
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
ポートの個別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……

個人視聴で……

学研ナーシングサポートと併用で……

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〒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

基礎・実践・応用の介護技術から施設運営まで幅広い研修ツール

「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？

監修：東京福祉専門学校 副学校長

白井 孝子 先生

+
5555
新人から管理者まで使える
講義型4コース

テーマ

パワーアップ！

1313テーマ
技術動画1コース
新人でもわかりやすい

で検索学研介護サポート

無 でデモ体験できます！料

研修でご施設様の悩みを解決！

2022年7月発行
2022年度版

介護技術動画が
さらに充実します
－10テーマがリニューアル－

リニュ
ーアル

！

接　遇 コミュニケーション 感染対策

新人から管理者まで施設（全職員）のための e-ラーニング

施設契約
ID数 1施設

100 ID 19,800円/月
※管理者専用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

法人契約
ID数 1法人

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

学研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

集合研修でご利用
ID数 １施設
3 ID 9,000円/月

受講費用
（税別）

年度途中からの 
お申し込みも可能

20220701

年度契約



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

管理？ 経営？

アセスメント？

介護報酬？
加算？ 減算？

記録？

感染対策？

研修をどう設定すればいい？ 何を学んでもらえばいい？

コロナ禍における施設内研修のあり方

理事・法人本部統括

岩下 良彦 様

社会福祉法人 百陽会

当法人では、法人研修委員会を設置しており、各施設の年間研修プログラムの進捗状
況の報告などを行っています。
各施設の研修は、e-ラーニングの講義と施設に合った資料をセットにして実施していま
す。e-ラーニングのよさは、同じ講義内容を受講することで知識のブレが少なくなるこ
とと、研修に参加できない場合は自宅などでも受講できることです。今後は、キャリアパ
スフレームにある階層ごとに推奨研修を設定し、キャリアを積んでいただく予定です。

どんな学習をしたらいいの？ 何を学んだらいいの？

スタッフ

施設管理者

さまざまな
研修ニーズに
合わせた
豊富なコース

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

介護基礎コース

職員全員が
学ぶチャンス

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

よりよい介護実践

ご利用施設様の

e-ラーニング
事前視聴

・ 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

知識をインプット 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

講義資料・ワークシートも準備しています

介護福祉士にとって、最新の知識や情報を
得ることができる最高のツール！

看護部 介護科長

小玉 達也 様

医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院

多機能型慢性期病院である当院の看護部では、看護師とともに多くの介護福祉士有
資格者が勤務しています。介護福祉士は、高い学習意欲がありながら、外部研修の機
会が少なく、とくにコロナ禍においては、その機会がさらに減少しています。そんなな
か、最新の知識や情報を得ることができる学研介護サポートは最高の学習ツールで
あり、院内アクセス率ランキングの上位を常に介護福祉士が占めるほど、多くの職員
が活用し、自己研鑽に励んでいます。

※記載内容は2021年10月現在のものです
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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

2022年度配信コース一覧
（2022年4月～2023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

新人介護職員が学ぶべき基礎知識を習得

■新規配信11本+継続配信12本

実践に役立つ介護技術を習得

■新規配信3本+継続配信7本

知っておきたい施設マネジメントを学ぶ

■新規配信4本+継続配信5本

介護職員みんなが知っておいてほしい知識を学ぶ

■新規配信5本+継続配信8本

介護現場で役立つ実践力をつける技術動画で理解を深める

■新規配信10本+継続配信3本

■全テーマ通年配信 約20分

コード テーマ 講師

KGA2201 人権と尊厳を支える介護・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

KGA2202 介護の基本. 1 
～介護職の仕事内容～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2203 介護の基本. 2 
～利用者の状態を把握する～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2204 法 律 介護の基本. 3 
～介護従事者の倫理～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2205 動 画 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～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2206 動 画 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

KGA2207 動 画 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～ 大谷 佳子 先生 昭和大学 保健医療学部 講師

KGA2208 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

KGA2209 老化の理解. 2 
～病気や症状の特徴と観察のポイント～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2210 認知症 認知症の理解 
～利用者への対応・支援と家族への支援～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2211 法 律 障害の知識 
～利用者への対応・支援と家族への支援～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

継
続
配
信（
通
年
配
信
）

KGA2251 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

KGA2252 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～ 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

KGA2253 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～ 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

KGA2254 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～ 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

KGA2255 動 画 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

KGA2256 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 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2257 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～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2258 動 画 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～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2259 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・障害が及ぼす影響～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2260 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～ 白井 孝子 先生 東京福祉専門学校 副学校長

KGA2261 認知症 認知症介護の基礎 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

KGA2262 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

介護基礎コース
新人介護職員が学ぶべき基礎知識を習得

2022年度 （2022年4月～2023年3月）  講義配信テーマ一覧

リニューアル！

リニューアル！

リニューアル！

リニューアル！

リニューアル！

リニューアル！

新規配信テーマ 継続配信テーマ
全 68 テーマ
※2022年7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
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介護実践コース
実践に役立つ介護技術を習得

施設全体研修コース
介護職員みんなが知っておいてほしい知識を学ぶ

介護技術動画ライブラリ
介護現場で役立つ実践力をつける技術動画で理解を深める

管理者コース
知っておきたい施設マネジメントを学ぶ

新規配信テーマ 継続配信テーマ新規配信テーマ 継続配信テーマ

約30分～40分
■ 毎月1日から 

2023年3月31日まで配信

コード テーマ 講師

5月開始 KGB2201 高齢者介護に必要な基本的な医学知識 内山 裕美 先生 東京福祉専門学校 非常勤講師

6月開始 KGB2202 動 画 レクリエーション方法 
～高齢者施設などにおけるレクリエーションの役割と可能性～ 尾渡 順子 先生 医療法人 中村会 介護老人保健施設あさひな、 

