
学研メディカルサポートが、介護福祉士をはじめとする介護スタッフの 
資質向上を目指し、施設内でご利用いただける 

研修講義を映像配信いたします 

介護現場で知っておくべき 
医療の留意点 

医療法人社団三育会 
新宿ヒロクリニック 

英 裕雄 先生 

身体拘束をしない！ 
そこからはじまる介護ケア 
ケアホーム西大井こうほうえん 
施設長 田中 とも江 先生 

認知症の理解と介護 
川崎幸クリニック  

院長 杉山 孝博 先生 
 

(前半)なぜ必要なのかを考える
感染症対策 

(後半)感染症対策の具体的知識 
東京福祉専門学校 ケアワーク学部 
教務主任 白井 孝子 先生 

 

利用者の立場にのっとった 
介護過程の考え方と実践法 

大妻女子大学 
名誉教授 是枝 祥子 先生 

これまでの入浴介助・排
泄介助を見直そう！ 
福祉人材育成研究所M&L 
所長 五十嵐 さゆり 先生 

 

介護記録 
群馬医療福祉大学短期大学部 

教授 白井 幸久 先生 
 

薬剤に関する知識 
薬局ルンルンファーマシー 代表
取締役・薬剤師・主任介護支援

専門員 藤澤 節子 先生 

移乗・移動・体位変換 
新百合ヶ丘介護老人保健施設つくしの里 

リハビリテーション部 
部長/理学療法士 木下 尚久 先生 

著名な講師陣から確かな専門知識と 
実践的な内容が学べます 



コンセプト 

ポイント 

学研介護サポート概要 

受講期間  ：2015年4月1日～2016年3月31日 
受講料金  ：1施設につき9,000円（税別）/月 
提供ID数 ：1施設につき3つのIDを発行いたします 

1テーマにつき 
講義：約60分 
配布資料用PDFデータ： 
講義資料、テスト問題用
紙、アンケート用紙 

効果が上がる！ 
負担が軽減！ 
操作が簡単！ 
費用が安い！ 

現場ニーズの高い優れたコンテンツ 

教育担当者の負担減に貢献 

使い勝手の良い研修システム 

安心して導入できる料金設定 

1 

2 

3 

集合研修に最適な講義映像だけでなく、一緒にご活用
いただける資料とテストのPDFデータもご用意 

24時間受講できるビデオ・オンデマンド配信コンテンツ
で、いつでもどこでも学習環境の設定がOK 

パソコンだけでなく、スマートフォン・タブレット端末
にも対応し、使いやすさは抜群！ 



介護スタッフ研修コース みなさまの声 見本 

「薬剤に関する知識」感想～介護福祉士（5年目） 

「介護過程の展開」感想～介護福祉士（9年目） 「移乗・移動・体位変換」感想～ケアワーカー（1年目） 

「終末期ケア」感想～ケアワーカー（4ヶ月目） 

利用施設様スケジュール 見本 

患者さんを注意深く観察し理解しそして介護過程を展開するうえで
大切なアセスメント、計画、実行の展開過程、そして私達介護をする
者が、技術・知識をもって展開してゆかなければいけない事をつくづ
くかんがえさせていただきました 

