
新人から管理者まで施設（全職員）のための研修ツール
基礎・実践・応用の介護技術から施設運営まで幅広いe-ラーニング研修

2021年度版 2021年6月発行

研修でご施設の悩みを解決！

5151

「身体拘束予防」 未実施1日10％減算？
「感染対策」「ハラスメント対策」 どうしたらいい？
「クレーム対応」「接遇」 何を研修する？
「アセスメント」「介護記録」 どうやったらいい？

+

でデモ体験できます！

で検索学研介護サポート

無 料

新人から管理者まで使える
講義型4コース

1313

テーマ

テーマ
技術動画1コース

監修：東京福祉専門学校 副学校長
白井 孝子 先生

パワーアップ！

新人でもわかりやすい

+

99テーマ
2021年度介護報酬改定を
反映した

NEW

NEW

「外国人スタッフ向け介護用語集」
NEW 2021年度介護報酬改定を反映した

9テーマ追加

お問い合わせ・資料請求は

TEL: 03-6431-1228
FAX

（代表）
平日9：00～18：00
担当：営業部

03-6431-1414 https://gakken-meds.jpWEB

20210601

〒141-8414　東京都品川区西五反田 2-11-8
株式会社　学研メディカルサポート

多彩なご活用方法

プロジェクターに投影し、少人数の集合研修をランチョンなど
複数回開催することができます。職員全体が質の高い研修を受講
できます

個人に視聴IDをお渡しし、パソコン・スマートフォン・タブレットで
自分の好きな時間に受講できます。視聴履歴もすべて残ります。
研修の事前学習としても活用できます

「学研ナーシングサポート」をご契約いただいているご施設様は
オプションとしてすでにご利用いただいている学研ナーシング
サポートの個人IDで視聴することができます（別途オプション
契約が必要）

少人数の集合研修で……

個人研修で……

学研ナーシングサポートと併用で……

 施設契約
ID数 1施設

100 ID 19,800円/月
※管理者ID1個、教育担当者ID1個、集合研修用ID1個を付与

 オプション
ID追加（10 ID） 1,980円/月

教育担当者ID（5 ID） 10,000円/月
※「施設契約」「法人契約」のみ追加可

・契約は開始月から3月末まで

 法人契約
ID数 1施設

300 ID 59,800円/月
※管理者ID1個、教育担当者ID5個、集合研修用ID1個を付与

 ナーシングサポートと併用の場合
ID数 1施設

学研ナーシングサポートIDをお持ちの方全員 10,000円/月
・契約は開始月から3月末まで

 集合研修でご利用
ID数 １施設
3 ID 9,000円/月

・契約は開始月から3月末まで

NEW

NEW

NEW

受講費用
（税別）

年度途中からの 
お申し込みも 
可能です
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感染対策？

減算？

記録？

アセスメント？

管理？

経営？

介護に関連する悩み…

介護技術の基礎から、施設内で必要な研修、
2021年度介護報酬改定で求められている研修まで幅広い研修にご活用いただけます

がお手伝いします！

あらゆる研修環境で よりよい介護実践

講義資料が
ダウンロードできる

個人でも
何度でも視聴できる

テスト・ワークシートで
理解を深める

介護とは、、、

研修機会の少ない介護職の学習ツールとなっています

総看護師長

畑中 美千代 様

医療法人 平成会 小島病院

事務長

茨木 國隆 様

社会医療法人 令和会
介護老人保健施設 サンライズヒル

小島病院は医療療養型病床をもち、人間ドック・健康診断にも力を入れています。また、
同法人のショートステイを併設し、全体で看護職と同数以上の介護職が働いています。
学研ナーシングサポートの看護補助者研修コースは、病棟看護補助者の研修に役立て
ていますが、介護福祉士などの有資格者には物足りない内容でした。
そこで、学研介護サポートを併用することにより、研修機会の少ない介護職の学習ツー
ルはもちろん、介護職の介護力向上になるばかりでなく、多職種の自己研鑽にも役立て
ることができています。

コロナ禍のなか、学研のe-ラーニングを利用できてよかったです

当施設では2019年度までは毎月1回職員が一同に会し、講義形式で研修会を行って
きました。しかしながら、2020年2月から新型コロナウイルス感染症に対してさまざ
まな対応を迫られることになりました。数年前より職員の研修体制のサポートとして
学研介護サポートを利用していたので、今回のコロナ禍において、個々人が好きな時
間に安全に研修を受けるシステムは事前に導入できていました。そこで、必須の研修
も含めて前年度と遜色ない研修を実施することができています。

