東海３県の摂食栄養に関わる研究会合同開催！

♥食に関わる全ての方に！

教育実習

地域での取り組みや具体的な食支援の方法
について学べます。
多彩なプログラムは、裏面または
ホームページを参照ください。
「絶対やる気のNST」
（http://tfcnst.s500.xrea.com/）

少人数で
しっかり学べる
実習です
♥嚥下評価
♥食事介助
♥口腔ケア

〔日時〕
講演
２０１９年１月１９日（土）
地域で支えるためのノウハウを
１０：００～１７：００ 各方面の第一人者から学べるチャンス！
〔会場〕
今池ガスビル
（名古屋市今池１-８-８）
ホシザキ東海本社１F
（名古屋市中村区名駅5-21-3）

〔参加費〕

♥シーティング
医療法人誠佑記念病院
理学療法士 北出 貴則 先生

♥地域の食支援
ふれあい歯科ごとう
歯科医師 五島 朋幸 先生

♥認知症の食支援

１０００円（当日１５００円）
※講演Aの実習・教育実習・調理実習は
講座ごとに別途５００円必要です。

大阪大学大学院歯学研究科
准教授 野原 幹司 先生

調理実習
わかりやすく簡単！
♥病院・施設向き
♥在宅向き
の二つのコースが
あります。

たくさんの賛助企業からの
最新の情報提供もあります!!

※午後の調理実習では、
調理したもので、
VE（嚥下内視鏡検査）
を実際に見学できます。

《東海HEI和マニアとは？》
愛知・岐阜・三重県で活動する食支援に関わる団体である、在宅栄養支援の和・HEIWA
（Hirabari Eiyou Information Working Association）・東海嚥下食研究会・嚥下研究会食楽・
岐阜KAIGO食を考える会・とよた嚥下食の○（輪）・いりなか在宅歯科医療連携研究会、が地域の
食支援の向上を目的とし結集した会です。
〔主
〔共
〔後

催〕東海ＨＥＩ和マニア 〔大会長〕武内有城（たけうちファミリークリニック）
催〕公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団、東邦ガス株式会社
援〕社団法人名古屋市歯科医師会・名古屋市介護サービス事業者連絡研究会・公益社団法人歯科衛生士会
・公益社団法人愛知県栄養士会・公益社団法人三重県栄養士会・公益社団法人岐阜県栄養士会

■お申込みについてのお願い
・時間が重複しないように選択してください（一つのみ選択でも可）。
・講演Aの実習、講座D、E、F、G、H、I、は実習のため参加費に加え、講座ごとに別途500円が必要になります。
・調理実習Ｇ、Ｈはどちらか一方のみの参加となります。
・お申込みは先着順です。各講座が定員に達した場合、その講座の受付けは終了させていただきます。
■キャンセルの場合
・お申込み後、キャンセルされる場合は必ずご連絡下さい。
■フォーラム当日のお願い
・9階ガスホール内は飲食禁止となっています。お食事は、ガスビル内もしくは近隣の店舗をご利用ください。
・お昼はお弁当などの用意はありませんので各自ご用意をお願いいたします（７階プラチナルームを食事スペースとして開放いたします）。
・会場へお越しの際や会場間の移動には、公共交通機関をご利用ください。
■個人情報の取り扱いについて
お申込みの際ご記入いただきました個人情報は本研究会のみで使用し、その他の第三者に提供することは
ございません。適切な安全措置にて保管し、試用目的終了後はすみやかに破棄いたします。

