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基礎 ・ 入門編

大阪アカデミア G ホール　

2016年 
2月27日(土)  28日(日)  

（大阪市住之江区南港北 1-3-5）

摂食嚥下障害のリハビリテーションを、藤島一郎先生が世に広める活動を始められてから年月が矢のように過ぎてまいりました。
今や世界中でこの活動に注目が集まっております。私共、国際治療教育研究所は幸運にも藤島先生とのご縁を頂き、摂食嚥下障害
のセミナーを開始して早くも１０周年を迎えることが出来ました。わが国では認知症患者の増加が大きな社会問題となっており、
実にタイミング良く高齢化社会のニーズに必要とされるセミナーになっております。
藤島一郎先生並びにその最高峰の学際的チームの皆様のご努力が、今や我が国で最も優れた活動をなされて、この分野のリーダー
としての権威と言っていいほどまでになっていることは、私から申し上げるまでもございません。医師、看護師、言語聴覚士、
理学療法士、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士の様々な専門職の方々より、実践に基づいた「Know How」を伝授していただき
ますので、チーム医療の一環として嚥下障害に携わる専門職の皆様にとって、絶好の機会となりますものと自信を持ってお勧め
いたします。例年どおり、「基礎・入門編」ではございますが、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。
記念すべき 10 周年となります本セミナーに、多くの皆様のご参加いただけますことを心よりお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際治療教育研究所　代表　藤井則之

■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

※定員（350 名）に達した場合には締切とさせていただきます。
　 なお、締切以降も残席がある場合は申込み可能です。
 　残席状況は、当所ホームページにてご案内いたします。

21,000 円 （2 日間）

※2 名以上でのお申込み　20,000 円

「修了証」 をご希望の方は 500 円プラスとなります

《申込締切日》 2016 年 1 月 29 日 （金）

受講料

2016 in OSAKA



プログラム

2 月 27 日（土） 2 月 28 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　21,000 円 （修了証含 21,500 円）
　　　　　※2 名様以上でのお申込み　20,000 円 （修了証含 20,500 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。
　※「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。
●申込締切日：2016 年 1 月 29 日（金）（定員になり次第締め切らせていただきます）
●定員：350 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返金いたします。
２．セミナー 14 日前から 8 日前まで：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 7 日前から前日まで：キャンセル事務手数料として 10,000 円を頂戴いたします。
４．セミナー当日：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。
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 154 回 国治研セミナー 受講申込書

 9：15 ～　　　　　受付・開場
 9：45 ～　　　　　開会あいさつ
 9：50 ～ 11：20　「摂食嚥下リハの概論（最近のトピックス）」 
     　　藤島 一郎 先生
11：30 ～ 12：20　「嚥下リハビリテーションにおける
   　　　リスク管理」　大熊 るり 先生　
12：20 ～ 13：20　昼食 休憩
13：20 ～ 14：40　「具体的な嚥下リハ手技①」 
     　　森脇 元希 先生　
14：50 ～ 16：10　「具体的な嚥下リハ手技②」 
     　　北條 京子 先生　
16：20 ～ 17：10　「嚥下調整食・栄養管理」 
     　　栢下　淳 先生　

  8：30 ～ 　 開場
  9：00 ～ 10：20「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　
10：30 ～ 11：20　「歯科的アプローチの実際」 
     　鴨田 勇司 先生　
11：30 ～ 12：10　「摂食嚥下障害患者における口腔ケア」
     　高柳 久与 先生　
12：10 ～ 13：00　昼食 
13：00 ～ 13：50　「摂食・嚥下障害患者に対する
   理学療法の実際」 　神津　玲 先生　
14：00 ～ 14：50　「在宅で安全に食べ続けるために」 
　　　　　　　　　　  　　　　　藤森 まり子 先生　
14：50 ～ 15：20   総括と Q＆A 　　　　　藤島 一郎 先生
     　ほか、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

大阪アカデミア G ホール　

第 154 回国治研セミナープログラム

※定員（350 名）に達した場合には締切とさせていただきます。
　 なお、締切以降も残席がある場合は申込み可能です。
 　残席状況は、当所ホームページにてご案内いたします。

※2 名以上でのお申込み　20,000 円


