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研究会発足７年を迎えて 
 

会長 豊島 義哉 

木沢記念病院 ＳＴ 

 

 以前は摂食・嚥下障害を呈する方たちに経管栄

養などが安易に行われていましたが、摂食・嚥下

障害のリハビリテーション（以下、摂食・嚥下リ

ハビリ）の発展に伴い、『再び口から食べられるよ

うになった』という報告が学会や研修会などで聞

かれるようになってきました。しかし、当時県内

では摂食・嚥下リハビリを行っている病院や施設

は少なく、対応方法も試行錯誤の状態で経管栄養

にて退院し在宅となるケースが多い状況でした。 

そこで、医療、保健、教育、福祉などの関係職

種が摂食・嚥下障害の理論と実際について研修お

よび意見交換をし、摂食・嚥下障害児者のＱＯＬ

の向上に貢献できるようにとの思いから、７年前

に「岐阜県嚥下障害研究会」を発足させました。 

 

 

 

 
 

「初級課程講習会*を終えて」 

土岐市立総合病院 ＳＴ 加藤孝憲 

 

 今回で７回目となる初級課程講習会において、 

講師という立場で参加いたしました。毎回定員を 

超える参加希望があり、摂食・嚥下リハビリテー 

ションへの関心の高さを感じます。 

 参加者の皆様の気持ちは、私が１９９８年８月 

に行われた「第１回岐阜県嚥下障害研究会・学術 

講演会」に参加した時と同じではないかと思いな 

がらお話させていただきました。当時、患者様を 

目の前にし、自分に何ができるのか、どんな食事 

以後、初級課程講習会、学術講演会・総会を年に

１回ずつ開催、また系統的学習を図るため小児と

成人の２つの領域に分かれて年４回ほどの勉強会

を各々実施し、徐々に力を付けて参りました。現

在では会員数も４００名を超え、小児・成人領域

それぞれにおいて摂食・嚥下リハビリの中核的機

能を果たすような病院、施設も増えてきています。

そして、県外の方々からも講習会への参加や研究

会への入会をいただけるようになっております。 

摂食・嚥下の分野は、医療、保健、教育、福祉

など広範囲に亘り、そして多職種の方々が関係す

ることから、そこにやりやすさと難しさが混在し

ています。しかし、指導の現場では「食べること

の大切さ、喜び」を実感できる幸せもあります。 

 今後とも、当研究会は摂食・嚥下障害児者のＱ

ＯＬの維持、向上の一助となれるよう、関係各位

の方々よりご助言、ご協力を賜りながら、一歩ず

つ前進して参る所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導方法が最もよいのか考えていました。皆様も 

“明日からできることは？”との考えがあったと 

思います。 

 今回３名の講師で研修会を行いましたが、何か 

一つでもお役に立つことがあったとすれば幸いで

す。私自身まだまだ勉強不足であり、今後も皆様

と共に摂食･嚥下リハについて勉強していきたい

と思っております。 

（＊８月８日、参加者９７名にて にぎやかに開催！） 

NNoo..11（（22000044..99 発発行行））  

 

岐岐阜阜県県嚥嚥下下障障害害研研究究会会  

発行所：岐阜県嚥下障害研究会

事務局：木沢記念病院 ＳＴ室 

 

成人 勉強会 レポート 
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  モグモグ通信を始めとする研究会の｢研修会案内＆最新情報｣が 全会員の皆様に伝達できるよう、 

この度 会員名簿ならびにデータベースを整理することになりました。 

  つきましては、お手数ながら 下記の要領にて手続きのほど、よろしくお願いいたします。 

記 

《登録方法》①同封の入会申込書に必要事項を記入の上、ご送付ください。 

      送付先：〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口７０３－２４ 

          土岐市立総合病院 言語療法室 加藤孝憲 宛 

          ②（入会申請についての承認を理事会で得た後に、会則および） 

振込案内、振込用紙を折り返し郵送いたします。 

＊（ ）内は 新規入会申込者のみを対象に実施 

③振込案内の到着後、年会費１,０００円をお振込ください。 

＊本年度 会費納入済みの方は、入会申込書①にその旨を記載！ 

④ご送金を確認後、会員登録させていただきます。 
 

《補足事項》・申請の締切日は、毎月末とします。 

      ・２年間 会費を滞納された場合は、登録を抹消させていただきます。 

      ・振込用紙の控えを持って会員証とします。大切に保管ください。 

 

