


Educational Video Onlineは年間契約サービス／1シリーズから購入可能です！

価　格　表

無料トライアル実施中です！
●実際の操作感やコンテンツの内容など1カ月間無料でお試しいただけます。お気軽にお申込み下さい。
●トライアルをご希望される場合は、トライアル申込書に必要事項をご記入し、丸善出版映像メディア部に
お送りいただくか、本カタログをご案内した取扱い代理店様にご連絡をお願いいたします。

●本トライアルを実際の授業でご利用いただくことは、お断りさせて
いただいております。

丸善出版映像メディア部
FAX：03-3512-3271　mail：evo.support@maruzen.co.jp

●トライアルをご希望される場合は、トライアル申込書に必要事項をご記入し、丸善出版映像メディア部に
お送りいただくか、本カタログをご案内した取扱い代理店様にご連絡をお願いいたします。

●本トライアルを実際の授業でご利用いただくことは、お断りさせて

mail：evo.support@maruzen.co.jp

トライアル申込書は本カタログの最後のページに掲載しました。コピーしてご利用ください。

「EVO」に関する詳細、最新情報はこちらのHPから→

配信コンテンツ
最新 基礎看護技術シリーズ（全24タイトル）
地域看護活動とヘルスプロモーション（全4タイトル）
続・地域看護活動とヘルスプロモーション（全4タイトル）
臨床看護技術シリーズ（全26タイトル）
見て知るリハビリテーション看護（全10タイトル）
日常生活における高齢者のヘルスアセスメント（全5タイトル）
老年看護 援助技術シリーズ（全10タイトル）
研修医のための診察手順～総合診療医への第一歩～（全10タイトル）
神経内科学臨床検査シリーズ（全5タイトル）
新・実験動物の取扱い（全5タイトル）
終わりのない生命の物語 7つのケースで考える生命倫理（全7タイトル）
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（全5タイトル）
映像で考える！ 看護のための情報リテラシー（全3タイトル）
小児の高次脳機能障害への支援シリーズ（全5タイトル）
はじめてのがん看護（全10タイトル）
在宅事例から読み解くナーシング・ケア（全6タイトル）
実際に起こったトラブルから学ぶ！現場で役立つ外国人患者とのコミュニケーション（全3タイトル）
新・地域看護活動とヘルスプロモーション（全4タイトル）
アタッチメント （愛着）の理解と虐待による歪みへの支援（全2タイトル）
発達性協調運動障害（DCD）の理解と支援（全2タイトル）
　　　　　わかりやすい！事例から学ぶ地域包括ケアシステム（全4タイトル）
　　　　　リアルに再現！ 災害時の看護と保健医療
　　　　　多様な場面における高齢者の観察力トレーニング
　　　　　医療現場における性の多様性
　　　　　アニメでわかる看護の歴史／医療倫理の歴史
　　　　　障害のある人とともに ～ともに学ぶ、働く、暮らすことを考える～

配信価格（年間ご利用料金）
192,000円＋税

70,000円＋税

208,000円＋税
80,000円＋税
70,000円＋税
85,000円＋税
85,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
100,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税
70,000円＋税

DVD価格
672,000円＋税

120,000円＋税

120,000円＋税

728,000円＋税

280,000円＋税

150,000円＋税

300,000円＋税

300,000円＋税

175,000円＋税

175,000円＋税

245,000円＋税

175,000円＋税

105,000円＋税

175,000円＋税

350,000円＋税

210,000円＋税

114,000円＋税

156,000円＋税

80,000円＋税

80,000円＋税

152,000円＋税

228,000円＋税

114,000円＋税

76,000円＋税

76,000円＋税

114,000円＋税

現在制作中

現在制作中

新　作

現在制作中

現在制作中

現在制作中

現在制作中現在制作中現在制作中現在制作中※　　　　　　　は制作中の商品になりますので、タイトル・内容・価格等変更する場合がございます。

本トライアルを実際の授業や研修でご利用いただくことは、お断りさせていただいております。

❐本トライアルは、学校、企業、官公庁、研究機関等の法人およびそのご担当者の方のみお申込みいただけます。また、お申込みは日本国内に
限らせていただきます。

❐認証方式は、IPアドレス認証、ID/PW認証、もしくはその両方からお選びいただくことができます。
❐本トライアルでは、Educational Video online に収録されているすべての作品を視聴することができますが、本契約につきましては各シリ
ーズ単位でのご購入となります。

