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ラーニング講座
●認知症ケア専門士

●呼吸療法認定士

プライバシーポリシー

LEARNING
COURSE

当店では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
◎個人情報の収集について
当店では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。
①当店へのお問い合わせ時 ②当店へのサービスお申し込み時
◎個人情報の利用目的について
当店は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。①お客様への連絡のため ②お客様からのお問い合せに対する回答のため
◎個人情報の第三者への提供について
当店では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
①ご本人の同意がある場合 ②警察からの要請など、官公署からの要請の場合 ③法律の適用を受ける場合
◎個人情報の開示、訂正等について
当店は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。
◎個人情報保護に関するお問い合わせ先
e-mail. astick@ninteishi-web.com

認知症ケア専門士 ／ 呼吸療法認定士
③お客様へのサービス提供のため

オンライン動画通信講座MED-WEB利用規約
株式会社アステッキ（以下、
「甲」という）は、甲が運営する「オンライン動画通信講座（MED-WEB）」上で提供するオンライン動画サービス（以下、
「当サービス」という）の申込み希望者および利用者（以下、
「乙」という）が当サービスを利用することに関して以下の利用規約（以下、
「当利用規約」という）を定めます。乙は、当利用規約および甲が別途定めるプライバシーポリシー（以下、
「プライバシーポリシー」
という） を予め熟読しなければなりません。なお甲は、乙が当サービスへの登録申込み（以下、
「登録」という）を完了した時点をもって当利用規約のすべての条項に同意したものとみなします。
◎当利用規約の範囲
第1条
• 1項 当利用規約適用の範囲は、当サービスのウェブページ（以下、
「当ウェブ」という）に加え、甲が提供するアプリケーションおよび電子メール等を介して甲が乙に対して発信する情報も含みます。
◎購入時登録情報
第2条
• 1項 乙は、甲が定める手段にて申込みを行うものとします。なお、乙は、登録にあたり、下記の事項を確認し、同意しなければなりません。1. 甲が推奨するOSを搭載した端末を用意すること。2. 甲が推
奨する種類・バージョンのウェブブラウザをインストールすること。3. 甲が推奨する通信環境を用意すること。4. 当サービスの品質管理およびトラブル防止のため、甲が乙の講座内容等必要な
情報を視聴・記録することがあること。5. 甲が乙に対し、電子メールを配信・通知すること。乙は甲より配信・通知された電子メールを受け取ることができる電子メールアドレスを準備するもの
とします。6. カスタマーサポートによる応対の品質向上等のため、乙の問い合わせ内容等を記録、録音、保管できること。
• 2項 登録は、甲よりの当サービスの購入することで完了するものとします。別途甲乙の間にて取り決めのある場合はこの限りではありません。
• 3項 乙が下記に定める事由に該当する場合、甲は、登録申込みを拒否することができ、また、登録がすでに完了した場合でも、当該登録を取消すことができます。1. 登録の際、虚偽、誤記または記入漏
れをした場合。2. 過去に当利用規約に違反したことがある場合。3. 乙が第三者のクレジットカードを不正使用した場合、または指定したクレジットカードが存在しないか利用停止中である場
合。4. 乙が過去に受講料金の支払いを怠っていた場合。5. 甲の推奨する、受講端末やブラウザ環境、回線速度等を満たしていない場合。6. 乙が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れか
であり、登録の際に親権者等、法定代理人の同意を得ていない場合。7. その他、当サービスの利用者として不適当であると甲が判断する場合。
• 4項 乙は登録および契約申込み手続き（以下、
「契約手続き」という）完了後、当利用規約第5条に定める受講料金の支払いが甲により甲のシステム上で確認された日（以下、
「受講開始日」という）から
当サービスの受講を開始できるものとします。ただし、別途甲乙の間にて取り決めのある場合はこの限りではありません。
