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番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

301 　　第１巻：認知症の症状と理解
○認知症とは？認知症の症状（中核症状と周辺症
状）、記憶のメカニズム、認知症による障害（記銘力
障害、実行機能の障害、見当識の障害）

DVD

３０分

302 　　第２巻：認知症の早期診断と治療
○早期診断の重要性、認知症の診断、認知症の治
療、認知症による生活上の支障

DVD

３１分

303 　　第３巻：認知症のリハビリテーション
○認知症のリハビリテーション、配置の強化（メモ
リー・トレーニング）

DVD

２１分

304 　　第４巻：認知症の支援
○日常行動援助の原則、ＡＤＬの介助（排泄など）、
ＢＰＳＤへの対応（精神症状や問題行動、徘徊、妄
想）

DVD

２１分

305 　　第５巻：人権の擁護と施設のリスク管理

○人権擁護の考え方、高齢者虐待防止法、認知症
医療における人権擁護　介護サービス利用におけ
る人権擁護、経済活動における人権擁護（成年後
見制度など）

DVD

２９分

306
　　第１巻：心の奥にきづくには？
　　［メッセージの読み取り］

●入居者とスタッフの散歩の記録ビデオ
●ビデオを見て話し合うスタッフ・ミーティング
●ＣＧで見るケアのプロセス
●「気づき」から、料理に加わることができた入居者
●失語症の入所者の目を見て、意思を読み取る
●重度アルツハイマー病の入居者が声・手で伝える
意思表示
●「気づき」から、靴下の穴かがりを実践してみせる
例
●「植物が大好き」と気づく大切さ

DVD

３０分
2006年

307
　　第２巻：居場所探し
　　［帰宅願望］

●入居者の夜間外出に、スタッフが付き添う記録ビ
デオ
●ビデオを見て話し合うスタッフ・ミーティング
●外出した方と一緒に戻るスタッフ
●「帰宅願望」によりホームを歩き回る入居者
●ホームの姿勢とスタッフの取り決め
●日々起こる帰宅願望に対応するケアの実例
●生活歴と残っている力に応じた暮らしの組み立
て、役割の発見
●庭に野菜畑を作り、ホームが居場所になった実例

DVD

３０分
2006年

認知症の基礎知識とケア【全５巻】

ひとり一人が輝く　認知症ケアシリーズ【全５巻】

制作協力：株式会社メディカルビ
ジョン

製作・著作：丸善株式会社

企画・制作：インターメディカ
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308
　　第３巻：おいしく食べるには？
　　［食のケア］

●入居を拒み、拒食した方の記録ビデオ
●ビデオを見て話し合うスタッフ・ミーティング
●行動障害のひとつ―拒食が解消さらた実例
●手づかみで食べる方へのケア
●好きなものを自由に食べられるケア
●重度の認知症のある人の声や目、手の動きによ
る意思表示。おいしく食べるケア。
●入居者とスタッフがいっしょに取り組む「メニュー
作り」

DVD

３０分
2006年

309
　　第４巻：気持ちよい排泄とは？
　　［排泄のケア］

●放尿を見たスタッフのインタビューの記録ビデオ
●ビデオを見て話し合うスタッフ・ミーティング
●室内の放尿に関するスタッフの話し合い
●室内での放尿の報告に応えて、ケアの課題を解
き明かすホーム長
●大便放置の報告に応えて、ケアの課題を解き明
かすホーム長
●ひとり一人の排泄パターンを記録した排泄表
●本人が発しているメッセージに「気づく」重要性
●自尊心を傷つけない誘導の大切さ

DVD

３０分
2006年

310
　　第５巻：不安や怒りの裏づけ
　　［不穏・興奮・攻撃］

●突然、怒り出す方の記録ビデオ
●ビデオを見て話し合うスタッフ・ミーティング
●不穏や興奮など、行動障害の位置づけ
●興奮を鎮める「傾聴」、「共感」の必要性と効果
●最愛の夫が尋ねてきた際の幸せの表情
●自慢のごますりを見せる喜びの表情
●興奮状態の記録ビデオから怒りの一因として推
理される、その場しのぎの対応
●怒りを静める「チームケア」