❐当申込書は、取扱い代理店様へお渡しいただくか、下記まで FAXもしくはメールくださるようお願いいたします。
               丸善出版㈱映像メディア部 FAX︓03-3512-3271  E-mail︓evo.support@maruzen.co.jp
❐お申込みの個人情報は、ご利用動向の調査・販売促進・サポート・お客様からのご質問に対する回答以外には使用いたしません。

お申込み日︓    年     月   日

トライアル開始希望日      年   月   日  より 1ヶ月間
※開始希望日は、お申込み日から５営業日以降の日付をご指定ください。

法人(機関)名
（フリガナ）

所在地

TEL︓                     FAX︓

ご担当者名
（フリガナ）

㊞

部署(課・科)名

ご連絡先住所
所在地に同じ

TEL︓                     FAX︓

電子メールアドレス ＠

認証方式の選択
いずれかに☑下さい IPアドレス認証 ID/PW認証 IPアドレス認証 ID/PW認証 の両方

登録希望 IPアドレス

※上記認証方式の選択で【IPアドレス認証】【IPアドレス ID/PW認証の両方】を選ばれた方は必ずご記入ください。

ID/PW認証に関して
認証方式の選択で、【ID/PW認証】もしくは、【IPアドレス認証 ID/PW認証の両方】を選ばれたお客様には、当社より任意の
ID/PWを１つ発行し、トライアル設定完了メールにてご案内いたします。お申込み機関に所属される学生・教職員で共有しご利
用いただくことができます。◆本契約いただくと、ID/PWはお客様側で１つ設定いただくことができます。

利用統計に関して
トライアル期間中につきましては、【ID/PW認証】でのアクセスは利用統計をご提供できませんのでご了承ください。
【IPアドレス認証】でのアクセスにおける利用統計はご提供できます。◆本契約いただくと、【ID/PW認証】【IPアドレス認証】
両方のアクセスにつきまして、管理者画面より利用統計取得が可能となっております。

備考

【サービス提供会社】               【販売会社】
丸善出版株式会社 映像メディア部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
神田神保町ビル 6F
TEL︓03-3512-3252 FAX︓03-3512-3271
E-mail︓evo.support@maruzen.co.jp           ご担当者︓         メールアドレス︓                

Educational Video Online
無料トライアル申込書

申込書はコピーしてご利用ください。
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2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

24分

27分

26分

24分

20分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

入居初期からの面談を看る

面談での対応の変化を看る

食事場面を看る

整容場面を看る

episode 1：入居初日の面談
episode 2：看護師と家族との面談 （男性、入居1週間） 
episode 3：看護師と家族との面談 （女性、入居1週間）

episode 1：食事前の休息
episode 2：デイルーム（食堂）にて昼食 
episode 3：洗面所での口腔ケア

episode 1：ベッドからデイルームへの移動（入居数ヶ月）
episode 2：居室へ移動～看護師と面談（入居数ヶ月）
episode 3：居室へ移動～医師・看護師と面談（入居数ヶ月）

episode 1：衣服の選択と私物の管理
episode 2：ひげそり・整髪
episode 3：トイレ内での衣服の着脱

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

「観察」する力を身に付ける！ 高齢者の日常生活を再現したアセスメント教材！

原案監修　　留畑寿美江　関東学院大学 看護学部 准教授
監　修　　青木由美恵　関東学院大学 看護学部 教授　　藤井　千里　関東学院大学 看護学部 助教

2016年 制作

全5巻

日常生活における
高齢者のヘルスアセスメント

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　150,000円
各巻本体価格　 30,000円

このシリーズは、日常生活における高齢者のヘルスアセスメントを学ぶための教材です。看護師との会話、集
団での食事、衣服の選択など、高齢者が日常生活において普段行なっている生活行動を場面ごとに再現してい
ます。詳細に再現した生活場面から、どのような観察が出来るかを「身体面」「心理面」「認知面」の三つの視
点から解説し、的確なアセスメントをするための観察力を身に付けることを目標とした映像教材になります。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録されています。

退居前場面を看る 
episode 1：お茶の時間～看護師と家族との面談（男性、一時外泊後）　
episode 2：お茶の時間～看護師と家族との面談（女性、一時外泊後）

第5巻

本カタログに掲載されている商品はすべて、「授業・研修での上映」が可能な「著作権処理済作品」
となっておりますので、教育機関・医療機関等で安心してご利用いただけます。