• 5項 乙が当サービスの登録に使用したメールアドレス、パスワード等ログインまたは当サービスの利用に必要な情報（以下、
「パスワード等」という）は、乙が厳重に管理しなければなりません。甲は、
ログイン時に入力されたパスワード等と登録されたものとの一致をもって当サービスの利用が乙本人によるものであるとみなすことができます。
• 6項 乙は、パスワード等を第三者に使用させてはなりません。また、第三者への譲渡・貸与等は一切禁止します。
• 7項 乙は、パスワード等を失念した場合または第三者に不正に使用されている疑いがある場合、甲に対して、速やかに連絡を行い、指示等に従わなければなりません。なお、乙は、同連絡を遅滞したこ
とにより生じるすべての損害等を賠償する義務を負うものとします。
• 8項 乙はセキュリティ上の観点から、他のウェブサイトやサービスで使用しているものとは異なる独自のパスワード等を当サービスで設定、使用するものとします。
• 9項 乙が当サービス視聴期間満了（購入から1年間）の場合、予め特段の申し出がない限り、甲は乙のアカウントおよび登録情報を削除できるものとします。
◎登録情報の変更
第3条
• 乙は、氏名、住所、メールアドレス、クレジットカードなどの登録情報に変更の必要性が生じた場合、甲が定める手段によって遅滞なく登録情報の変更手続きをするものとします。なお、甲は、乙が同変
更手続きを遅滞したことにより損害等を被った場合でも、同損害に対して一切責任を負わないものとします。
サービスの受講期間
第4条
• 1項 甲が提供する当サービスの受講期間は、受講開始日を起算日として１年を単位（以下、
「利用年」という）とします。
• 2項 受講期間は理由の如何を問わず、中断されないものとします。
• 3項 受講期間は、受講料金を支払うことにより更新することができます。なお、同支払方法は第5条に定める手段にて行われるものとします。
◎受講料金とその支払方法
第5条
• 1項 乙は、甲に対して、当サービスの受講料金を以下の方法にて支払うものとします。
【支払い方法】クレジットカード 銀行振り込み 代金引換。1. 乙が、登録したクレジットカード情報の削除を求
める際は、継続停止後に甲の定める方法にて申し出るものとします。2. 法人会員など、別途甲乙の間にて取り決めのある場合は甲の指定する方法にて、乙は受講料金を支払うものとします。
• 2項 乙は、当サービスの受講料金に係る消費税その他、付加される税を支払うものとします。
◎当サービスシステムの利用について
第6条
• 1項 当サービスは、HTML5に準拠する技術、もしくは専用のアプリケーションを利用して提供されます。乙は、その利用に際し、下記の内容について同意しなければなりません。
【Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / MacOS10.7以降をご利用の場合】1. 推奨OS・機種で動作する下記の推薦ブラウザを受講開始前にダウンロード、インストールし機能等について確認するこ
と。2. 推薦ブラウザのダウンロード、インストール、設定、使用等について、すべて自己の責任と費用において行うこと。3. 受講開始後に発生した推薦ブラウザやHTML、その他アプリケーション
等に起因する不具合や問題について、甲が一切の責任を負わないこと。4. 推薦ブラウザやHTMLによって定義されたサービス・機能に関する相談、問い合わせ等について、甲が一切対応する義務
を負わないこと。
• 2項 当サービスの利用にあたり乙は甲の指定する推奨環境を準拠するものとします。甲の定める推奨環境外で当サービスを利用した場合、いかなる場合においても補償を行わないものとします。甲
の指定する推奨環境は下記を参照することとします。
受講推奨環境
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OS ○PC：Windows Vista以上/MacOSX以上 ○iPhone：iOS3以上 ○Android：Android 1.X〜
CPU ○PC：Pentium4 1.8GHz以上
ブラウザ ○PC：Internet Explorer 8.0以上/Firefox/Safari/Opera/Chrome※CookieとJavascriptを有効にして下さい。
Flash Player ○PC：Ver 10.3以上 ○iPhone：不要 ○Android：不要
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 3項 乙の利用する端末にインストールされている他のアプリケーションや、プラグイン等に起因する問題で当サービスシステムの利用に支障が出た場合、甲は問合せ対応等一切の義務を負わない