ご利用施設様の 声

〈さまざまな研修ニーズに合わせた豊富なコース〉

どんな学習をしたらいいの？ 何を学んだらいいの？

研修をどう設定すればいい？ 何を学んでもらえばいい？

スタッフ

施設管理者

職員全員が
学ぶチャンス

知識をインプット

e-ラーニング
事前視聴

実践的な集合研修 学んだことを実践 さらなる学びの定着

・ グループ
 ワーク
・ ロール
 プレイング

現場で実践

・ e-ラーニング
 で復習
・ みんなで
 リフレクション

介護基礎
コース

介護実践
コース

管理者
コース

施設全体
研修
コース

介護
技術動画
ライブラリ

講義資料・
ワークシートも
準備しています
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介護実践コース

管理者コース

施設全体研修コース

介護技術動画ライブラリ

2021
※2021年6月時点での情報です
※各テーマ、講師は変更する場合がございます
※講師の肩書は収録時のものです
※公開初日は当日【17：00～】ご利用いただけます
※最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください

全 73 テーマ年度 配信コース一覧
（2021年4月～2022年3月）

次のページから各コースの詳しいテーマをご紹介

分約10

分～30 分約 40

分～30 分約 40

分～30 分約 40

介護基礎コース 分約20

介護現場で初めて働く方を中心に介護の基礎を学ぶ

■新規配信1本+継続配信21本+追加配信1本

介護現場で役立つ知識と技術を学ぶ

■新規配信5本+継続配信6本+追加配信2本

施設運営に必須の知識を学ぶ

■新規配信2本+継続配信6本+追加配信3本

介護施設全職員に必要不可欠な知識を学ぶ

■新規配信5本+継続配信5本+追加配信3本

介護現場でよく出会う場面の技術動画がいつでも視聴可能！

■新規配信13本

追加配信 認知症介護の基礎

介護基礎コース
介護現場で初めて働く方を中心に介護の基礎を学ぶ

コード テーマ 講師

4月開始 KGA2101 外国人スタッフ向け介護用語集

白井 孝子 先生　 東京福祉専門学校 副学校長

継続配信

KGA2151 人権と尊厳を支える介護・自立に向けた介護

KGA2152 介護の基本．1 
～介護職の仕事内容～

KGA2153 介護の基本．2 
～利用者の状態を把握する～

KGA2154 介護の基本．3 
～介護従事者の倫理～

KGA2155 介護の基本．4 
～介護職における安全の確保とリスクマネジメント～

KGA2156 介護におけるコミュニケーション技術. 1 
～コミュニケーションの基本～

大谷 佳子 先生 昭和大学 保健医療学部 講師

KGA2157 介護におけるコミュニケーション技術. 2 
～コミュニケーションの実践～

KGA2158 老化の理解. 1 
～基本知識と身体の変化～

白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2159 老化の理解. 2 
～病気や症状の特徴と観察のポイント～

KGA2160 認知症の理解 
～利用者への対応・支援と家族への支援～ 

KGA2161 障害の知識 
～利用者への対応、支援・家族への支援～

KGA2162 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．1
～介護の基本的理解を深める～

木下 尚久 先生 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

KGA2163 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．2
～ボディメカニクスの理解～

KGA2164 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．3
～歩行の基礎知識～

KGA2165 移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．4
～車椅子の基礎知識～

KGA2166 着替えに関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2167 清潔に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

KGA2168 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．1
～食事の基本と摂食・嚥下～

KGA2169 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．2
～食事介助と口腔ケア～

KGA2170 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．1
～しくみと機能の低下・障害がおよぼす影響～

KGA2171 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護．2
～アセスメントと排泄介助～

■全テーマ通年配信 約20分

2021年度 （2021年4月～2022年3月）     講義配信テーマ一覧

NEW

イラスト

イラスト

イラスト

動画

動画

動画

2021年度追加配信予定
※2021年度介護報酬改定を反映

動画
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施設全体研修コース
介護施設全職員に必要不可欠な知識を学ぶ

コード テーマ 講師

4月開始 KGD2101 介護の力で虐待・身体拘束をなくそう 内田 千惠子 先生 株式会社 あいゆうサポート 代表取締役、 
公益社団法人 東京都介護福祉士会 常務理事

5月開始
KGD2102 介護現場に必要な感染管理 ～知識・技術・管理～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGD2103 新型コロナ感染症対策！新しい口腔ケア 渡邊 裕 先生 北海道大学大学院 歯学研究院 口腔健康科学分野  
准教授

6月開始 KGD2104 それはハラスメントではないですか？
柴田 範子 先生 特定非営利活動法人 楽 理事長

7月開始 KGD2105 ハラスメントを受けたときどうするか？

継続配信

KGD2151 介護施設における感染対策 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGD2152 高齢者の転倒・転落対策 内田 千惠子 先生 株式会社 あいゆうサポート 代表取締役、 
公益社団法人 東京都介護福祉士会 常務理事

