令和４年４月２５日
会員各位
（公社）長崎県栄養士会 医療協議会
代表 冨工 由貴

2022 年度（公社）長崎県栄養士会 医療協議会
第 1 回スキルアップ研修会（生涯教育実務研修）開催のご案内

惜春の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび下記のとおり標記研修会を開催いたします。
今回は昨年改訂となりました「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食 2021」
に関する講義を行います。基礎編は学会分類 2021 の改定のポイントについて、応用編は
特に在宅で嚥下調整食を続けられる患者さんやそのご家族への栄養指導の実際について、
長年病院の管理栄養士として培われた豊富なご経験からのご講義をお願いしています。
多数の皆様にご参加いただきますよう、ご案内いたします。

記

＜日時＞ 2022 年 6 月 25 日（土）13：55 ～ 16：45
＜場所＞ 出島メッセ長崎 １階 会議室 108（長崎市尾上町 4-1）
※会場と WEB（Zoom）のハイブリッド開催
＜内容＞ 13：30～13：55 受付（WEB 参加の方は 13：30 より入室可能）
13：55～14：00 開会挨拶
（公社）長崎県栄養士会医療協議会 代表

冨工 由貴

14：00～16：45 講義「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食 2021
基礎と応用 ～学会分類 2021 について から 嚥下調整食の
栄養指導の実際まで～」
講師 広島修道大学 健康科学部
教授 栢下 淳子 先生
（途中休憩があります）
16：45

閉会

＜取得できる単位＞
食と栄養に関する基礎知識

根拠に基づいた栄養管理

摂食・嚥下機能 臨床栄養

項目番号

R23

118 1 単位

※準じて取得できる専門分野
公衆栄養 P 地域栄養 T

福祉栄養(高齢者・障がい者)FS 福祉栄養(児童)FG

※単位認定について
単位認定を希望される方は、キャリアシートを 7/9(土)までにご提出ください。
⇒提出先 愛野ありあけ病院

山口

FAX：0957-36-3158（直）
または E-mail：eiyou.ariake@gmail.com

○糖尿病療養指導士（CDEJ）

第 1 群 各 0.5 単位

○病態栄養専門（認定）管理栄養士更新のための単位

1 単位（申請中）

＜申込方法＞・・・会場参加・WEB 参加共通
下記 URL または QR コードよりお申し込みください。

https://forms.gle/xmnWVkK491Cd4MJc8

こちらからも
申込みできます

WEB 環境のない方は添付の申込用紙でお申し込みください。

◆会場での参加は、約 40 名程度を予定しています。会場参加希望が多数の場合は、感染
防止対策の観点から、WEB 参加をお願いすることもありますのでご了承ください。

＜参加費＞・・・※参加形態により支払方法が異なりますのでご注意ください。
3,000 円 但し、
（公社）長崎県栄養士会会員の方は
①会場参加 ・・・【当日徴収】

1,000 円

資料は当日配布

②W E B参加 ・・・【事前振り込み】1,000 円 視聴＋資料（ｷﾞｶﾞﾌｧｲﾙ便）
※WEB 参加の方の資料はメールにてギガファイル便での送付となりますが、
別途資料の送付を希望される方は資料・送付代として 200 円頂きますので
申込の際にご記載の上、1,200 円お振込みください。

WEB 参加の方は下記口座へお振込みください。（振込手数料は各自ご負担をお願いします。
）
◆振込先
銀行名 ： 十八親和銀行 県庁支店
口座番号：
名義

：

（普）1008141
シャ）ナガサキケンエイヨウシカイイリョウキョウ

※個人名義以外の通帳での入金の場合は、個人名が分かるように入金時に名前の変更を
お願いします。

☆申込及び参加費振込締め切り

6 月 10 日（金）

※WEB 参加の Zoom の ID・パスコード及び資料は、入金確認後メールにてお送りいたします。
開催 2 日前になってもメールが届かない場合は問い合わせ先へご連絡ください。

◎申込締切以降に欠席の連絡をする場合は問い合わせ先へご連絡ください。

＜問い合わせ先＞
医療法人社団 英仁会 愛野ありあけ病院 栄養課
E-mail：eiyou.ariake@gmail.com

山口祐介

TEL：0957-36-3115(直)

FAX：0957-36-3158(直)

＜研修会当日のみの緊急連絡先＞・・・当日欠席する場合等
医療協議会代表 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院

冨工 由貴

携帯：090-2713-2254

＜注意事項＞
〇集合研修
（公社）長崎県栄養士会研修会『新型コロナウイルス感染症』対応ガイドラインに
沿った開催となります。長崎県栄養士会ホームページにてご確認ください。
〇WEB 研修
※WEB 配信を用いた研修会となりますので、通信状況や機械操作等でトラブルが
発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
※長崎県栄養士会では Zoom の接続に関するサポートは行っておりません。
〇新型コロナウイルス感染症の発生状況により会場開催が不可の場合は後日改めて
ご連絡いたします。

＜会場へのアクセス＞
◎ＪＲでお越しの方
ＪＲ長崎駅 西口直結

◎バスでお越しの方
長崎県営バスターミナルより
徒歩 10 分

◎車でお越しの方
出島メッセ長崎駐車場あり（有料）

◎講師紹介

栢下

淳子 （かやした

あつこ）先生

広島修道大学 健康科学部

教授 （管理栄養士）

徳島大学医学部栄養学科 平成 2 年卒業

徳島大学卒業後、小松島赤十字病院（現徳島赤十字病院）に入社。病院栄養士としての業務の傍
ら、多くの学会発表や、地元市民と共同してオリジナルのお菓子（商法登録済）の開発、院内での
「ホスピタルカフェ」の運営など、大変多くの実績を残されています。
また、嚥下障害患者向けのレシピ集「嚥下食ピラミッドによるペースト・ムース食レシピ 230」
を出版され、平成 30 年に広島修道大学健康科学部の教授となられた現在も、後進の育成に従事さ
れながら、「疾病者が継続できる嚥下調整食および形態調整食」をテーマに研究を続けられていま
す。

ＦＡＸで送られる場合には、送り状は不要です。本状のみお送りください
ＦＡＸ ０９５７-３６-３１５８

※ご注意
WEB 参加の方で FAX 申し込みをされる方は必ずメールアドレスをご記入ください。
（Gmail が受信できるアドレスでお願いします。※キャリアメール不可）

送 信 日：令和４年
申込締切日：令和４年

月

日

６月１０日

愛野ありあけ病院 山口 行

2022 年度（公社）長崎県栄養士会
第１回スキルアップ研修会

医療協議会

参加申込書

上記研修会に参加したいので申し込みます。
参加方法

氏

会場参加

・ 非会員

（会員の方）
医療

所属協議会

・
支部

支部名

メールアドレス

WEB 参加

会員番号

名

緊急連絡先

・

TEL

－

その他（

）

勤務先名
－

※WEB 参加者のみ

＠

各種単位

・

糖尿病療養指導士（CDEJ）第１群 各 0.5 単位

（必要に◯）

・

病態栄養専門（認定）管理栄養士更新のための単位 1 単位

◎現在、摂食嚥下機能低下の対象者に対して栄養指導を行っていますか？
行っている（加算） ・ 行っている（非加算） ・ 行っていない
◎栢下先生への質問や連絡事項等ありましたらご記入ください。

ご記入頂いた事項は、当研修会の運営のみに使用します。