ものとします。
◎禁止行為
第7条
• 1項 乙は、当サービスの利用に際して、以下に定める行為を行ってはなりません。1. 乙が当サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、売買、名義変更、質権の設定、担保に供する行為。2. パス
ワード等を第三者に譲渡、貸与等することまたは第三者に使用させる行為。3. 甲の名誉、信用、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、講師、スタッフのプライバシーを侵害する行
為。4. 違法行為、公序良俗に反する行為。5. 甲のサーバーに無権限・無許可でアクセスし、その利用もしくは運営に支障をきたす行為。6. 当サービスを営業行為、営利目的およびその準備に利用
する行為。7. 犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為。8. 甲の一般的に開示していない機密情報を詮索する行為。9. 甲のカスタマーサポートスタッフへの暴言・脅迫行為、またはカスタマーサ
ポート業務の進行を妨げる行為。10. 一つのアカウントを複数のユーザーで利用する行為。11. 一人のユーザーが複数のアカウントを登録する行為。12. その他、甲が不適当と判断する行為。
• 2項 乙は、前項に違反する行為に起因して甲または第三者に損害が生じた場合、当サービスからの退会後であっても、すべての法的責任を負うものとします。
◎禁止行為への対応
第8条
• 1項 甲は、乙が下記のいずれかに該当した場合、乙へ事前の通知なしに、当サービスの利用の停止、または登録の取消（退会処分）等、甲が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。1.
乙が第7条に定める禁止行為を行った場合。2. 乙が当利用規約の各規定に違反した場合。3. 乙が受講料金の支払を遅滞または怠った場合。4. 乙が当サービスの利用に際し、甲からの重大な指示
等に従わなかった場合。5. その他の事由で甲が乙による当サービスの利用を不適切と判断した場合。
• 2項 乙が前項に基づき甲から処分を受けた場合、甲は、乙に対して、乙がすでに支払った受講料金の返金を一切行わないものとします。
◎プラン変更と解約について
第9条
• 1項 プラン変更とは、乙が契約手続きを完了しているプランの内容を変更することをいいます。
• 2項 甲は、乙から契約手続きの完了後※に申込みプランの受講解約申請があった場合、受講料金の返金を一切行わないものとします。
• ※） 乙が申込みを希望したコースの契約手続きを完了し、甲から受講開始に伴う通知を書面またはウェブページや電子メール等にて配信した日をもって、受講開始手続の完了とします。
◎電子メールによる通知
第10条
• 1項 甲は、当サービスに関する重要な情報を送信する場合、乙が甲からのメール通知等の受信をすべて拒否する設定をした場合でも、電子メールの送信ができるものとします。なお、当利用規約の変
更に関する取り扱いは、当利用規約17条に定めるとおりとします。
• 2項 電子メールによって行われる通知は、乙の登録情報に記載された電子メールアドレス
（以下、
「指定メールアドレス」という）宛への発信をもって完了したものとみなします。
• 3項 乙は、指定メールアドレスに関する各種設定等を変更し、甲（ドメイン名：ninteishi@astick.club）からの電子メールの受信を許可しなければなりません。
• 4項 甲は、指定メールアドレスに不備、誤記があったことまたは乙が受信設定の変更を怠ったことに起因して甲からの電子メールが乙の元に届かなかった場合、同不到達に対して、一切責任を負わ
ないものとします。
• 5項 甲は、乙に対して電子メールによる広告やアンケート、受講促進等を行うことができるものとします。
◎登録情報の取り扱い
第11条
• 1項 甲は、乙の登録情報を当サービスの提供、当サービスのご案内を目的として使用するものとします。
• 2項 甲は、乙の登録情報を乙の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。1. 法令等に基づき開示を求められた場合。2. 公的機関よ
り開示を求められた場合。3. 乙の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、乙の同意を得ることが困難である場合。
• 3項 甲は、乙の登録情報のうち、
「個人情報」に該当する情報について、プライバシーポリシーに則り取り扱うものとします。
◎当サービスの中断・終了
