
ステーションの運営方法から訪問先での言葉づかい、
疾患への正しい知識を学び、在宅の現場で対応できる実践力を養う

学研訪問看護サポート

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！
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株式会社 学研メディカルサポート

お問い合わせ・資料請求は

ご利用施設の

2021年度「介護報酬改定」の折、学研訪問看護サポートを導入しました。e-ラーニングは、エ
ビデンスに基づいた学習ができ、ライフスタイルに合わせた学習時間がつくれて、学びやす
い環境をスタッフに提供できています。
2022年7月より、e-ラーニングの視聴を院内の全看護師を対象にしました。在宅復帰に向
けて退院後の生活をイメージした看護の視点や退院支援がより充実したものになるよう活
用していきます。

地方独立行政法人 府中市病院機構 
府中市民病院

外来・病棟・訪問看護による継続看護をめざして～学習時間が自分でつくれる～

左：主任 皿田 真弓 様
右：主任 河本 由美 様

当事業所では、2021年より学研訪問看護サポートを導入しています。導入前は事業所独自
の研修を行っていましたが、スタッフの育成が行える反面、業務負担にもなっており、実施回
数や内容の制限から課題を感じていました。
学研訪問看護サポートでは、制度の理解をはじめ、より実践に近い疾患別の内容から看取り
に至るまでの内容がそろっており、訪問看護に携わる看護師の経験や教育の差を補える内
容と感じています。
また、実技動画もあるため普段提供しているケアの振り返りにもつながっています。スキマ
時間に閲覧できるのも魅力です。
今後も、活用していきたいです。

医療法人 ライフサポート 
訪問看護ステーションめいわ

学研訪問看護サポートを導入して

所長 木田 都子 様

※記載内容は2022年10月現在のものです

受講費用（税別） 年度途中からの
お申し込みも可能年度契約

個人学習でもご活用の場合 集合研修メインでご活用の場合

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

※25,000円/月のプランには管理者専用IDを1個発行します

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ください

学研訪問看護サポートのみご利用

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
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管理者コースで
運営に必須の知識を
学習できます

接遇コースで利用者や
ご家族への接し方を
詳しく解説しています

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

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

特 長

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

こんなお悩みありませんか？

そのお悩み、解決いたします！
● 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

● 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

技術動画

講義

テスト

サービス内容

ステーション運営について
誰にも相談できない

介護保険制度が
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

訪問看護師の研修を
どうしよう

学研訪問看護サポート 監修
角田 直枝 先生からメッセージをお届けします!
「教育体制を整える重要性」「e-ラーニング導入のメリット」
「皆さまへの熱いエール」についてお話いただきました

左の二次元コードからぜひご覧ください!
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管理者コース

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

約15分〜45分

1テーマ新規追加 2 テーマ順次リニューアル

ステップアップ疾患別コース

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

約30分〜50分

4テーマ新規追加

接遇コース

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

約10分〜20分

在宅看護実践コース

在宅看護に必要な看護技術を講義と動画で学習

約5分〜40分

順次全面リニューアル

エンゼルケアコース

利用者と家族に寄り添う在宅でのエンゼルケアを学ぶ

約10分〜20分

配信コース一覧 全 6 コース
※2023年1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

スタートアップコース

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

約5分〜10分

全57テーマ

配信テーマ一覧 ※2023年1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

● 1テーマ新規追加、2テーマ順次リニューアル

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 
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） 大橋 奈美 先生 医療法人 ハートフリーやすらぎ

常務理事 統括管理責任者/訪問看護認定看護師

5 入退院調整、および入退院支援システムの 
構築と実践 伊藤 章子 先生 公益財団法人 筑波メディカルセンター病院  

訪問看護ステーションいしげ 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 
〜自然災害発生時の業務継続計画（BCP）作成〜 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 笠間市立病院 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  

がん看護専門看護師

12 訪問看護ステーションにおける 
コロナ禍の感染対策と管理者の役割 篠原 久恵 先生 訪問看護ステーション レジハピ  

感染管理認定看護師

13
訪問看護における利用者・家族からの 
暴力・ハラスメントへの対策 
〜スタッフの安全をまもるために〜

武 ユカリ 先生 森ノ宮医療大学 看護学部 准教授

2023年 
9月改訂

2023年
4月改訂

2023年
4月公開

■ 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

監修  角田 直枝 先生 
常磐大学看護学部・大学院 教授/茨城県立中央病院 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15〜45分

次のページから各コースの詳しいテーマをご紹介

（2023年4月～2024年3月）
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スタートアップコースにご登壇いただいている講師から皆さまに向けたメッセージをお届けします！
「学習のポイント」「コンテンツへの思い」についてお話いただきました

左の二次元コードからぜひご覧ください!

