
新テーマ続々公開予定！新テーマ続々公開予定！

監修：角田 直枝 先生
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 
看護局長/がん看護専門看護師 

基礎から実践まですべてのスタッフが学習できる！
在宅で必要な看護技術を
講義と技術動画で身につけられる！

でデモ体験できます！

で検索学研訪問看護サポート

無 料
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ステーションの運営方法から訪問先での言葉づかい、
疾患への適切な対応方法までを網羅した充実のe-ラーニング教材！
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※ご契約月から年度末までの年度契約となります

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

特長

サービス内容

すきま時間にいつでもどこでも
繰り返し学べます

個人学習／集合研修
どちらにもご利用いただけます

テストや講義資料などを
ダウンロードしてご利用いただけます

講義 技術動画
●現場での事例を交えた実践的な講義を
　わかりやすく
●パソコン・スマートフォン・タブレットで
　受講可能

●リアルな映像でわかりやすい
●繰り返し学べて、看護技術が身につく
●現場で活かせる看護技術を厳選

テスト
●Webでも紙でも受講可能
●受講後は振り返りテストで知識を定着
●解答解説で理解度を確認し、復習が可能

※在宅看護実践コースのみ

学研訪問看護サポートのみご利用
集合研修メインでご活用の場合

受講費用（税別）  年度途中からのお申し込みも可能です

個人学習でもご活用の場合

受講料金 9,000円/月25,000円/月
受講ID数 1施設につき3つのIDを発行1施設につき50 IDまで発行

年度契約のみ 学研ナーシングサポート、ビジュアルナーシングメソッドと併用
受講料金 15,000円/月
受講ID数 学研ナーシングサポート、ビジュアルナーシングメソッドIDをお持ちの方全員

※上記サービスについては別紙パンフレットをご参照下さい

年度契約のみ

部長

中村 洋子 様

旧 株式会社HCM 看護事業部 特定医療法人社団 同樹会 
訪問看護ステーション春風 

　弊社の訪問看護ステーションで働く看護師の多くは、もともと訪問看護の経験が
ほとんどありません。そうした看護師らに、医療・介護保険に関する訪問看護の制度
や訪問看護の基礎知識を効果的に学んでもらえる教材を探していたところ、学研の
e-ラーニングを知り導入しました。
　学研訪問看護サポートにはいくつかのコースがあるので、個々人のレベルに応じて
学習できます。また、受講時間は1テーマ30分ほどで取り組みやすくなっています。現
場では、研修参加の時間確保や費用面などで課題を多く抱えていましたが、e-ラーニ
ングの導入でスタッフ全員がそれぞれの時間で学習することができ、研修時間や費
用の問題も解決しました。

　当事業所は、病院や介護施設からの異動者が多く、在宅療養者への接し方や医療・
介護保険制度についての理解が乏しいまま訪問看護業務にあたることも少なくあり
ませんでした。オリエンテーションや個人学習といった取り組みも行っていますが、
十分に理解できないまま訪問看護業務にあたることでスタッフからは不安の声も
あがっていました。
　「学研訪問看護サポート」は対象や目的に合わせてコースやテーマが分かれて
おり、スタッフはその都度必要なテーマをピンポイントで視聴できます。訪問看護業
務への理解が深まるだけでなく、学んだ知識が実践の場で活かされることは個々の
自信にもつながっています。

ご利用施設様の 声

管理者/看護師 

古沢 信子 様



● 訪問看護師の研修をどうしよう
● ステーション運営について誰にも相談できない
● 介護制度がなかなか理解できない
● 患者さんとご家族への接遇で戸惑ってしまう

こんなお悩みありませんか？

● 現場の訪問看護師にぴったりの研修をご用意しています
● 管理者コースで運営に必須の知識を学習できます
● 介護保険、医療保険の制度から書類まで基本的な知識を身につけられます
● 接遇コースで患者さんやご家族への接し方を詳しく解説しています

そのお悩み、解決いたします！

配信テーマ一覧 ※2021年6月時点での情報です。講師の肩書は収録時のものです
※最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください

スタートアップコース
対象：初めて訪問看護に携わる方
内容：訪問看護師として知っておかなければならない基本的な知識を学習

No テーマ No テーマ

1 訪問看護のはじめに ①訪問看護の保険 8 訪問看護の実務の知識 ②医療保険で訪問看護をするときに

2 訪問看護のはじめに ②訪問看護の依頼から入金まで 9 訪問看護の実務の知識 ③多職種協働や地域資源

3 訪問看護のはじめに ③訪問看護の回数制限 10 訪問看護の実務の知識 ④訪問看護の各ステップ

4 訪問看護のはじめに ④看護の書類 11 訪問看護の実務の知識 ⑤ケアマネジメント

5 訪問看護のはじめに ⑤患者が利用できる制度 12 地域包括ケアシステムとは ①社会的な背景と動向

6 訪問看護のはじめに ⑥訪問看護の対象 13 地域包括ケアシステムとは ②地域包括ケアシステムとは？

7 訪問看護の実務の知識 ①介護保険で訪問看護をするときに 14 地域包括ケアシステムとは ③自治体ごとの介護保険計画などを見てみよう

管理者コース
対象：訪問看護ステーション管理者の方、これから管理職として活躍される方
内容：訪問看護ステーションを運営していくうえで必須の知識を学習

No テーマ 講師

1 訪問看護ステーションの管理業務
①訪問看護ステーションにおける管理者の役割

角田 直枝 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 
看護局長/がん看護専門看護師

2 訪問看護ステーションの管理業務
②訪問看護ステーションの経営管理の基本と考え方

3 訪問看護計画書および訪問看護報告書の
具体的な作成ポイント

小野 朱美 先生 湯のまち訪問看護ステーション 代表理事
4 訪問看護ステーションにおける

介護保険・医療保険の算定（加算の取り方）

5 退院調整、および退院支援システムの構築と実践 伊藤 みほ子 先生 下伊那赤十字病院 看護部長 訪問看護認定看護師

6 訪問看護ステーションにおけるリスクマネジメント 中島 由美子 先生 訪問看護ステーション愛美園 所長

7 訪問看護ステーションにおける
労務管理（メンタルヘルスを含む） 海藤 佐代子 先生 地域医療センターかさま 笠間市立病院 看護局長（兼）

訪問看護ステーションかさま 管理者/認定看護管理者

8 訪問看護ステーションにおける人材管理と人材確保
〜働き方改革時代の基礎知識と心がまえ〜

中島 由美子 先生 訪問看護ステーション愛美園 所長9 訪問看護ステーションにおける人材教育
①教育プログラムの構築

10 訪問看護ステーションにおける 
ウィズコロナ時代の人材教育 ②OJTとoff-JT

11 訪問看護ステーションにおける
統計データの取り方と取り扱い 角田 直枝 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

看護局長/がん看護専門看護師

監修：角田 直枝 先生
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護局長/がん看護専門看護師

ステップアップ疾患別コース
対象：訪問看護の現場の第一線で活躍中の方
内容：訪問看護の現場で遭遇する疾患への適切な対応と知っておくべき最新知識を学習

No テーマ 講師

1 訪問看護で遭遇する認知症が疑われる人への対応 上野 澄恵 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 
看護局

2 訪問看護で遭遇する高齢糖尿病患者の特徴と適切な対応、 
家族支援 堤 まゆみ 先生 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

看護局 糖尿病看護認定看護師

3 がん療法を受ける患者への看護（仮） 講師交渉中

4 精神疾患治療を受ける患者への看護（仮） 講師交渉中

監修：角田 直枝 先生
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護局長/がん看護専門看護師

確認テスト5問
（解答・解説付き）1テーマ約30分

NEW

NEW

接遇コース
対象：初めて訪問看護に携わる方から現場の第一線で活躍している方
内容：利用者の生活と自立を尊重する看護を実践するための基本と応用を学習

No テーマ 講義 No テーマ 講義

1 基本編

❶社会常識

2 応用編

❶訪問看護におけるコミュニケーション

❷訪問看護の配慮と心構え ❷苦情・クレームへの対応
　（報告・連絡・相談含む）❸訪問看護時に必要な接遇

在宅看護実践コース
対象：初めて訪問看護に携わる方から現場の第一線で活躍している方
内容：在宅看護に必要な看護技術を講義と動画で学習

No テーマ 講義／動画 No テーマ 講義／動画

1 バイタルサイン バイタルサイン測定 5 食事介助 食事介助

2 活動と休息

移乗・移動の環境設定 6 排泄 浣腸

トイレでの移乗・移動
7 経管栄養

経管栄養投与

風呂での移乗・移動 経鼻栄養チューブの固定・胃ろうの保護

3 感染対策

洗面所・キッチン 8 与薬 与薬

ベッドサイド 9 呼吸ケア 呼吸ケア

ポータブルトイレ 10 吸引 吸引

4 清潔の介助

清拭 11 創傷管理 創傷管理

洗髪

12 リハビリテーション

ROM（関節可動域訓練）：環境整備

手浴・足浴 ベッド上端坐位（仰臥位→端坐位）

陰部洗浄 ベッド上端坐位での下肢訓練

寝衣交換 立位での下肢訓練（椅子・段差）

口腔ケア 13 死後のケア 最後の場面・家族対応

順次公開 
予定

確認テスト5問
（解答・解説付き）

確認テスト5問
（解答・解説付き）

確認テスト5問
（解答・解説付き）

確認テスト5問
（解答・解説付き）

1テーマ約15～30分

1テーマ約10～30分

1テーマ約30～40分

1テーマ約5～40分

講師 WyL株式会社/ウィル訪問看護ステーション

講師 古橋 聡子 先生
訪問看護ステーションこあ 管理者

講師 WyL株式会社/ウィル訪問看護ステーション
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