第12条
• 1項 甲は、事前に当ウェブ上での掲示または乙への電子メールの送信により通知をすることで当サービスを中断または終了できるものとします。また、HTMLやアプリケーションの障害、国内外の
政治情勢・台風や地震、豪雨、落雷などの自然災害、火事や暴動・紛争などの人為的災害、停電などの影響や提供するサーバー等の障害、講師・スタッフへの研修、またはその他やむを得ない事由に
より当サービスの提供が困難な場合、予告なしに当サービスを中断することができるものとします。
◎損害賠償責任
第13条
• 1項 甲は、乙が当利用規約に違反した場合、乙に対して、同違反行為により生じた損害の賠償を請求できるものとします。
• 2項 当サービスの不備や瑕疵に基づく乙の甲に対する損害賠償の限度額は、乙が支払ったの受講料金を上限とします。
◎著作権および所有権
第14条
• 1項 甲が乙に提供する当サービス、当サービス内容を収録した映像・音声、教材等（以下、総称して「コンテンツ」という）に関する著作権、その他知的財産権は、甲または権利者に帰属します。また、当
サービスに関する商標、ロゴマーク、記載等についての著作権、その他知的財産権については全て甲に帰属します。
• 2項 コンテンツは、乙自身が学習する目的以外に使用および複製することはできません。
• 3項 コンテンツの複製物を第三者に販売（オークションへの出品含む）、贈与および貸与（有償・無償を問いません）することは、方法・理由の如何を問わず一切できません。
• 4項 甲は、乙が本条各項に違反した場合、乙に対して法的措置（警告、刑事告訴、損害賠償請求、使用差止請求、名誉回復措置等を含むがこれに限られません）を取ることができるものとします。
◎免責事項
第15条
• 乙は、下記の各条項に定める事項について、甲がいかなる補償も行わないことに予め同意します。1. 当サービスの利用に際し、満足な利用ができなかった場合（以下の状況を含みますが、これらに限定
されません）(1) 急激なユーザー数の増加より、サーバー付加が生じたことに起因する場合。(5) 当利用規約第12条1項に定める事由。(6) 乙のメッセージやデータへの不正アクセスや不正な改変、その
他第三者による行為に起因する場合。2. HTMLやGoogle Chromeなどのブラウザ、または甲の提携先企業が提供するサービスや アプリケーションの不具合、トラブル等により当サービスが利用で
きなかった場合や損害が発生した場合。3. 甲がシステムの保守を定期的、または緊急で行う場合。4. 乙の自己責任で受信した、または、開いたファイル等が原因となりウィルス感染などの損害が発生し
た場合。5. 乙の過失によるパスワード等の紛失または使用不能により当サービスが利用できなかった場合。6. 当ウェブで提供するすべての情報、リンク先等の完全性、正確性、最新性、安全性等。7. 当
ウェブから、または当ウェブへリンクしている甲以外の第三者が運営するウェブサイトの内容やその利用等。8. 決済方法に伴うトラブルや不具合。9. その他甲の責任によらない事由で当サービスの提
供が困難な場合。
◎当サービスの日時表示
第16条
• 当サービスおよび当利用規約の表記上において、登録日、受講開始日、
利用月の開始日、各種受講料金支払の期日、各種申請等の締切日等の日時は、全て日本時間（GMT＋9：00）によるものとします。
◎当利用規約の変更
第17条
• 1項 甲は、当利用規約を変更することができるものとします。当利用規約を変更した場合には、乙に当利用規約の変更内容を当ウェブもしくはメールにて通知するものとし、当該変更内容の通知後、
乙が甲の定める方法にて当サービスの利用を停止せず当サービスを継続利用した場合、乙は変更後の利用規約に同意したものとみなします。
• 2項 強行法規の改正等により、当利用規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い変更したものとします。
◎準拠法および専属的合意管轄裁判所
第18条
• 1項 当利用規約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。また、当サービスに関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合または当利用規約の条項もしくは本利用規約に定めのない事項に
ついて紛議等が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
• 2項 前項により協議をしても解決しない場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則

