呼リハ懇 18-11 号
平成 30 年 11 月吉日
関係各位
秋田呼吸リハビリテーション懇話会
代表世話人 高橋 仁美
第 19 回秋田呼吸リハビリテーション懇話会ベーシックコース研修会のご案内
謹啓 皆様方におかれましては益々ご活躍のこととお喜び申し上げます。
このたび弊会では、昨年に引き続きベーシックコース研修会を開催する運びとなりました。下
記に、お申し込み方法等につきましてご案内させていただきますので、奮ってご参加下さるよう
お願いいたします。
なお、当研修会は、3 学会(日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会)合同呼吸療法
認定士更新点数取得基準を満たしており、2 日間の参加で 50 点の取得が認められております。
謹白
記
１．開催日時

平成 31 年 3 月 9 日（土）午前 9 時 30 分より
3 月 10 日（日）午後 2 時 30 分まで

２．会

場

秋田県総合保健センター
秋田市千秋久保田町 6 番 6 号 TEL018-831-2011
（駐車台数に限りがあります。周辺のコインパーキングをご利用いただくか、
公共機関をご利用ください。）

３.内容ならびに講師 別紙参照
４．対

象

医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、
言語聴覚士

５．募集人数

120 名

６．受 講 費

20,000 円

７．弁当申込

1,000 円（500 円×2 日）

８．申込方法

添付資料の FAX 送信票に必要事項を記入し、送信して下さい。

９．申込期間

定員になり次第締め切らせていただきます。

１０．３学会合同呼吸療法認定士更新点数・・・・50 点
※呼吸療法認定士受験資格を満たす講習会としても認定されています。
１１．その他
1)ご宿泊の斡旋は致しません。各自でご用意ください。
2)参加の可否は、お申し込み後 1 週間以内に FAX でご連絡いたします。1 週間以内に参加可否
の FAX が届かない場合は、お手数でも事務局にご連絡くださるようお願いいたします。
3)参加費は、参加の可否通知後に、銀行振り込みにてお願いいたします。
4)本件に関するお問い合わせは、下記宛にお願いいたします。
市立秋田総合病院リハビリテーション科内 秋田呼吸リハビリテーション懇話会事務局 笠井
℡018-823-4171（内 5210） FAX018-866-7026

秋呼リハ懇 18-12 号
平成 30 年 11 月吉日
病

院

長

施

設

長 殿

所属機関の長
秋田呼吸リハビリテーション懇話会
代表世話人 高橋 仁美

第 19 回秋田呼吸リハビリテーション懇話会ベーシックコース研修会出張許可のお願い
謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、秋田呼吸リハビリテーション懇話会は、東北地方における呼吸リハビリテーションのより
一層の発展を図る目的で、下記の要領で研修会を開催いたします。
つきましては、貴施設職員

殿の研修会参加につきまして、格段のご配慮を賜り

ますよう謹んでお願い申し上げます。
謹白
記
研修会日程

平成 31 年 3 月 9 日（土）午前 9 時 30 分より
3 月 10 日（日）午後 2 時 30 分まで

会場

秋田県総合保健センター
秋田市千秋久保田町 6 番 6 号 TEL018-831-2011
20,000 円

参加費

3 学会(日本胸部外科学会･日本呼吸器学会・日本麻酔科学会)合同呼吸療法認定士
更新点数（2 日間参加） 50 点
※呼吸療法認定士受験資格を満たす講習会としても認定されています。
主催

秋田呼吸リハビリテーション懇話会

問い合わせ先

市立秋田総合病院リハビリテーション科内
秋田呼吸リハビリテーション懇話会事務局（担当：笠井）
〒010-0933 秋田市川元松丘町 4-30
TEL 018-823-4171（内線 5210） FAX 018-866-7026

第19回秋田呼吸リハビリテーション懇話会ベーシックコース研修会
3月9日（土）

3月10日(日）

9:00 ～受付

9:00 胸部評価（実習）

9:25 開会式
9:30 包括的呼吸リハビリテーション（講義）
塩谷 隆信

高橋 仁美
9:50

10:10 秋田大学名誉教授/介護老人保健施設ニコニコ苑施設長

9:50 呼吸理学療法手技（実習）

10:10 呼吸アセスメント（講義）

パニックコントロールほか

佐藤 一洋
10:50

市立秋田総合病院リハビリテーション科

10:30

石川 朗

神戸大学大学院保健学研究科
休憩(10min)

秋田大学大学院医学系研究科呼吸器内科学

休憩(10min)

10:40 排痰法（講義）

11:00 呼吸不全の病態と呼吸管理（講義）
佐野 正明
11:40

宮川 哲夫
11:20

秋田大学大学院医学系研究科呼吸器内科学

昭和大学大学院保健医療学部

11:20 排痰法（実習）

11:40 救急時の呼吸理学療法（講義）
石川 朗

宮川 哲夫

12:20

神戸大学大学院保健学研究科

12:20

12:20

昭和大学大学院保健医療学部

12:20
昼食（(50分）

昼食（50分）

13:10

13:10

13:10 ICUにおける呼吸理学療法（講義）

13:10 NPPV療法（実習）

玉木 彰

小林 充

13:50

兵庫医療大学リハビリテーション学部

13:50 呼吸練習と呼吸筋トレーニング（講義）

13:50
13:50 運動療法（実習）

菅原 慶勇
14:30

佐竹 將宏

市立秋田総合病院リハビリテーション科
休憩(10min)

加賀谷 斉
藤田保健衛生大学医学部

15:20 在宅呼吸ケアの実際‐訪問看護の現場から‐（講義）
長濱 あかし
16:00

刀根山訪問看護ステーション
休憩(10min)

16:10 在宅呼吸リハの実際‐訪問リハの現場から‐（講義）
中田 隆文
16:50

須藤内科クリニック

16:50 気道確保と人工呼吸器について（講義）
円山 啓司
17:30

14:30
14:30 閉会式

14:40 摂食・嚥下障害とリハビリテーション（講義）

15:20

帝人在宅医療株式会社

市立秋田総合病院救急科

秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
受講証授与

