■ 口腔生理学に基づいた摂食・嚥下機能の向上と誤嚥性肺炎を予防する
看護師のための
看護師のための口腔
のための口腔ケア
口腔ケア実習
ケア実習セミナー
実習セミナー

Information

ラックスクールとは、国内外の⼀流講師による実技指導、明⽇の臨床ですぐに活かせる実践セミナーです。
臨床における⾃⼰成⻑を目指す⽅のために、医療福祉分野の第⼀線で活躍する国内外の講師を招き、その豊富な知識と
経験をベースに、臨床現場で実際的に役⽴つノウハウを理論と実習の両⾯から学ぶことができる体験型のセミナーです。
「知識」と「技術」「効果的な⽤具」の活⽤法など、先端の技術が体得できるため、より良いサービスを提供するために

福岡会場 ２０１３年１２月１５日（日）
１０：００～１６：３０
受講料16,000円/回（WEB価格15,000円） 定員20名

■ 介護専門職対象！環境作りのための「姿勢ケア」セミナー

■ 人気セミナーがバージョンアップ！
嚥下の
嚥下の見える評価
える評価をしよう
評価をしよう！
をしよう！頸部聴診法の
頸部聴診法のススメ １ｄａｙセミナー
ｄａｙセミナー

トランスファー

介護現場での腰痛や肩痛予防・ご利用者さんの筋緊張緩和と拘縮予防のための対応

ベッド上
ベッド上からの持
からの持ち上げない移動
げない移動と
移動と移乗介助法の
移乗介助法の基本マスター
基本マスター
講師：神内昭次（理学療法士）
大阪会場 ２０１３年１１月 ９日（土）
１０：００～１６：００
受講料9,000円/回（WEB価格8,600円） 各回定員20名

オリジナル評価表と
聴診トレーニング
DVD付！

ベッド上
ベッド上での筋緊張緩和
での筋緊張緩和・
筋緊張緩和・拘縮対応のための
拘縮対応のためのポジショニング
のためのポジショニングの
ポジショニングの基本マスター
基本マスター
大阪会場 ２０１３年１１月１０日（日）
１０：００～１６：００
受講料9,000円/回（WEB価格8,600円） 各回定員20名

■ 少人数・直接指導の修得課程
VIVVIV-ARTE®キネステティク
ARTE®キネステティク・
キネステティク・プラス
講師：ハイディ バウダー ミスバッハ（看護師）・他

専門スタッフ
専門スタッフ養成課程
モジュール１ *臨床実習なし
スタッフ養成課程 モジュール１

■ 2回シリーズで基本習得！
摂食嚥下機能向上/
摂食嚥下機能向上/褥瘡・
褥瘡・拘縮予防を
拘縮予防を実現する
実現する 『姿勢活動ケア
姿勢活動ケア』
ケア』実技セミナー
実技セミナー
講師：北出貴則（理学療法士）
ベッドポジショニング編
ベッドポジショニング編 ：臥位～
臥位～ベッド上座位活動
ベッド上座位活動における
上座位活動におけるトータル
におけるトータルな
トータルな姿勢活動ケア
姿勢活動ケア
福岡会場 ２０１３年１１月 ２日（土）
１０：００～１６：００
広島会場 ２０１３年１２月 ７日（土）
１０：００～１６：００
受講料17,000円/回（WEB価格16,000円） 各回定員20名

講師作成
参考資料
データ CD付！

車いすシーティング
いすシーティング編
シーティング編 ：不良座位姿勢が
不良座位姿勢が体と活動に
活動に及ぼす影響
ぼす影響など
影響など座位
など座位における
座位におけるトータル
におけるトータルな
トータルな姿勢活動ケア
姿勢活動ケア
福岡会場 ２０１３年１１月 ３日（日）
１０：００～１６：００
広島会場 ２０１３年１２月 ８日（日）
１０：００～１６：００
受講料17,000円/回（WEB価格16,000円） 各回定員20名

東京会場 ２０１３年１０月１５日（火）
１０：００～１７：００
大阪会場 ２０１３年１２月１３日（金）
１０：００～１７：００
受講料33,000円/回・テキスト代込（WEB価格31,000円） 定員24名

専門スタッフ
専門スタッフ養成課程
スタッフ養成課程 モジュール２
モジュール２ （２日間）
日間） *臨床実習なし
東京会場 ２０１３年１０月１６日・１７日（水・木）
１０：００～１７：００
受講料56,000円/回（WEB価格52,000円） 定員14名

専門スタッフ
専門スタッフ養成課程
スタッフ養成課程 モジュール３
モジュール３・４ （４日間）
日間） *臨床実習あり （八尾徳洲会総合病院で行います）
大阪会場 ２０１３年１０月１０日～１３日（木～日）
１０：００～１７：００
受講料128,000円/回（WEB価格120,000円） 定員10名
ベッド上
ベッド上のポジショニング実践
ポジショニング実践ワークショップ
実践ワークショップ 褥瘡予防のための
褥瘡予防のためのキネステティク
のためのキネステティク・
キネステティク・プラスの
プラスの応用 *臨床実習なし

■ 段階的修得プログラム
エルゴノミック・
エルゴノミック・シーティング
講師：ベンクト エングストローム（理学療法士）

入門コース
入門コース *講義中心の半日コース

大阪会場 ２０１３年１２月１４日（火）
１０：００～１７：００
東京会場 ２０１４年 １月２３日（木）
１０：００～１７：００
受講料28,000円/回（WEB価格26,000円） 定員20名
※アドバイザー養成課程・インストラクター養成課程等キネステティク・プラスセミナーの日程につきましては、別紙の開催予定表をご覧ください。