当利用規約は2015年12月6日より実施するものとします。
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eラーニングだから実現できるメリットがいっぱい

0
ゼロ

専門知識

でも 理解できる!

ラーニング講座
●認知症ケア専門士

●呼吸療法認定士

PC・スマホ・タブレット
全てのデバイスで学習可能

好きな時間に好きな
場所でいつでも！
インターネット環境があればいつでもどこでも学ぶことが

PC・スマホ・タブレットなど各デバイスに完全対応しており

できます。
また、契約期間内であれば何度でも繰り返し受講

ます。
ライフスタイルに合わせて学習していただけます。

できます。

好きな時間に
自分のペースで
勉強できる

仕事の合間に
勉強できる

公式テキストより
理解し易い

1レッスンあたりが短く

試験傾向を完全分析した
合格の為だけの映像教材！

集中力が持続する構成内容

過去の受験者様より頂いた、過去5年間蓄積した試験情

1レッスンあたり10分前後に構成しておりますので集中力を切

報を元に、試験に出題されそうな箇所のみを徹底解説い

らすことなく学習できます。
また、通勤中や休憩時間などスキマ

たします！！

時間を利用して効率よく学習できます。

お手持ちの様々なデバイスから閲覧可能です。

パソコン

スマートフォン

タブレット端末

COMPUTER

SMART PHONE

TABLET

ログイン専用ページ

eラーニング講座では、
難解な試験内容をわかりやすく説明・解説しています。
一般の講座は、講師が出てきて解説するものがほとんどですが、
当社の講座は講師ではなくコンテンツが主体となっており
それぞれ専用に制作した図で分かり易く解説していきます。

過去の受験者より提供いただいた情報と対策ノートを
受験対策専門スタッフが分析・編集し動画を作成しています。

このカタログは2017年2月20日現在の物です

このカタログは2017年2月20日現在の物です

認 知 症 ケ ア 専 門 士
高齢化社会となった現在の日本では、認知症ケア専門士が
注目を浴びています。
この職業は、主に認知症への介護を
専門とするものであり、老人性痴呆症の専門知識と技術を
有する専門家です。
この資格を有する人は、認知症ケアに
対して専門的な知識と技術を有しているということを学会
が認めたことの証明となります。

1次

1次

試験受験対策

認知症ケア専門士 講座

試験受験対策

認知症ケア専門士 講座

動画＋各種教材

全4分野のe-ラーニング講座と各種教材をセットにしたフルボックスプラン。

認知症ケアの実際（総論）

認知症ケアの実際（各論）

認知症ケアにおける社会資源

試験対策
必修テキスト

効率よく学習するために

認知症ケア
用語集

2,980円

認知症ケアの実際（各論）

1年間
視聴

2,980円

認知症ケアにおける社会資源

1年間
視聴

2,980円

受験必修
再現過去問集

※受験対策必修テキストと用語集のセット単体価格は3,500円（税込）
です。
※受験必修再現過去問集の単体価格は2,980円（税込）
です。

無駄な負担を少なくし効率よく学習できるよう、重要ポイントに
的を絞り、試験に出にくい部分は徹底的にカットしました。１レッ

1次

スンを短く区切っていますので隙間の時間でも問題無く学習する
ことが出来ます。

2次

試験受験対策

認知症ケア専門士 講座

ニングでは公式テキストを分かり易く説明・解説し、専門知識が全
く無い方でも理解できるようになっております。

ラーニング講座
呼吸療法認定士

収録内容

認知症ケアの基礎

9,980円

認知症ケア専門士 2次試験対策講座
1年間視聴し放題。通常8,800円→4,980円と、
とってもお得!!