DVD

３０分
2006年

311
検証・急増する高齢者の熱中症
　正しい知識を身につけよう

　高齢者の身体的な特徴（気温の変化を感じにく
い・体温調節機能の衰え）や、生活習慣（エアコンを
好まない方が多い・水分を控えがち）などを検証しな
がら、熱中症を防ぐ方法、熱中症になってしまったと
きの対処法などをわかりやすく解説しています。

監修：杏林大学医学部救急医学高度救
命救急センター長　教授　山口芳裕

指導：大阪国際大学人間科学部　教授
井上芳光

制作・著作：株式会社　映学社
DVD

１９分
2011年

企画・制作：インターメディカ
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312
　　第１巻：これだけは知っておきたい感染症の基
礎知識

　グローバル社会がすすむなかで、感染速度は急
ピッチに広がり、早まっています。現代社会のなか
で、感染症対策はより重要課題になっています。感
染症対策の基本的な知識を提示します。

DVD

２０分
2009年

313 　　第２巻：ノロウイルス

　地域的には認知度の高い感染症ですが、一般的
には認知度の低い感染症です。これまで感染源が
絞られていましたが、多くの事例では感染源不明の
ノロウイルス感染症が報告されてきています。感染
力が強いこと、症状が烈しいこと、治療薬が開発さ
れてないことが重なり、その対策の緊急性がありま
す。

DVD

１２分
2009年

314 　　第３巻：結核

　結核は治療薬もあり、消え去った感染症のイメー
ジが強く、その恐ろしさの認識が薄れているのが現
状です。１９９９年政府が「結核緊急事態宣言」をし
たごとく、治療薬に負けない病原菌に進化している
ことを認知させることが緊急課題になっています。

DVD

１１分
2009年

315 　　第４巻：インフルエンザ

　インフルエンザが世界的に蔓延し、日本でも多くの
使者を出したスペイン風邪旋風からすでに８０年余
年がたち、その悲惨な記憶は消えかかっています。
しかし、その脅威は、グローバル化の中でさらに強
まっています。恐怖におののくことではなく、冷静に
対処していくことが求められています。

DVD

１６分
2009年

316 ひとりで行う体位・変換と移動
１．体位（１８分）
２．体位変換（１５分）
３．移動（２０分）

企画・監修：日本赤十字社医療センター
看護部
指導：日本赤十字社医療センター　村上
美好

制作：インターメディカ
DVD

５３分
2009年

317

Vol.1

　　１．お年寄りの心とからだ（２０分）
　　２．食事のお世話（２５分）
　　３．清潔のお世話（１）入浴（２０分）
　　４．清潔のお世話（２）清拭・部分浴（２５分）

DVD

９０分
2009年

318

Vol.2

　　５．排泄のお世話（１）トイレ・ポータブルトイレ
（２０分）
　　６．排泄のお世話（２）差し込み便器・オムツ・
失禁（２５分）
　　７．からだの移動（２５分）
　　８．快眠のための工夫と床ずれ防止（２５分）

DVD

９５分
2009年

新・感染症対策シリーズ　全４巻

らくらく安心介護のコツ（老人介護DVDシリーズ）

監修：香川県医師　西原修造
協力：うむやすみゃあす ん 診療所医師
竹井太

制作・著作：株式会社ジャパン通
信情報センター

企画・制作：インターメディカ

監修：日本赤十字社医療センター看護部
看護部長　森光徳子
指導：日本赤十字社医療センター　前・看
護副部長　金田和子　看護副部長　村上
睦子
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319