ボディメカニクスについて詳しく理解することができた。これから、自
分のためにも、ボディメカニクスをつかい移乗、移動などの介助を
行っていきたいと思いました 

終末期のケアで、患者さんに対し、敬意を込めて、接することが大切
なのだと思いました。 

食前、食直前、食直後、食後の違いを把握できた。ケアでも行って良
い処置（点眼、点鼻）が解り、とても勉強になりました。 

年間スケジュールに組み入れたり 
アンケートを導入されている施設様の事例です 



テーマ 講師 配信期間 

1 介護現場で知っておくべき医療の留意点 
 －医療の観点からの基礎知識を学ぶ 

医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック 
英 裕雄先生 

2016/3/31 
まで 

2 身体拘束をしない！ そこからはじまる介護ケア ケアホーム西大井こうほうえん 施設長 
田中 とも江先生 

3 認知症の理解と介護 
－認知症の人の世界を知り、よい介護をするために 川崎幸クリニック 院長 

杉山 孝博先生 4 認知症の原因と薬物療法を考える 

5 これまでの入浴介助・排泄介助を見直そう! 
－スキントラブルを意識した介助とは 

福祉人材育成研究所M&L 所長 
五十嵐 さゆり 先生 

6 フットケアで足と心を癒やす 
－愛情をもって、やさしく、ていねいなケアとは 

フットケアサロン歩行(ふゆき) 
関根 良子先生 

7 
（前半）なぜ必要なのかを考える感染症対策 
（後半）感染症対策の具体的知識 
－高齢者施設介護職員としての基本を考える 

東京福祉専門学校 ケアワーク学部 教務主任 
白井 孝子先生 

8 
“食べる”を支援する口腔介護（1）（2） 
－口腔の理解と口腔介護の技術－安全で楽しい食事を
支える摂食嚥下の知識 

愛仁歯科医院 口腔機能支援センターさいわい 
センター長 
本間 久恵先生 

9 介助者の腰痛予防を考えた移乗・移動・体位変換のコ
ツ 

新百合ヶ丘介護老人保健施設つくしの里 
リハビリテーション部 部長/理学療法士 
木下 尚久先生 10 介助者の腰痛予防を考えた福祉用具の上手な使い方 

11 利用者・家族とのベストコミュニケーション術 
－組織内でのコミュニケーションから考える 

特定非営利活動法人 楽 理事長 
柴田 範子先生 

12 利用者の立場にのっとった介護過程の考え方と実践法 大妻女子大学 名誉教授 
是枝 祥子先生 

公開時間：公開初日は当日【17:00～】からご利用いただけます やむを得ない事情により日程・講
師・テーマが変わる場合があります。講師の氏名や肩書は、収録時のものです 2015年度 配信テーマ 

テーマ 講師 配信期間 

1 ・認知症の知識と理解 
・介護施設における認知症高齢者への対応 

日本看護協会 看護研修学校 
島橋 誠先生 

2016/3/31 
まで 

2 ・高齢者の転倒・転落リスク 
・危険性の予測－転倒・転落予防の具体策 

パラマウントベッド株式会社 技術本部 
主席研究員 
杉山 良子先生 

3 介護施設における感染予防 
東京大学医学部附属病院 臨床研究支援セン
ター 生物統計学・データ管理部門 
藤田 烈先生 

4 こころとからだのしくみ 東京福祉専門学校 ケアワーク学部 教務主任 
白井 孝子先生 

5 高齢者の疾病 I 川崎幸クリニック 院長 
杉山 孝博先生 6 高齢者の疾病 II 

7 介護過程の展開 大妻女子大学 名誉教授 
是枝 祥子先生 

8 介護記録 群馬医療福祉大学短期大学部 教授 
白井 幸久先生 

9 薬剤に関する知識 
薬局ルンルンファーマシー 代表取締役・薬剤
師・主任介護支援専門員 
藤澤 節子先生 

10 移乗・移動・体位変換 
新百合ヶ丘介護老人保健施設つくしの里 
リハビリテーション部 部長/理学療法士 
木下 尚久先生 

11 緊急時の対応 －救急車が来るまでの一次救命 福祉人材育成研究所M&L 所長 
五十嵐 さゆり先生 12 終末期ケア 

公開時間：公開初日は当日【17:00～】からご利用いただけ
ます 講師の氏名や肩書は、収録時のものです 2014年度テーマ 再配信 

リクエストにお応え！ 

お問い合わせ 
資料請求 

株式会社 TEL.03-6431-1228(代表) 平日9:00-18:00 
担当：営業企画部 

〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8  FAX.03-6431-1414   http://gakken-meds.jp           2015-0803 
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