認知症介護レクリエーション実践研究会

7月開始 KGB2203 認知症 認知症をもつ「人」とのコミュニケーション 鈴木 雄生 先生 有限会社心のひろば/東京都認知症介護指導者

継
続
配
信（
通
年
配
信
）

KGB2251 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 会長、 
社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

KGB2252 介護職に必須のアセスメント能力とは 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 
社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

KGB2253 記 録 書けていますか？ 介護記録 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 
社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

KGB2254 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

KGB2255 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

KGB2256 介護職員のための看取り実践 内山 裕美 先生 東京福祉専門学校 非常勤講師

KGB2257 排泄ケア実践 内山 裕美 先生 東京福祉専門学校 非常勤講師

約30分～40分■毎月1日から2023年3月31日まで配信

コード テーマ 講師

5月開始 KGC2201 管理者が知らなければならないリスクマネジメントの 
基本的理解 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 

社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

6月開始
KGC2202 やりがい・働きがいのある職場づくり

～職員が離職しない環境のためにできることは～ 足立 昌紀 先生 社会福祉法人 東京栄和会 うらやす和楽苑

KGC2203 外国人スタッフとともに働くために
～外国人スタッフ確保のための方策～ 井口 健一郎 先生 社会福祉法人 小田原福祉会  

特別養護老人ホーム潤生園 施設長

7月開始 KGC2204 管理者が知らなければならない医療介護連携 高橋 等 先生 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 和合せいれいの里

継
続
配
信（
通
年
配
信
）

KGC2251 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

KGC2252 介護報酬減算の考え方 酒井 麻由美 先生 株式会社 リンクアップラボ 代表

KGC2253 BCPの基礎 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 
社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

KGC2254 介護職員のワーク・ライフ・バランス（WLB）を考える 井口 健一郎 先生 社会福祉法人 小田原福祉会  
特別養護老人ホーム潤生園 施設長

KGC2255 ICTを活用する 井口 健一郎 先生 社会福祉法人 小田原福祉会  
特別養護老人ホーム潤生園 施設長

約30分～40分
■ 毎月1日から 

2023年3月31日まで配信

コード テーマ 講師

4月開始 KGD2201 転倒・転落を防ぐ！
～リスクを知り、適切に対応しよう～ 外岡 潤 先生 第二東京弁護士会 法律事務所おかげさま

5月開始 KGD2202 動 画 介護現場の接遇・マナー
～利用者・家族に「伝わる」かかわり方～ 大谷 佳子 先生 昭和大学 保健医療学部 講師

6月開始 KGD2203 介護スタッフに必要な倫理
～基本とポイントをおさえよう～ 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 

社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

7月開始 KGD2204 法 律 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

8月開始 KGD2205 介護予防および重度化防止 内田 正剛 先生 一般社団法人 熊本県作業療法士会 会長

継
続
配
信（
通
年
配
信
）

KGD2251
法 律

身体拘束
虐 待

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

KGD2252 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

KGD2253 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

KGD2254 法 律 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

KGD2255 法 律 ハラスメントを受けたときどうするか？ 柴田 範子 先生 特定非営利活動法人 楽 理事長

KGD2256 介護職員一人ひとりが考える災害対策の基礎 石本 淳也 先生 一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長、 
社会福祉法人 リデルライトホーム 施設長

KGD2257 医療と介護の連携の基礎 高橋 等 先生 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 和合せいれいの里

KGD2258 施設安全管理のポイント
～現場に求められる役割を知り、事故を予防しよう～ 外岡 潤 先生 第二東京弁護士会 法律事務所おかげさま

■全テーマ通年配信 約10分

リニューアル！ リニューアル！

リニューアル！

リニューアル！

コード テーマ

KGA2205 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～

KGA2256 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

KGC2201 管理者が知らなければならないリスクマネジメントの基本的理解

KGC2253 BCPの基礎

KGD2201 転倒・転落を防ぐ！ 
～リスクを知り、適切に対応しよう～

KGD2256 介護職員一人ひとりが考える災害対策の基礎

KGD2258 施設安全管理のポイント～現場に求められる役割を知り、事故を予防しよう～

施設安全に関するテーマ

コード テーマ

KGA2205 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～

KGA2256 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

KGD2252 介護現場に必要な感染管理～知識・技術・管理～

KGD2253 新型コロナ感染症対策！ 新しい口腔ケア

感染対策に関するテーマ

カテゴリー別テーマ　コースを横断し、重要なテーマを受講できます

コード テーマ 内容

KGE2201 手洗い・手指消毒 手洗い・手指消毒

KGE2202 標準予防策 個人防護具の着用方法

KGE2203 感染症の予防 感染を広げない個人防護具の 
はずし方

NEW

KGE2204 吐しゃ物処理 吐しゃ物処理

KGE2205 前開きシャツの 
着脱介助 前開きシャツの着脱介助

KGE2206 丸首シャツ、 
ズボンの着脱介助 丸首シャツ、ズボンの着脱介助

KGE2207 食事介助 食事介助

KGE2208 髪型/服装/表情/ 
姿勢 髪型/服装/表情/姿勢

NEW

NEW

NEW

NEW

コード テーマ 内容

KGE2209 （作業時の）あいさつ
（作業時の）あいさつ

目線と視線

KGE2210 ナースコール

ナースコール

情報の確認のポイント

利用者の変化への気づき

声をかけられたとき

KGE2211 食事の誘導 食事の誘導

KGE2212 エレベーター乗降時
の車椅子の介助

エレベーター乗降時の車椅子の 
介助

KGE2213 食事の配膳 食事の配膳

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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