講師一覧 
（五十音順）

阿部 裕乃 先生、井上 志保子 先生、岩本 大希 先生、川俣 沙織 先生、中西 純 先生、畑 千晶 先生、増田 翼 先生、
山川 将人 先生、山川 竜一 先生、和田 龍太郎 先生

● 2022年10月から全面リニューアル

● 2023年7月から順次全面リニューアル

● 4テーマ新規追加

No テーマ 講義

2 応用編

❶訪問看護におけるコミュニケーション
❷いろいろな相手とのコミュニケーション
❸苦情・クレームへの対応
❹ハラスメントへの対応

No テーマ 講義

1 基本編

❶社会常識

❷訪問看護の配慮と心構え

❸訪問看護に必要な接遇

■ 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

講師： 古橋 聡子 先生 
訪問看護ステーションこあ 管理者

確認テスト4問
（解答・解説付き）1テーマ約10〜20分

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

■ 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

講師：WyL株式会社/ウィル訪問看護ステーション

確認テスト5問
（解答・解説付き）1テーマ約5〜40分

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 がん治療を受ける患者への看護 浜本 千春 先生 YMCA訪問看護ステーション・ピース  
がん看護専門看護師

4 精神科訪問看護の役割〜機能と心得、スキル〜 花田 政之 先生 医療法人 白日会 黒川病院 精神科認定看護師

5 訪問看護の感染対策 実施のポイント 
〜コロナ禍における在宅での対策〜 松橋 久恵 先生 訪問看護ステーションそら 感染管理認定看護師

6 フィジカルアセスメント：呼吸器系 山川 竜一 先生 ウィル訪問看護ステーション

7 在宅がん看護で扱う医療用麻薬の管理 浜本 千春 先生 YMCA訪問看護ステーション・ピース  
がん看護専門看護師

8 精神科訪問看護に求められるGAFの評価 畠山 卓也 先生 駒沢女子大学 看護学科 准教授/精神看護専門看護師

9 在宅でのCVポートの取り扱い 講師交渉中

2023年
4月公開

2023年
4月公開

2023年
4月公開

2023年
9月公開

■ 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

 監修  角田 直枝 先生 
常磐大学看護学部・大学院 教授/茨城県立中央病院 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30〜50分

配信テーマ一覧 ※2023年1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

No テーマ テーマ

1
講義 

（10～20分）

訪問看護のエンゼルケアとは 
〜場の調整役・助言役として意識する重要性〜 技術 

動画

綿詰めを行わずに対処する方法 まぶたが開いているときの対処
着衣と冷却のポイント 看取りの手段としてのエンゼルメイク

2 重要な死後変化の知識 
〜柔軟な判断やさまざまな工夫のために〜

ならわしについての判断 顔のエンゼルメイクのポイント
口が開いているときの対処 抱きうつしのすすめ

■ エンゼルケアコース
対象：これから訪問看護に携わる方から訪問看護の現場で活躍中の方
内容：利用者と家族に寄り添う在宅でのエンゼルケアを学ぶ

講師： 小林 光恵 先生 
看護師・著述業

確認テスト5問
（解答・解説付き）1テーマ約10〜20分

■ 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

監修  岩本 大希 先生 
WyL株式会社 代表取締役/ウィル訪問看護ステーション

確認テスト4問
（解答・解説付き）1テーマ約5〜10分

訪問看護の保険と回数制限

1 介護保険の申請の流れ

2 訪問看護の対象者、医療保険と介護保険

3 介護保険で利用できるサービス回数

4 医療保険で利用できるサービス回数

訪問看護の書類・報酬の基礎知識

5 訪問看護指示書

6 特別訪問看護指示書

7 在宅患者訪問点滴注射指示書

8 精神科訪問看護指示書

9 ケアマネジャーから訪問看護ステーションに届く書類

10 訪問看護計画書

11 訪問看護報告書

12 情報提供書

13 介護予防訪問看護と訪問看護の介護給付費等単位数サービスコードの違い

14 訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費

15 褥瘡対策に関する看護計画書

16 リハビリ職がつくる書類

訪問看護するうえでの注意点

17 リハビリ職だけの訪問はできるか

18 ほかの訪問看護と同日に訪問してよいか

19 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

20 介護保険のよくある加算・減算の注意

21 医療保険のよくある加算の注意

22 複数の訪問看護ステーションが入るときの注意点

23 依頼がきてから訪問を開始するまでの流れ

24 精神科訪問看護の注意点

患者が利用できる制度

25 自立支援医療制度

26 公費と助成

27 生活保護の場合の連携や制度活用、注意

28 高額療養費制度とは

29 色々な「上限額」「限度額」

多職種協働と各職種の役割

30 サービス担当者会議で行うこと

31 ケアマネジャーができること、連携方法

32 訪問診療医ができること、連携方法

33 ヘルパーができること、連携方法

34 訪問入浴介護ができること、連携方法

35 デイサービスでできること、連携方法

36 よく使う福祉用具の種類と注意点

37 保健師ができること、連携方法

38 民生委員ができること、連携方法

39 管理栄養士ができること、連携方法

40 社会福祉協議会ができること、連携方法

住宅改修

41 住宅改修でできること

後見人

42 後見人とは

報酬の算定と加算

43 退院時共同指導と、関係する間違いやすい加算

44 退院日・入院日・死亡日の算定

45 地域包括支援センターの役割、訪問看護とのかかわり

46 緊急訪問時の記録と加算

47 ターミナルケア時の記録と加算

居宅以外への訪問・導入の流れ

48 居宅（利用者宅）以外への訪問はできるか〜グループホームや老健など〜

49 新規導入から終了までの流れと注意点〜公費の確認、計画書のサインなど1か月の流れ〜

在宅がん医療総合診療料

50 在宅がん医療総合診療料とは

配慮が必要な方への対応

51 障害者総合支援法とは・主な障害福祉サービス

52 ケア時の性的マイノリティ（LGBT）への配慮

地域資源

53 地域資源はどこで探すか

認知症関連

54 認知症疾患医療センターとは

55 認知症初期集中支援チームとは

訪問看護でのインシデント、アクシデント

56 訪問看護でのインシデント、アクシデント

死亡後に必要な手続き

57 死亡後に必要な手続き

No テーマ No テーマ

※ 表示しているテーマ名は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください
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