第７回能登 NST 合宿のご案内
皆様と共に、東日本大震災のより被災された方々にご冥福をお祈りするとともに、お見舞い申
し上げたいと思います。
さて、このたび第 7 回能登ＮＳＴ合宿を下記の通り開催する運びとなりました。能登の地域全
体の施設と職種の間の垣根を低くして参加し易いようにと願って企画いたしました。能登の栄養
サポートの裾野が広がることを期待しています。
大変お忙しいとは存じますが、多くの皆様にご参加いただければ幸いです。

◇日 時：平成 23 年 6 月 18 日(土) 9：30～ 19 日(日) 12:30 迄
(受付開始 9：30～)
◇会 場：能登ロイヤルホテル （石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷 ラ-1）
℡ 0767-32-3111
◇参加費：受講料として 1,000 円（当日徴収）合宿費として 12,000 円（前納）
◇募集人数：80 名
◇募集開始：平成 23 年 3 月 25 日（締め切り平成 23 年 5 月 7 日）
◇内容：共催セミナー（特別講演）２題
「PEG の最新情報と安全管理」
小川医院 院長 小川 滋彦 先生
「摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際」
日本大学歯学部摂食機能治療学講座 准教授 戸原 玄 先生
症例検討 2 題
基礎講座 5 講座
「栄養素・経腸栄養」、「経腸栄養における薬剤投与について」
「栄養管理に必要な検査の基礎知識」、「口腔ケア」、「嚥下リハビリテーション」
◇問い合わせ先：
恵寿総合病院 けいじゅサービスセンター（第 7 回能登 NST 合宿事務局）
〒926-9605 石川県七尾市富岡町 94 番地
TEL 0767-52-2300

（けいじゅサービスセンター直通）

FAX 076-752-1270
E-mail call@keiju.co.jp
担当： 寺尾美樹、北木美穂、小蔵要司

主催：能登 NST 研究会
石川県臨床検査技師会

プログラム
6 月 18 日（土）： 1 日目
9：30～
受付開始
9：50～
開講 挨拶
9：55～
日程説明

能登 NST 研究会 代表世話人 橋本 正明
第 7 回能登 NST 合宿 実行委員長 宮森 弘年

10：10～12：10
基礎講座
座長 町立富来病院 野口 晃
① 「栄養素・経腸栄養」 ： 恵寿総合病院 管理栄養士 北木 美穂
② 「経管栄養における薬剤投与について」 ： 市立輪島病院 薬剤師 村田 航一
③ 「栄養管理に必要な検査の基礎知識」 ： 町立富来病院 検査技師 中田 朝子
④ 「口腔ケア」 ： 広江歯科医院 歯科医師 廣江 雄幸
⑤ 「嚥下リハビリテーション」 ： 公立能登総合病院 歯科口腔外科 長谷 剛志
12：10～13：00
食事休憩（50 分）
13：00～13：30
アイスブレーキング （グループワークへ向けて簡単な自己紹介等）
13：30～15：30
症例検討Ⅰ（他職種数名でグループ編成）
恵寿総合病院 管理栄養士 尾崎 裕美
休憩
15：40～15：55
㈱大塚製薬工場 情報提供
15：55～16：55
㈱大塚製薬工場 共催セミナー
座長： 山中温泉医療センター センター長 大村 健二 先生

「 PEG の最新情報と安全管理 」
講師： 小川医院 院長 小川 滋彦 先生
16：55～17：25 質疑応答
17：30
1 日目終了 記念撮影 及び 宿泊・懇親会 説明
6 月 19 日（日）： 2 日目
8：30～
集合
8：45～10：35
症例検討Ⅱ 公立能登総合病院 看護師 木下 真由美
休憩 「座ってできるストレッチとリズム体操」 けいじゅアスロン健康運動指導士 一谷 真澄
10：50～1１：00
㈱クリニコ 情報提供
11：00～12：00
㈱クリニコ 共催セミナー
座長： 公立能登総合病院 脳神経外科 副院長

橋本 正明 先生

「 摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際 」
講師： 日本大学歯学部摂食機能治療学講座 准教授 戸原 玄 先生
12：00～12：30
質疑応答
12：35～

修了証書授与

閉校
主催：能登 NST 研究会
石川県臨床検査技師会

第 7 回能登 NST 合宿 参加申込書
申し込み日

月

日

*参加希望者 1 名につき 1 枚ご記入ください。
ふりがな
氏名
性別

(

男

，

女

）

施設名・施設所在地

職種、役職、勤続年数

職種

役職

勤続年数

過去の合宿参加回数
NST 専門療法士 認定

(

有

，

無

）

TNT 研修 修了

(

有

，

無

）

メールアドレス（ＰＣアドレス）
電話番号
FAX 番号

【申し込み方法】
参加申込書へご記入の上、FAX 又は PC メールにてお申し込みください。
応募を受け付けた方には募集締め切り後に専用口座番号をお知らせいたします。入金を確認いたしまし
たら受付完了となります。
【個人情報の取り扱いについて】
参加申込書にご記入いただいた情報は、能登 NST 合宿事務局からの各種連絡、情報交換のみに利用
いたします。
【お問合せ先】
恵寿総合病院 けいじゅサービスセンター （第 7 回能登 NST 合宿事務局）
〒926－9605 七尾市富岡町 94 番地
TEL：0767－52－2300 FAX：0767－52－1270 （けいじゅサービスセンター直通）
E-mail ： call@keiju.co.jp
担当：寺尾美樹、北木美穂（栄養士）、小蔵要司（栄養士）

主催：能登 NST 研究会
石川県臨床検査技師会