認知症ケアの実際（総論）

認知症ケアの実際（各論）

認知症ケアにおける社会資源

収録内容

論述対策

面接対策

4,980円

税込

門知識が無いと理解が難しい内容となっています。そこでeラー

1年間
視聴

動画＋テキスト

2次試験eラーニング講座と専用テキストをセットにした特別価格

税込

認知症ケア専門士 動画セット

学会から提供される公式テキストは複雑・難解な為、ある程度の専

試験受験対策

認知症ケア専門士 講座

動画（全4分野セット）

全4分野のeラーニング講座をセットにした特別パックプラン。通常11,920円→9,980円。

学会の公式テキストに対応

2次試験対策eラーニング講座 専用テキスト

呼吸療法認定士
https://www.youtube.com/watch?v=Gwnc2p1MNGI

専用教材を併用し、さらに実力UP

→「呼吸療法認定士受験対策eラーニング講座」

当社ではeラーニング講座以外にも様々な専門書をご用意しております。eラーニング講座と併用する
ことでさらに理解を深めることができます。

1 次試験受験対策 収録内容
認知症ケアの基礎

認知症ケアの実際（各論）

第１章：認知症ケアの原理・原則

第１章：高齢者の疾患とその対応

第２章：認知症という病気の理解

第２章：身体的・行動的サインへの対応

第３章：認知症ケアの現状

第３章：医学的なアプローチ
第４章：非薬物アプローチ

認知症ケアの実際（総論）

認知症ケアにおける社会資源

第１章：認知症ケアの視点と目標

第１章：社会資源の特徴と適切な繋ぎ方

第２章：ケア実践の基本技術

第２章：認知症の人に対する社会保障制度概要

第３章：ケア実践の核心

第３章：医療保険制度

第４章：ケアの留意点

第４章：介護保険制度
第５章：所得保障制度（しくみ、財源の確保）

試験対策必修テキスト

認知症ケアの実際（総論）

税込

eラーニング サンプル動画

様々な工夫を凝らした動画

2,980円

1年間
視聴

税込

認知症ケアの基礎

1年間
視聴

税込

収録内容

14,800円

税込

1年間視聴し放題。通常18,300円→14,800円と、
とってもお得!!

認知症ケアの基礎

税込

認知症ケア専門士 フルボックスパック

時間や場所を選ばず効率的に学習

動画（分野単体）

必要な講座のみ単体でお求めいただけるプラン。

用語集

受験必修再現過去問集

試験合格に必要な内容を凝縮した1冊!!

用語の効率的な習得や、試験直前対策

受験必修再現過去問集の特徴として、過

オンライン動画講座と併用することで、

にも最適!!講義用テキストや用語集を活

去の受験者から要望が多かった五問択

さらに実力がアップするような内容と

用して、おさらいするとさらに理解が深

一式を全問題採用し、
かなり本試験に近

なっております。

まります。

い内容に仕上がっています。

ラーニング講座
認 知 症ケア専 門 士

認 知 症 ケア 専 門 士
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8jJ9LhtUc
→「認知症ケア専門士オンライン動画講座基礎編」