事務局からのご連絡 

入会申込書 提出 

（土岐総合 加藤宛） 

今年度入会者を除く 

全会員を対象！ 

（理事会にて承認後） 

振込案内 送付 

年会費 振込手続 

（１,０００円） 

送金確認後 入力 

会員登録 完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

「小児摂食指導講習会を終えて」 

県立希望が丘学園 ＳＴ 柴田一浩 
 
８月２１日･２２日の両日、第３回小児摂食指導

講習会（初級課程）を平成医療専門学院を会場に

開催しました。参加者はスタッフを含め４８名で、

養護学校の教諭を中心に、就学前の通園施設の指

導員、保育士、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴなど、多職種で

構成されていました。講師には、埼玉県立熊谷養

護学校の自立活動専任教諭で、通称もぐもぐクラ

ブ（関東地区の摂食指導臨床研究会）講師の野村

春文氏をお招きして実施しました。 

これまで小児勉強会では、医療・セラビスト側

からの視点に合わせた内容のものばかりでしたが、 

 

 
 
今回は教諭の立場から教育的視点に立ち、摂食指

導のあり方について、講義や実技演習を交えつつ 

活気に満ちた一味違う講習会が開催できました。 

学校現場では給食指導が一つの教育課程として

位置づけられてきていること、重度障害のお子さ

んが増えている中でしっかりとした知識と技術の

習得がとても重要なことなどを述べてみえました。 

 アンケートには、とても満足のいく講演会であ

ったこと、野村先生を講師とした定期的な講習会

の開催や小児勉強会への継続的参加を希望すると

の意見が多く寄せられていました。 

 なお、もぐもぐクラブ主催の春・夏の講習会は

今年度から実施しないとのこと。本小児勉強会で

の継続講習の取り組みの必要性を強く感じました。 

 

小児勉強会 

レポート 

 

① 

② 

③ 

④ 



岐阜県嚥下障害研究会                                       モグモグ通信 No.1 

3 

平成１６年度 研修会 年間スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●摂食･嚥下リハ 初級課程 講習会 

日時：平成１６年８月８日（日） 

 午前１０時～午後３時 

場所：木沢記念病院（美濃加茂市古井町） 

 

■第１回勉強会 

日時：平成１６年９月２５日（土） 

   午後２時半～４時半 

場所：朝日大学（瑞穂市穂積） 

内容：「摂食･嚥下障害とリハビリテーション」 

講師：津田豪太先生 

（福井県済生会病院、耳鼻咽喉科部長） 

 

■第２回勉強会 

日時：平成１６年１０月２３日（土） 

   午後２時～４時 

場所：木沢記念病院 中部療護センター 

３階 討議室（美濃加茂市古井町） 

内容：「脳卒中と嚥下障害」 

講師：三竹愛子先生 

（土岐市立総合病院、神経内科医師） 

 

■第３回勉強会 

日時：平成１７年１月２２日（土） 

午後２時～４時半 

場所：朝日大学（瑞穂市穂積） 

内容：「要介護者の口腔ケア －理論と実践―」 

講師：土田治先生（土田歯科医院、歯科医師） 

西村美智子先生 

   （山県口腔ケアステーション、歯科衛生士） 

 

■第４回勉強会 

日時：平成１７年３月１９日（土） 

午後２時～４時半 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成１６年１１月２８日 

   午前１０時～午後４時 

場所：中部学院大学（関市倉知） 

内容：午前 講演（２演題） 

   午後 総会、一般演題発表 

   嚥下障害補助食品展示 

   書籍販売 

講演：①「口腔機能の正常発達と嚥下障害」 

   朝日大学 歯学部 小児歯科学分野 

   教授 田村康夫先生 

   ②「摂食･嚥下リハビリテーションの実際」 

   藤田保健衛生大学 衛生学部 リハビリ学科 

   助教授 岡田澄子先生（言語聴覚士） 

会費：会員 ２,０００円 非会員 ３,０００円 

問合せ：ＦＡＸまたはＥメールにて 下記宛に 

    〒505-8790 

美濃加茂市古井町下古井５９０ 

     木沢記念病院内 

  岐阜県嚥下障害研究会 事務局 宛 

    ＦＡＸ ０５７４－２６－２１８１ 

場所：木沢記念病院 中部療護センター ３階 討議室 

内容：症例検討会 ４例予定 

    Ｅメール gengo@kizawa.or.jp 

     ＊電話での問合せは ご遠慮願います！ 

 

成人部門 
 

《成人部門 勉強会》 
 
参加費：会員 ５００円 非会員 １,０００円 

 