今池ガスビル（名古屋市今池１-８-８）
9階 ガスホール

7階 プラチナルーム

4階 キッチンスタジオ

ホシザキ東海
９階 ガスホール前

本社ビル1階

7階 ダイアモンドルーム

（名古屋市中村区名駅5-21-3）

9:00
９：００～ 受付開始：総合受付 ９階ガスホール前（４階・７階では受付は行いません）
9:30

Ｇ

Ｉ

９：３０～１２：３０

開会の挨拶 洪先生
10:00

A

１０：００～１２：００

９：００～ 受付開始
９：３０～１２：００
調理実演（病院・施設）

D

「賢く、効率よくスチコン活用で

１０：００～１２：００

あっと驚く嚥下調整食」※試食付

調理実習（在宅）

講演

講師：介護付有料老人ホームTo-be

「市販品を活用した

「シーティング（仮）」

教育実習

医療法人誠佑記念病院

「食を支える食選び」

診療技術部
リハビリテーション室室長

旭労災病院 言語聴覚士 山本 美和 先生

理学療法士 北出 貴則 先生

西部医療センター 言語聴覚士

管理栄養士 徳永 佐枝子 先生

名古屋記念病院 管理栄養士

トヨタ記念病院 管理栄養士

田所 史江 先生

福元 聡史 先生

東海嚥下食研究会 調理師部会

【定員42名】

【定員40名】

立花 広明 先生

実習【定員24名】

主任調理師 小河原 隆之 先生
担当：東海学園大学 准教授

嚥下調整食」

共催 ホシザキ東海

【定員48名】

共催 キユーピー

※参加費とは別に材料費

※午前・午後と

５００円がかかります。

同じ内容になります。

※参加費とは別に

※実習は参加費とは別に

※参加費とは別に

材料費５００円

材料費等５００円がかかります。

材料費５００円

がかかります。

ライブ【定員350名】
共催 フードケア

12:00

ニュートリー
林兼産業

がかかります。

※東海摂食栄養フォーラム参加者を
対象といたします。午後からは本会

休憩

12:30

休憩

9:00～15:30

休憩

賛助企業展示

場へ移動をお願いします。
※移動は各自でお願いします。
※参加費、材料費合計1,500円を徴
収させていただきます。

13:00

B

１３：００～１４：３０

E

講演
「 食べること 生きること
～最期まで食べられる街づくり～

」
ふれあい歯科ごとう

１３：００～１５：１０

「食を支える環境作り」
桑名総合医療センター 歯科口腔外科
荒木 一将 先生
半田市立半田病院 摂食嚥下認定看護師
松田 朋子 先生
認知症看護認定看護師

【定員350名】

福元 鳴代 先生

１４：３０～１５：１０

【定員48名】

「特別座談会」

※参加費とは別に材料費

五島先生、野原先生 他

５００円がかかります。

15:00

16:00

C

休憩

F

１５：３０～１７：００

講演

教育実習

「 原因疾患別対応！

「食を支える口腔ケア」

大阪大学大学院歯学研究科

17:00

嚥下調整食」
名古屋記念病院 管理栄養士
田所 史江 先生
JA愛知厚生連 豊田厚生病院 医師
渡口 賢隆 先生
岐阜KAIGO食を考える会 歯科医師
戸田 敦子 先生
東海嚥下食研究会 調理師部会

共催 キユーピー
※午前・午後と同じ内容にな
ります。

１５：３０～１７：００

認知症高齢者の食支援 」
16:30

調理実習（在宅）
「市販品を活用した

【定員40名】

※申し込み不要

休憩
15:30

１３：００～１６：３０

教育実習

歯科医師 五島 朋幸 先生

14:30

H

高次脳口腔機能学講座

※午後はＶＥ検査実演
があります。
※参加費とは別に
材料費５００円
がかかります。

坂井歯科医院 歯科医師 坂井 謙介 先生
大垣女子短期大学 講師 歯科衛生士
三角 洋美 先生

顎口腔機能治療学教室

【定員36名】

准教授 野原 幹司 先生

※参加費とは別に材料費

【定員350名】

５００円がかかります。

閉会の挨拶 武内先生

お申込み・お問合せは、
「絶対やる気のNST」ホームページ（http://tfcnst.s500.xrea.com/）で！
申し込み受付期間 2018年11月1日（木）～12月31日（月）

QRコード

