
研修会のご案内
第13 回
呼吸リハ・ケア研修会
COPDを中心に呼吸ケアを包括的に学ぶ
〜病態のつながり、評価とアプローチの理解〜
　呼吸・循環器は体の様々な活動と関連します。

「大切なのはわかっているけど難しそう…」、「呼吸器疾患の方も多いから出来る事を増やしたい」という
思いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。　
　この研修会では呼吸器生理学や病態生理学、聴診、画像の見方をはじめ、運動療法、触診、呼吸介助
法の実技演習など 2 日間を通じて呼吸ケアについて包括的に学びます。
　誤嚥性肺炎や COPD を中心とした呼吸器疾患について、いろいろな職種の垣根を越えて呼吸ケアに 
必要な知識や共通言語・技術の理解を深め、日々の業務へ活かすことができる研修会です。
　これから呼吸リハ・ケアに携わる方でも分かりやすい内容ですので、どうぞお気軽にご参加ください。

研修内容

○呼吸器解剖・生理学の理解
○胸部画像読影のポイント
○呼吸器病態生理 〜病態関連と評価・アプローチの解釈〜
○呼吸機能運動学・運動療法の基礎
○触診・呼吸介助法 実技演習
○酸素・人工呼吸療法の理解と演習
○聴診・視診・打診の理解
○ケーススタディ・グループワーク

   【日  時】
　令和元年9月14日(土)・15日(日)
　　　14日14：00〜18：30（13：30受付開始）
　　　15日　8：30〜17：00

   【会  場】
　亀山市民文化会館（1日目）
　　　  〒 519-0124 三重県亀山市東御幸町６３

　みえ呼吸嚥下リハビリクリニック (2日目）
   　 〒519-0171三重県亀山市アイリス町１４－７

   【定  員】　
　30名 ＊先着順
　　　　　　　

詳細は裏面へ 〉〉〉

講師
●井上　登太　
　みえ呼吸嚥下リハビリクリニック院長
　医師
●栗山　　努　
　株式会社アール・ケア
　理学療法士・呼吸療法認定士　　　他

3学会合同呼吸療法認定士更新ポイント
37.5点取得対象研修会（2日間参加の場合）

イメージ



【注意・連絡事項】
●聴診、触診、呼吸介助の実技がありますので動きやすい服装でお越し下さい。（更衣は会場にて可能です）
●聴診器、筆記用具、マスクをご持参ください。
●研修会内の録画・録音はお断りいたします。
●本研修会は NPO グリーンタウン呼吸嚥下研究グループの呼吸ケア認定士【上級】の受験要件です。
　受験される方はご受講ください。

 参加者の声
 【理学療法士 男性】
　株式会社ジーンでの井上先生のセミナーに参加して、とても良かったので参加しました。
　いまいち根拠が分からないままに呼吸介助などを行なっていましたが、疾患の病態など背景にあるもの
　をわかりやすく学ぶことが出来てとても理解が深まりました。画像の見方なども勉強になりました。
 【看護師 女性】
　ただ学ぶだけでなく、すぐに現場で活かせる知識と技術を得る事ができとても役立っています。
　呼吸介助法においては、自己流にならないように毎年参加して手技を再確認しています。

【日   時】   令和元年9月14日 (土 ) 14:00〜 18:30（13:30受付）
　　   　  　　　　  9 月 15日 (日 )　8:30〜 17:00  

【会   場】　亀山市民文化会館（1日目）
　　　            〒 519-0124 三重県亀山市東御幸町６３

　        　 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック (2日目）
   　               〒 519-0171　三重県亀山市アイリス町１４－７

【定   員】　30名 (定員になり次第締切りとさせて頂きます )
【参加費】   会   員  ( 宿泊あり )20,000円 　( 宿泊なし )16,000円
　　　　   非会員  ( 宿泊あり )23,000円  　( 宿泊なし )19,000円
　　　　　　　　 ※宿泊あり：宿泊費、1日目夕食代（懇親会）、2日目朝食代を含む

　　　　　　　　 　宿泊なし：1日目夕食代（懇親会）含む

                        ※ 1日目のみ参加　7,000円、2日目のみ参加　10,000円

　　　　　　   　講習会1週間前からのキャンセルについては講習会費を請求させて頂きます　

【宿   泊】　事務局にて手配します　  【ホテルルートイン亀山インター】
　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　         　〒 519-0168　三重県亀山市太岡寺町字下谷1195-9

【対　象】   理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護師，歯科衛生士， 介護職種
【締　切】   令和元年 8月 31日（土）
【主　催】　NPO グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ
【後　援】　一社）三重県理学療法士会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

QRコードからもアクセスできます〉〉〉

【申し込み /お問い合わせ】
　株式会社gene ホームページ
　　http://www.gene-llc.jp/index.html
　「事務局代行情報」をクリックして【第13回 呼吸リハ・ケア研修会】　
　からお申し込み下さい。　　

