭史 先生
浜松市リハビリテーション病院　言語聴覚士

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　理事長相談役
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 理事

受講料 21,000 円

2018 年 2 月 28 日 ( 水） 迄に
　　　　　　　　　お申込み ・ ご入金

2 名様以上でお申込み

◆早期割引◆

　◆団体割引◆
20,000 円

※修了証をご希望の方は受講料に500円プラスとなります

20,000 円

　　　

         2018年

4月 21日(土) 9:50-17:00

4月 22日(日) 9:00-16:00

嚥下障害

2018 in ＫＯＢＥ

基礎・入門編

第167 回国治研セミナー
こくちけん

神戸コンベンションセンター　
神戸国際会議場 国際会議室 301

（神戸市中央区港島中町 6-9-1）

日本言語聴覚士協会／日本慢性期医療協会／日本栄養士会／日本訪問看護財団／日本介護福祉士会
日本作業療法士協会／日本老年歯科医学会／日本歯科医師会／日本歯科衛生士会 ( 順不同）

世界でも類も見ないほど急速に超高齢化社会となった我が国において、高齢者の方の摂食嚥下障害リハビリテーション

は、今やなくてはならない医療分野となっております。国治研セミナーが、この「嚥下障害～基礎・入門編」を開始

してから、早くも12回目を迎えます。本セミナーでは、藤島先生並びに最高峰の学際的チームを構成する医師、看護師、

言語聴覚士、理学療法士、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士と、様々な専門職の方々より実践に基づいた「ノウハウ」

を伝授していただき、毎年、好評を博して開催してまいりました。2018年は初めて神戸での開催となります。

例年どおり「基礎・入門編」ですが、中級、上級の方にも現場で即役に立つ講義内容となっておりますので、チーム医療

の一環として、嚥下障害に携わる皆様にとって、最高の学びとなりますものと自信を持ってお勧めいたします。

多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

主 催 一般社団法人 国際教育
後 援

講 師

JR 新神戸駅
　　↓

（市営地下鉄約 2 分）
　　↓
三宮駅
　　↓

（ポートライナー約 10 分）
　　↓
市民広場駅下車

◆アクセス◆

三
宮
駅

市
民
広
場
駅

神戸国際会議場

神戸ポートピアホテル

神戸国際展示場

ポートライナー

市民広場

〒102-0074
千代田区九段南３-7-12　九段玉川ビル５F
Tel: 03-6261-1933  Fax: 03-6261-1934
Email: semi@iiet.co.jp  URL: http://www.iiet.co.jp

＜2018 年 1 月 9 日より新事務所に移転いたしました＞
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※修了証をご希望の方は受講料に500円プラスとなります

20,000 円
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を伝授していただき、毎年、好評を博して開催してまいりました。2018年は初めて神戸での開催となります。

例年どおり「基礎・入門編」ですが、中級、上級の方にも現場で即役に立つ講義内容となっておりますので、チーム医療
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JR 新神戸駅
　　↓

（市営地下鉄約 2 分）
　　↓
三宮駅
　　↓

（ポートライナー約 10 分）
　　↓
市民広場駅下車

4 月 21 日 （土） 4 月 22 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

※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

  9︓15 ～　　　  受付・開場

  9︓50～10︓50　「摂食嚥下リハの概論（最近のトピックス）」

           藤島 一郎 先生
11︓00～12︓00   「嚥下リハビリテーションにおける
　　　　　　　　　　　　　　  リスク管理」　大洞 佳代子 先生　

12︓00～13︓00　 （昼食休憩）    

13︓00～14︓20　「具体的な嚥下リハ手技①」森脇 元希 先生　

14︓30～15︓50　「具体的な嚥下リハ手技②」北條 京子 先生　

16︓00～17︓00　「摂食・嚥下障害患者に対する
　　　　　　　　　　　     理学療法の実際」  大曲 正樹 先生　

  8︓30～ 　開場
  9︓00～10︓00   「嚥下障害者への歯科アプローチ」　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸田 昌隆 先生　
10︓10～11︓10　「嚥下リハビリテーションにおける
                                 職種間の連携について」 今田 智美 先生  
11︓20～12︓20　「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 
12︓20～13︓20　 （昼食休憩）
13︓20～14︓20   「嚥下調整食・栄養管理」　     西岡 心大 先生
14︓20～15︓20　「嚥下障害の倫理について（症例提示）」 
  　　  　　　　 藤島 一郎 先生・岡本 圭史 先生　
15︓20～16︓00　「総括と Q＆A」　  藤島 一郎 先生、ほか講師　

第 1 日目 第 2 日目

お申込みの前に必ずお読みください

第 167 回国治研セミナープログラム

【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】　21,000 円（2日間）（修了証含 21,500円）
　◆早期割引◆2 月 28 日までにお申込みとご入金は、20.000 円（修了証含 20,500円）
　　　　      ※3 月 1 日以降のご入金は早割割引は適用されません。予めご了承ください。
　◆団体割引◆2 名様以上でのお申込みは、20,000 円（修了証含 20,500円）
　※お申込後 7 日以内に受講料のお振込みをお願いします。

【受講票】　ご入金を確認後、順次、ご登録 E-mail アドレスあてにメールにてお送りいたします。
　※2 名以上でお申込みの方は、全員のご入金を確認後に、お申込み代表者の方に一括にて
　　お送りいたします。
　※FAX でのお申込みで、E-mail アドレスのご登録がない場合には、ご郵送させていただきますので予めご了承ください。

【定員】240 名（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 15 日前まで︓振込手数料を差引いて受講料の全額をご返金いたします。
　２. セミナー 14 日前～ 8 日前まで︓キャンセル事務手数料として 10,000 円を頂戴いたします。
　３. セミナー 7 日前～当日︓受講料の全額を頂戴いたします。但し、後日テキスト集を送付させていただきます。
　４. 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。

フリガナ

名前

TEL 携帯 修了証の発行
（手数料500円） □要□不要

勤務先名 E-Mail

フリガナ

名前

TEL 携帯 修了証の発行
（手数料500円） □要□不要

勤務先名 E-Mail

　今回のセミナーを何で知りましたか︖　□DM（チラシ）□DM(メール） □ホームページ □知人の紹介 □雑誌（　　　　　　） □その他（　　　　 　　)

　お申込み人数　計　　　　　名　代表者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ※2名以上でのお申込みは、本紙をコピーしてお使いください

FAX

職業

男
・
女

（ご住所）□自宅　□勤務先
〒　　　　　－　　　

           月　　　日に（　　　　　　　　）銀行から（￥　　　　　　　　　）振込み予定　/　振込人名義（　　　　　　　　　　　）　

　今回のセミナーを何で知りましたか︖　□DM（チラシ）□DM(メール） □ホームページ □知人の紹介 □雑誌（　　　　　　） □その他（　　　　 　　)

FAX

職業

男
・
女

（ご住所）□自宅　□勤務先
〒　　　　　－　　　

FAX TO 03-6261-1934　《第 167 回国治研セミナー受講申込書》
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＠