KGD2153 介護現場で求められる接遇とマナーのポイント 大谷 佳子 先生 昭和大学 保健医療学部 講師

KGD2154 介護スタッフに求められる倫理 石本 淳也 先生 公益社団法人 日本介護福祉士会 会長

KGD2155 医師法第17条 医療補助行為を知っておこう 
～実践できること、やってはいけないこと～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

約30分～40分

管理者コース
施設運営に必須の知識を学ぶ

コード テーマ 講師

7月開始
KGC2101 2021年度介護報酬改定 

～介護の現場はこう変わる～
酒井 麻由美 先生 株式会社 リンクアップラボ 代表

KGC2102 介護報酬減算の考え方

継続配信

KGC2151 高齢者施設のリスクマネジメント 山田 滋 先生 株式会社 安全な介護 代表取締役

KGC2152 クレームの解決とインシデントの共有 伊達 哲也 先生 株式会社 ヒューマンアフィニティー  
はすぬま訪問介護事業所 顧問

KGC2153 介護施設の災害・防災対策 
～熊本地震の経験から振り返る、介護現場の実際と支援のあり方～ 石本 淳也 先生 公益社団法人 日本介護福祉士会 会長、 

一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長

KGC2154 介護職と医療・地域との連携・連帯の実際 足立 昌紀 先生 社会福祉法人 東京栄和会 うらやす和楽苑

KGC2155 IoT・介護支援ロボットはどう活用するの？ 
～導入のヒントと課題～ 永井 周治 先生 特別養護老人ホーム さわやか苑 理事/事務長

KGC2156 介護職の人材確保と定着 
～ダイバーシティマネジメントの理解と支援策～

石本 淳也 先生 
上野 興治 先生

公益社団法人 日本介護福祉士会 会長 
社会福祉法人福祉楽団 杜の家なりた 施設長

約30分～40分NEW

NEW ■毎月1日から2022年3月31日まで配信

■毎月1日から2022年3月31日まで配信

追加配信

介護職員一人ひとりが考える災害対策の基礎

医療と介護の連携の基礎

施設安全

追加配信

BCPの基礎

介護職員のWLBを考える

ICTを活用する

2021年度追加配信予定
※2021年度介護報酬改定を反映

2021年度追加配信予定
※2021年度介護報酬改定を反映

新規配信テーマ 継続配信テーマ

追加配信
介護職員のための看取り実践

排泄ケア実践

介護技術動画ライブラリ
介護現場でよく出会う場面の技術動画がいつでも視聴可能！

コード テーマ コード テーマ

KGE2101 手洗い KGE2108 髪型/服装/表情

KGE2102 標準予防策 KGE2109 （作業時の）あいさつ

KGE2103 感染症の予防 KGE2110 ナースコール

KGE2104 吐しゃ物処理 KGE2111 食事の誘導

KGE2105 前開きシャツの着脱介助 KGE2112 エレベーター乗降時の車椅子の介助

KGE2106 丸首シャツ、ズボンの着脱介助 KGE2113 食事の配膳

KGE2107 食事介助

■全テーマ通年配信 約10分

介護実践コース
介護現場で役立つ知識と技術を学ぶ

コード テーマ 講師

5月開始 KGB2101 わかりますか？介護過程

石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会6月開始 KGB2102 介護職に必須のアセスメント能力とは

7月開始 KGB2103 書けていますか？介護記録

8月開始 KGB2104 褥瘡をつくらない介護の考え方教えます 柴山 志穂美 先生 神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター  
地域ケア教育部長

9月開始 KGB2105 介護施設における看取り 
～ACPを理解する～ 足立 昌紀 先生 社会福祉法人 東京栄和会 うらやす和楽苑

継続配信

KGB2151 介護職が理解しておきたいICF（国際生活機能分類）の
考え方と実践 川手 信行 先生

昭和大学 医学部 リハビリテーション医学講座 教授、 
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院  
リハビリテーション科 診療科長

KGB2152 介護職に必要な薬の基礎知識と安全な服薬介助 藤澤 節子 先生 ドレッドノート株式会社 取締役/薬剤師

KGB2153 高齢者介護に必要な基本的な医学知識 川手 信行 先生 昭和大学 医学部 リハビリテーション医学講座 教授

KGB2154 認知症をもつ人の視点に立った介護職の役割 
～介護の問題ではなく、生き方の問題ととらえる～ 井上 信太郎 先生 有限会社 心のひろば 代表/東京都認知症介護指導者

KGB2155 精神疾患を理解する～統合失調症、双極性障害、うつ病～ 古田 伸夫 先生 浴風会病院 認知症疾患医療センター長/精神科医長

KGB2156 すぐに使えるレクリエーション方法 中田 光彦 先生 社会福祉士/介護福祉士/ケアマネジャー

約30分～40分

NEW

NEW

2021年度追加配信予定
※2021年度介護報酬改定を反映

■毎月1日から2022年3月31日まで配信

新規配信テーマ 継続配信テーマ