申込み：ＦＡＸまたは郵便で 下記宛に 
 

〒509-5122 

土岐市土岐津町土岐口７０３－２４ 

土岐市立総合病院 リハビリ部内 

岐阜県嚥下障害研究会 

成人勉強会係 加藤孝憲 宛 
 

ＦＡＸ ０５７２－５４－８４８８ 
 

＊氏名、勤務先、職種、連絡先の住所、 

電話番号＆ＦＡＸ番号、会員･非会員 

の区別を明記！ 
 

    ＊電話での問合せは ご遠慮願います！ 

 

    

内容の詳細や

申込み方法は

１０月中旬に  

ご案内予定！ 

 

第７回 学術講演会・総会 
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●第３回小児摂食指導講習会 

日時：８月２１日（土）午後１時～６時 

２２日（日）午前９時～午後４時 

場所：平成医療専門学院（岐阜市黒野） 

テーマ：「摂食･嚥下障害児へのアプローチ 

         ―教育的視点から考える－」 

講師：野村春文先生 

   （埼玉県熊谷養護学校、自立活動専任教諭） 

問合せ：県立希望が丘学園 訓練室 柴田一浩 宛 

ＦＡＸ ０５８－２３３－７１２３ 

        Ｅメール shi－bata@gc4.so－net.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第１２回小児勉強会 

日時：平成１７年１月２９日（土） 

   午前１０時～午後４時 

場所：各務原市福祉の里（予定） 

内容：症例検討会 ２例 

参加費：会  員 ５００円（弁当付） 

 非会員 ８００円（ 〃 ） 

問合せ：各務原市福祉の里 たんぽぽ 安田香実 宛 

ＦＡＸ ０５８３－７０－７５１１ 

     Ｅメール kagusan@ccn.aitai.ne.jp 

 

■第１３回小児勉強会 

日時：３月５日（土）午前１０時～午後４時半 

場所：平成医療専門学院（予定） 

内容：「知的・広汎性発達障害児へのアプローチ 

―認知発達的側面を含めて―」 

講師：木村順先生 

（私塾「療育塾」主宰、作業療法士） 

参加費：会  員 １,０００円 

 非会員 ２,０００円 

問合せ先：県立多治見病院 リハ科 田本朋巳 宛 

ＦＡＸ ０５７２－２５－１２４６ 

          Ｅメール HKI03994＠nifty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再登録申請 

忘れずに 

やろうね！ 

 

小児部門 

 
 

◆ 地域リハビリテーション研修会 ◆ 
 
日時：１１月６日（土）午後１時～５時 

場所：県立多治見病院 診療本館 ３階講堂 

テーマ：「口腔ケアについての理解と実践」 

内容：①講演「障害者の口腔ケアと口腔機能 

訓練についての紹介」 

朝日大学歯学部 総合歯科学講座 

助教授 玄景華 氏 

    ②実技演習「口腔ケアの実際」 

       朝日大学歯科臨床研究所 

       歯科衛生士 川口千治 氏 

       ③実践報告「多治見市における口腔 

 ケア在宅指導の取組み」 

歯科衛生士 栗木みゆき 氏 

参加費：無料 

定員：２００名（１０月１６日にて 受付終了） 

主催：東濃地域リハ広域支援センター 

申込み：ＦＡＸにて 下記宛に 
 

岐阜県立多治見病院 

リハビリテーション科 地域リハ係 

東濃地域リハ広域支援センター 

地域リハビリテーション研修会係 
 

ＦＡＸ ０５７２－２５－１２４６ 
 

＊氏名、勤務先、職種、連絡先の住所、 

電話番号＆ＦＡＸ番号、Ｅメールア 

ドレスを明記！      

＊HKI03994＠nifty.com にメールいた 

だければ、詳細案内と専用申込用紙 

を添付返信いたします。      

＊電話での問合せは ご遠慮願います！ 

 

耳耳寄寄りり研研修修会会  
 

 おおすすすすめめ  ＤＤＶＶＤＤ     

・摂食･嚥下のメカニズム 解剖生理編 

 医歯薬出版 ４,０００円十税 

・人間解剖学 ２ 筋学（頭頚部） 

 わかば出版 ３,８００円十税 

 

― 編集後記 ― 
 

試行錯誤しながら仕上げた「モグモグ

通信 第 1号！」、いかがでしたか？ 

 会員の皆様のよりよい会報となる様、

今後 少しずつ内容の充実に努めたいと

思います。 

 ご意見･ご要望などがありましたら、

HKI03994＠nifty.com に メールを！ 

耳寄り情報なども お待ちしています。 

 


