北見摂食嚥下
北見摂食嚥下ケア
嚥下ケア研究会記念講
ケア研究会記念講演会
研究会記念講演会 開催のご
開催のご案内
のご案内
オホーツクの地で共に働く多職種の皆様方と、摂食嚥下障害をはじめ口から食べることに関して、一緒に勉強をしていき
たいと考えて発足した当会の今年度講演会は、田中靖代先生にお越しいただくことになりました。
「摂食嚥下リハビリは、特別な資格を持つ人だけが始めるのではなく、その障害を持つ人と出会い、その障害に気づいた
人がリハビリチームに声かけをすることで始まる。」という考えで一貫して実践してこられた先生の取り組みはとても参考
になるのではないかと考えたからです。今回更に全国訪問歯科研究会 塾長の加藤武彦先生にも参加いただきお話しをいた
だく予定になっております。この講演会を通じて地域における多職種連携が更に一層密なものになることを期待していま
す。是非とも多くの皆様方の参加をお待ちしています。
北見摂食嚥下ケア研究会 会長 松浦 信一

日
時 ： 2014 年 7 月 26 日（土） 13：00 ～16：00 (受付開始 12：30)
場
所 ： 日本赤十字北海道看護大学 講堂 ( 〒090-0011 北海道北見市曙町 664 番地 1 )
参加対象
参加対象 ： 医師、歯科医師、看護師、介護士、歯科衛生士、ケアマネージャー、言語聴覚士、
作業療法士、他医療従事者の方
参 加 費 ： 無料
定
員： 200 名
申 込 み ： 裏面の参加申込書を 2014 年 7 月 18 日（金）までに、FAX にてご送付ください。

加藤 武彦 先生
加藤歯科医院 / 全国訪問歯科研究会（
全国訪問歯科研究会（加藤塾）
加藤塾）塾長

プログラム

13:00~13:0
13:00~13:05
:00~13:05 開会の辞：
北見摂食嚥下ケア研究会 会長 松浦 信一
13:05~13:50
13:05~13:50 講演１
「地域包括ケアにおける歯科の役割
～食の自立支援が生活の自立に～」
全国訪問歯科研究会（加藤塾）塾長、 加藤歯科医院 加藤 武彦 先生
13:50~14:00
13:50~14:00 休憩

1961 年（昭和 36 年） 東京歯科大学卒業
1964 年（昭和 39 年） 横浜市にて開業
加藤塾（全国訪問歯科研究会）主宰
在宅ケアを支える診療所 市民全国ネットワーク 歯科部会
理事 日本顎咬合学会
＜執筆書籍＞
・共著『食べられる口づくり 口腔ケア＆義歯』DVD 付（医歯薬
出版）2007
・編著『食べる機能を回復する口腔ケア』（医歯薬出版）2003
・著書『治療用義歯を応用した総義歯の臨床』
（医歯薬出版）2002
・共著『口から食べることへの支援 -要介護高齢者の口腔ケア-』
（環境新聞社）2002
・編著『口腔ケアの最前線』（雲母書房）1998

14:00~15:30
14:00~15:30 講演 2
「食べるって楽しい！看護と介護の摂食・嚥下リハビリ」

田中 靖代 先生
ナーシングホーム 気の里 施設長

ナーシングホーム 気の里 施設長 田中 靖代 先生
15:30~15:40
15:30~15:40 質疑応答
15:40~16:00
5:40~16:00 閉会の辞：
北見摂食嚥下ケア研究会 副会長 山崎 和大

1972 年 豊橋市立看護専門学校卒業後、豊橋市民病院入職。脳神
経外科、整形外科、神経内科、リハビリ、手術室、回復期リハビ
リ病棟などの婦長として活躍。
2001 年 3 月 同院退職
2001 年 12 月 「ナーシングホーム 気の里」を開設
愛知大学法経学部 卒業
＜執筆書籍＞
・著書『食べるって楽しい！看護と介護の摂食・嚥下リハビリ』
（日本看護協会出版会）
・共著『家庭介護の手引き（脳卒中）』 川嶋みどり監修 （小学館）
・共著『老年看護技術（最後までその人らしく生きることを支援
する）』真田弘美 正木治恵監修 2011 他

主催：北見摂食嚥下ケア研究会、(一社)北海道保険医会 オホーツク支部
後援：(一社)北見医師会、北見歯科医師会、北海道衛生士会 オホーツク支部、北海道言語聴覚士会 北網支部、ティーアンドケー株式会社

お申込・お
申込・お問合
・お問合せ
問合せ先
ティーアンドケー株式会社
TEL：03-5640-0233 /

担当：髙田
ホームページ： http://www.biotene-tk.co.jp/
FAX：03-3668-2790 / 緊急連絡先：080-6613-3409
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申し込み 受付完了のご
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＊ 5 名以上のご参加の場合
には、コピーしてお使いくだ
さいますようお願いいたしま
す。

FAX：
FAX ：
ご担 当者
所属：

御氏名：

会場：
会場： 日本赤十字北海道看護大学 講堂 （ 〒090-0011 北海道北見市曙町664番地1 ）
● 柏陽駅 より徒歩
より徒歩 8分 ／ 北見 駅よりタクシーで
駅よりタクシーで約10分
よりタクシーで約10分

Ｔ＆Ｋ 返信欄
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お申込
お申込 みありがとうございます。
みありがとうございます。
上記のとおり
上記のとおり受理
のとおり 受理いたしました
受理いたしました。
いたしました。

・ ご記入頂きました個人情報は当セミナーの出欠の有無・セミナー報告書に利用いたします
・ 個人情報の取り扱いは弊社個人情 報保護方針に則り厳重に管理いたします