■ DVDセミナー講師でおなじみ
廃用症候群を
廃用症候群を予防する
予防するポジショニング
するポジショニング 看護への
看護への実践
への実践 オープンセミナー

リーダー育成基本
リーダー育成基本コース
育成基本コース レベル１
レベル１

講師：サビーネ ベッカー（看護師）

東京会場 ２０１３年１１月２１日（木）
９：３０～１６：３０
大阪会場 ２０１３年１１月２４日（日）
９：３０～１６：３０
受講料36,000円/回・テキスト代込（WEB価格34,000円） 各回定員21名

東京会場 ２０１３年１１月２５日（月）
１３：００～１６：３０
受講料8,000円/回（WEB価格7,600円） 定員50名

リーダー育成専門
リーダー育成専門コース
育成専門コース レベル２
レベル２（２日間）
日間）

東京会場 ２０１３年１１月２２日（金）
１０：００～１６：３０
盛岡会場 ２０１３年１１月２４日（日）
１０：００～１６：３０
大阪会場 ２０１３年１１月２９日（金）
１０：００～１６：３０
受講料25,000円/回（WEB価格23,800円） 各回定員20名

廃用症候群を
廃用症候群を予防する
予防するポジショニング
するポジショニング 看護への
看護への応用
への応用

誤嚥予防

東京会場 ２０１４年 ２月１日・２日（土日）
1日目：１０：００～１９：５０、 2日目：９：００～１６：４５
受講料78,000円/回（WEB価格73,000円） 定員15名

■ 実技主体の指導で知識と手技が必ず身に付く！
誤嚥性肺炎予防のための
誤嚥性肺炎予防のための呼吸理学療法
理論と実践
のための呼吸理学療法の
呼吸理学療法の理論と
講師：眞渕敏（理学療法士）

詳細・お申込みはＬＡＣスクールサイトにてご確認ください！ http://lac-school.com
＜ W E B 会 員 ＞ 募・集・中！…… 最新セミナー・教材情報の優先ご案内等 随時発信中 ……
※順次WEBへアップ致します。

ポジショニング

東京会場 ２０１３年１１月２０日（水）
１３：００～１６：３０
大阪会場 ２０１３年１１月２２日（金）
１３：００～１６：３０
受講料7,000円/回（WEB価格6,800円） 各回定員50名

東京会場 ２０１３年１０月２６日（土）
１０：００～１６：３０
大阪会場 ２０１３年１２月１５日（日）
１０：００～１６：３０
受講料16,000円/回（WEB価格15,000円） 各回定員20名

キネステティク

ポジショニング

講師：大野木宏彰（言語聴覚士）
東京会場 ２０１３年１２月 ７日（土）
１０：００～１６：３０
大阪会場 ２０１３年１２月 ８日（日）
１０：００～１６：３０
受講料16,000円/回（WEB価格15,000円） 各回定員20名

講師：神内昭次（理学療法士）

シーティング

■ 誤嚥予防・嚥下機能改善へのアプローチ
「呼吸・
呼吸・嚥下・
嚥下・発声」
発声」３つのポイント
つのポイントから
ポイントから学
から学ぶ腹臥位の
腹臥位の応用
講師：松下秀明（理学療法士）

必要な様々な症例に対応できる⾼度な実践能⼒が確実に⾝につきます。

シーティング

講師：舘村卓（歯科医師）
東京会場 ２０１３年１１月 ２日（土）
１０：００～１６：３０
受講料17,000円/回（WEB価格16,000円） 定員20名

摂食・嚥下・誤嚥予防

LAC スクール

各分野の講師陣から最先端を⼀度に学べる

2013年10月～2014年2月

実践セミナーのご案内
姿勢が
姿勢が変われば生活
われば生活が
生活が変わる！
わる！
摂食・
摂食・嚥下障害を
嚥下障害を改善させる
改善させる『
させる『姿勢・
姿勢・嚥下・
嚥下・口腔機能向上』
口腔機能向上』へのアプローチ
へのアプローチの
アプローチの実際

LAC SCHOOL
INFORMATION

〈 主な内容 〉

◇ 口から食べるための３つのキーワード
◇ 誰でも出来る嚥下障害改善のアプローチ
◇ エルゴノミック・シーティング/エングストロームコンセプト
講師：舘村卓（歯科医師）・松下秀明（言語聴覚士）・ベンクト・エングストローム（理学療法士）

※講義順

ラックスクールのご案内

福岡会場 ２０１３年１１月１７日（日） １０：００～１６：３０
受 講 料 6,000円（WEB価格5,700円） 定員180名
会
場 博多バスターミナル ９Ｆ大ホール（ＪＲ博多駅すぐ）

自立をめざし
自立をめざし誤嚥
をめざし誤嚥を
誤嚥を予防する
予防する

食事時における
食事時におけるポジショニング
におけるポジショニング
〈 主な内容 〉

◇
◇
◇
◇

ポジショニングの基本
ポジショニングの実際
ベッド上での食事のポジションと介助
口腔ケアのためのリスク管理の修正
講師：迫田綾子（看護師）・北出貴則（理学療法士）・竹市美加（摂食・嚥下障害看護認定看護師）

※講義順

大阪会場 ２０１３年１２月 １日（日） １０：００～１６：３０
受 講 料 5,000円（WEB価格4,800円） 定員250名
会
場 千里ライフサイエンスセンター５Ｆライフホール（大阪地下鉄千里中央駅すぐ）
※ 詳細はホームページまたは別紙のご案内をご覧ください。

ＬＡＣスクール ＤＶＤセミナー
お試し動画
無 料 配 信 中！

ラックライブラリー

大阪市中央区南船場２丁目１０－２ TEL06（6244）0636 Ｅﾒｰﾙ info@lac-school.com