映像で身につける！
項目別　介護予防の口腔ケア

　　口腔機能向上

　食物摂取に支障を及ぼさない日頃のケアから嚥
下障害を未然に防止する顔面体操まで。項目別に
視聴できる便利な内容構成です。

監修・出演：柳口嘉治郎（長崎大学歯学
部　歯学博士）
企画・制作：有限会社デジタルメディア企
画

発売元：株式会社アスク
DVD

２５分
2011年

320 Vol.1　食生活と調理のポイント
　噛む力や飲み込む力が弱っても美味しい食事は
大切です。日常で役立つ、食生活や調理のポイント
を解説。献立１２品も収録しました。

DVD

５８分
2011年

321 Vol.2　良質なたんぱく質を摂る献立
　疲労回復や肥満予防、良質なたんぱく質をとる献
立１３品をご紹介。栄養バランスの整った献立を毎
日の食生活に取り入れましょう。

DVD

５４分
2011年

322 Vol.3　老化防止や風邪予防の献立
　老化予防や風邪予防、野菜を多くとる献立１１品を
ご紹介。栄養バランスの良い美味しい食事で、毎日
の食生活を楽しみましょう。

DVD

６５分
2011年

映像で身につける！
項目別　介護技術のコツと実践

323 Vol.1　身体を動かす・日頃の健康管理
DVD

６０分
2010年

324 Vol.2　もしもの対応・リハビリテーション
DVD

４６分
2010年

325 Vol.3　清潔を保つ・排せつのお世話
DVD

５０分
2010年

観て聴いて感じ取る認知症ケア
　　～質の高い介護を目指して～

326
第１巻　食事の場面から就寝の場面までを観て学
ぶ

DVD

３８分
2011年

327
第２巻　介護福祉士、利用者同士のやりとりを観
て学ぶ

DVD

３３分
2011年

328
第３巻　さまざまな利用者と介護福祉士の場面か
ら学ぶ

DVD

３７分
2011年

利用者と介護福祉士の介護現場を映像化した事例
集

発売元：株式会社アスク

監修・出演：岩瀬信夫（愛知県立看護大
学教授）
企画・制作：有限会社デジタルメディア企
画

発売元：株式会社アスク

企画協力
認知症介護研究・研修東京センター
研究部副部長　ケアマネジメント推進室
長　　永田久美子

特定非営利活動法人　楽　理事長　柴田
範子

企画・制作:東京シネ・ビデオ（株）

　項目別に収録されているので、見たい所や目的の
介護ケアをすぐに参照できる便利な構成。基本技術
のおさらいに最適です。

監修・出演：川島明子（学校法人　川島学
園副学園長、エコール・ド・パティスリー長
崎校長）
企画・制作：有限会社デジタルメディア企
画

映像で身につける！
高齢者に優しい食生活のポイント
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329
なぜ、介護者が虐待を…
　　介護者支援から高齢者虐待のない社会へ

　高齢者虐待の事例を再現ドラマで示すとともに、６
年前に施行された法令の周知を図り、虐待防止の
あり方や、悩みを抱えた介護者を支援することの大
切さを訴えていくものです。

監修：荒井　浩道（駒澤大学文学部　社
会学科　准教授）

制作・著作：株式会社　映学社
DVD

２４分
2012年

330
最期の願い
　　どうする自宅での看取り

　一般の方や医療従事者に、スピリテュアルケア・
QOLのあり方を理解してもらう目的で制作したもの
です。岐阜県養老町で在宅医療を支える、あるクリ
ニックの活動を捉え、尊厳ある生き方とは何かを考
えていきます。

制作統括・監督：高木　裕巳
取材協力：船戸クリニック

制作・著作：株式会社　映学社
DVD

２６分
2013年

331

終わりのない生命の物語２
　　５つのケースで考える生命倫理
Case1 身体拘束はケアでしょうか？【身体拘束】

　普段穏やかな患者がせん妄状態になり暴れたた
めやむなく拘束される。身体拘束とはどのような場
合に行うべきか、身体拘束はケアなのか。

監修：手島　恵（千葉大学大学院看護学
研究科　教授）
鶴若　麻理（聖路加国際大学大学院看護
学研究科　准教授）

制作・著作：丸善出版　株式会社
DVD

１６分
2017年