聴診は何を聴けばいい？
　どんな音がしているの？



呼吸リハビリテーション・呼吸ケアを
基本から学べる2日間

　「呼吸や循環は大切なのはわかっているけど難しそう…」、「呼吸器疾患の方も多いから出来る事を増やしたい」
という想いをお持ちの方も多いのではないでしょうか。　
　この研修会では、呼吸器生理学や病態生理学、聴診、画像の見方をはじめ、運動療法、触診、呼吸介助法の 
実技演習など 2 日間を通じて呼吸ケアについて包括的に学びます。　
　これから呼吸リハ、ケアに携わる方でも分かりやすい内容ですので、どうぞお気軽にご参加ください。

こんな内容が学べます！！
○呼吸器解剖・生理学の理解
○胸部画像読影のポイント
○呼吸器病態生理 〜病態関連と評価・アプローチの解釈〜
○呼吸機能運動学・運動療法の基礎
○呼吸リハに関係する触診・呼吸介助法 実技演習
○酸素・人工呼吸療法の理解と演習
○聴診・視診・打診の理解
○ケーススタディでの症例との照らし合わせ
○グループワークでの検討

聴診は何を聴けばいい？
　どんな音がしているの？

人工呼吸器のモニターのグラフって

どう見たらいいの？
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呼吸介助や排痰を上手く促せるよう

になりたい！！

呼吸器の解剖生理ってよくわからな

いから基礎から確認したい！！

こんな要望・疑問はありませんか？

井上　登太　
【みえ呼吸嚥下リハビリクリニック院長　（医師）】
リハ職種をはじめ看護師、介護職まで幅広くコメディカルの 
育成に力を入れ多職種アプローチを進めるため全国で多くの 
セミナーを開催。多くの研究に基づく知識と豊富な臨床経験
から語る講義は、医療の枠に止まらない包括的な関わりのヒン
トになることが沢山あります。

栗山　　努　
【株式会社アール・ケア（理学療法士・呼吸療法認定士）】

リハ職種、看護師への呼吸理学療法に関するセミナーをはじめ、
リハ職種養成校にて呼吸理学療法について講義を担当。
ファンクショナルトレーニングなど運動器からの介入も含めて
多角的な視点と知識で呼吸器への介入を講義します。

講師

井上先生のセミナーを聞いてみよう！！
株式会社 gene のオンラインセミナー

「リハノメラーニング 」で井上先生の講義が聴けます。
QR コードを読み取って聞いてみよう！！



【注意・連絡事項】
●聴診、触診、呼吸介助の実技がありますので動きやすい服装でお越し下さい。（更衣は会場にて可能です）
●聴診器、筆記用具、マスクをご持参ください。
●研修会内の録画・録音はお断りいたします。
●本研修会は NPO グリーンタウン呼吸嚥下研究グループの呼吸ケア認定士【上級】の受験要件です。
　受験される方はご受講ください。

QRコードからも申し込みできます〉〉〉

【申し込み /お問い合わせ】
株式会社gene ホームページ　（http://www.gene-llc.jp/index.html）

「事務局代行情報」をクリックして
【第13回 呼吸リハ・ケア研修会】
からお申し込み下さい。　　

第 13回
呼吸リハ・ケア研修会　

information

【日   時】   令和元年9月14日 (土 ) 14:00〜 18:30（13:30受付）
　　   　  　　　　  9 月 15日 (日 )　8:30〜 17:00  
【会   場】　亀山市民文化会館（1日目）
　　　            〒 519-0124 三重県亀山市東御幸町６３

　        　 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック (2日目）
   　               〒 519-0171　三重県亀山市アイリス町１４－７

【定   員】　30名 (定員になり次第締切りとさせて頂きます )
【参加費】   会   員  ( 宿泊あり )20,000円 　( 宿泊なし )16,000円
　　　　   非会員  ( 宿泊あり )23,000円  　( 宿泊なし )19,000円
　　　　　　　　 ※宿泊あり：宿泊費、1日目夕食代（懇親会）、2日目朝食代を含む

　　　　　　　　 　宿泊なし：1日目夕食代（懇親会）含む

                        ※ 1日目研修のみ参加　7,000円、2日目研修のみ参加　10,000円

　　　　　　   　講習会1週間前からのキャンセルについては講習会費を請求させて頂きます　

【宿   泊】　事務局にて手配します　  【ホテルルートイン亀山インター】
　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　         　〒 519-0168　三重県亀山市太岡寺町字下谷1195-9

【対　象】   理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護師，歯科衛生士， 介護職種
【締　切】   令和元年 8月 31日（土）
【主　催】　NPO グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ
【後　援】　一社）三重県理学療法士会