第６章：権利擁護制度
第７章：認知症の人の身近な支援

2 次試験受験対策 収録内容
論述対策

面接対策

論述試験の課題への対応法やアドバイス方法、
「 結論

認知症ケア専門士としての自分の意見を簡潔に述べ、

に至った理由・根拠をわかりやすく伝える」文章構成法

「ディスカッション」におけるチームワークについて学

を説明します。

びます。

１．論点の整理

１．面接試験の全体像（概要を知ろう）

課題を整理するために必要な要約力

面接試験の大まかな流れを知り、心の準備をしておこう

課題を抽出してみよう

試験の流れとは？

根拠を探してみよう

評価のポイントは？

PR法でまとめる

面接試験の出題テーマ事例

２．課題解決のプロセス
アセスメントの視点とは？

２．1分間スピーチのコツ
【認知症ケアの10原則】
を意識しよう

困りごとの背景を箇条書きにする

PR法で意見をまとめよう

アセスメントから合格基準の5つの視点を整理する

あがり症を克服しよう

５つの視点の理由を書き出す
３．
グループディスカッションを成功させる3つの視点
３．わかりやすい文章構成法

認知症ケア専門士としての3つのポイント

400字から600字でまとめる文章構成法

グループディスカッションが活性化する関わり方

分かりやすい文章構成法とは

仕事に学習を組み込もう

文章構成の型を使おう
論点と課題解決のプロセスを型で構成しよう

このカタログは2017年2月20日現在の物です

呼 吸 療 法 認 定 士
近年の呼吸療法は医療技術の発展に伴いとても奥深いも
のになってきています。患者様に適切な治療を行うために
も、自分自身のスキルアップのためにも、是非呼吸療法認
定士の取得をお勧めしております。
呼吸療法認定試験を受けられる看護師、臨床工学技士、理
学療法士などの皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。

呼吸療法認定士 講座

呼吸療法認定士 講座

動画（全20章）

全20章のeラーニング講座をセットにした特別パックプラン。通常11,920円→9,980円。

9,980円

呼吸療法認定士 フルボックスパック
1年間視聴し放題。通常18,620円→14,800円と、
とってもお得!!

動画（全20章）収録

収録内容

呼吸療法認定士 テキスト

動画（全20章）収録

テキスト（単体）
試験対策
必修テキスト

受験必修テキストの単体販売。

3,400円

受験必修再現過去問集（復刻版）

3,600円

（応用編）

※受験対策必修テキストの単体価格は3,500円（税込）
です。
※受験必修再現過去問集の単体価格は3,200円（税込）
です。

呼吸療法認定士 講座

呼吸療法認定士 フルボックスパック＋（プラス）

受験必修
再現過去問集
（復刻版）

呼吸療法認定士受験必修再現過去問集の特徴として、今までの受験者による要望が多
かった五問択一式を全問題採用！！去年の試験情報も多数収録され、かなり実際の試験
に近い内容に仕上がっています。過去の受験者の情報、現役呼吸療法認定士試験合格者
がまとめ上げた対策ノートなどを参考にして作り上げた解説集も追加しました。間違った
問題の再学習や、
その章の知識を深めるのに最適です。

動画＋各種教材

呼吸療法認定士 フルボックスパックに 問題集を3冊付けたコンプリートプラン。

1年間視聴し放題。通常25,620円→19,800円と、
とってもお得!!
収録内容

19,800円

動画（全20章）収録

試験対策
必修テキスト
受験必修
再現過去問集
（応用編）

受験必修
再現過去問集

受験必修
再現過去問集
（復刻版）

※受験対策必修テキストの単体価格は3,500円（税込）
です。
※受験必修再現過去問集の単体価格は3,200円（税込）
です。
※受験必修再現過去問集（応用編）の単体価格は3,400円（税込）
です。
※受験必修再現過去問集（復刻版）の単体価格は3,600円（税込）
です。

収録内容
第1章「呼吸療法総論」

第11章「人工呼吸器の基本構造と保守および医療ガス」

第2章「呼吸管理に必要な解剖」

第12章「気道確保と気道管理」

第3章「呼吸管理に必要な生理」

第13章「人工呼吸とその適応と離脱」

第4章「血液ガスの解釈」

第14章「NPPVとその管理法」

第5章「呼吸機能とその検査方法」

第15章「開胸・開腹手術後の肺合併症」

第6章「呼吸不全の病態と管理」

第16章「新生児・乳幼児の呼吸管理」

第7章「薬物療法」

第17章「人工呼吸中のモニタ」

第8章「呼吸リハビリテーション」

第18章「呼吸不全における全身管理」

第9章「吸入療法」

第19章「人工呼吸中の集中治療」

第10章「酸素療法」

第20章「在宅人工呼吸」

も
どこで
も
で
いつ
!
に学習
効率的

税込

受験必修
再現過去問集

税込

受験必修再現過去問集（応用編）

受験必修
再現過去問集

税込

3,200円

税込

受験必修再現過去問集

受験必修
再現過去問集

14,800円

税込

収録内容

1年間
視聴

税込

呼吸療法認定士 動画セット

動画＋各種教材

全20章のe-ラーニング講座と各種教材をセットにしたフルボックスプラン。