丸善出版株式会社 映像メディア部
HP:https://www.maruzen-publishing.co.jp/
TEL:03-3512-3252
FAX:03-3512-3271

ご　案　内

記 載 事 項

ご希望の商品がございましたら、お出入りの書店様・映像販売会社様へご注文をお願い申し上げます。

さらに詳しい内容のご視聴をご希望の際は、丸善出版までお問合せください。

ご注文につきまして

ご視聴のご案内

EVO マークがある商品は、映像教材配信
サービス「Educational Video Online」
でも購入することが可能です。

CONTENTS

※ 監修者の所属につきましては制作時のものとなっております。ご了承下さい。

わかりやすい！ 事例から学ぶ 地域包括ケアシステム ……… 4

見てみよう！ 看護職 …………………………………………… 5

実際に起こったトラブルから学ぶ！

現場で役立つ外国人患者とのコミュニケーション …… 6

映像で考える！看護のための情報リテラシー
　ソーシャルメディア・健康医療情報の賢い使い方 ……………… 7

在宅事例から読み解くナーシング・ケア ………………… 8

はじめてのがん看護 がんサバイバーへの支援 ………………… 10

老年看護援助技術シリーズ ……………………………… 12

見て知るリハビリテーション看護 ………………………… 14

臨床看護技術シリーズ  …………………………………… 16

最新基礎看護技術DVDシリーズ  ……………………… 20

新・地域看護活動とヘルスプロモーション ……………… 24

続・地域看護活動とヘルスプロモーション ……………… 25

地域看護活動とヘルスプロモーション …………………… 26

日常生活における 高齢者のヘルスアセスメント …………… 27

マイクロカウンセリングに基づいた 看護のためのコミュニケーション 28

看護応用心理学 看護場面を心理学から読み解く ……………… 29

高齢者ケアシリーズ ………………………………………… 30

DVDで学ぶ 精神科看護講座精神科看護の基本 ………… 31

人体の構造と機能 ………………………………………… 32

フィジカルアセスメントのための 心音・肺音・腹音 …………… 35

映像で学び不安をなくす 急変対応 …………………………… 35

事例で学ぶ！ 医療安全 ……………………………………… 36

臨床判断 気づくトレーニング …………………………… 37

NICU・GCUの看護 ……………………………………… 38

ポジショニング 快適な姿勢をサポートする …………………… 38

産後の心の病 母親たちと家族を支えるためのケア 日本語字幕・英語字幕版 … 39

女性の医学 日本語字幕・英語字幕版 ………………………………… 39

薬と医療社会 日本語字幕・英語字幕版 ……………………………… 40

COVID-19コロナウイルス パンデミック初期の英国・米国 日本語字幕・英語字幕版 41

インフルエンザ 5000万人の犠牲を経て 日本語字幕・英語字幕版 …… 41

赤ちゃんが生まれるまでの 40 週
　人生に影響を与える胎内での時間日本語字幕・英語字幕版 …………… 42

人体の秘密 人間だけがもつ能力に迫る バイリンガル版 …………… 43

シリーズ食品・栄養の真実 日本語字幕・英語字幕版 ……………… 44

小児の高次脳機能障害への支援シリーズ ……………… 45

研修医のための診察手順 総合診療医への第一歩 …………… 46

神経内科学臨床検査シリーズ …………………………… 48

新・実験動物の取扱い …………………………………… 49

シリーズ 認知症を知る 日本語字幕・英語字幕版 ……………………… 50

日本版 SILS 自立生活技能プログラム …………………… 51

癌手術をめぐる臨床解剖シリーズ  ……………………… 52

死と生を考える 日本語字幕・英語字幕版 バイリンガル版 ………………… 53

ダン・アリエリー教授と学ぶ医療プロフェッショナリズム 日本語字幕版 54

終末期に向き合う 5人のラスト・サマー日本語字幕・英語字幕版 …… 56

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 … 57

終わりのない生命の物語 7 つのケースで考える生命倫理 …… 58

死に寄りそって 日本語字幕版 …………………………………… 59

アタッチメント（愛着）の理解と虐待による歪みへの支援 …… 65

発達性協調運動障害（DCD）の理解と支援 …………… 65

赤ちゃん 心の発達のふしぎ 日本語字幕・英語字幕版 ……………… 66

改訂版 生命・医療倫理学入門 ……………………………… 60

研究倫理セミナー 東大における研究倫理教育の実例 ………… 62

医療倫理 いのちは誰のものか ダックス・コワートの場合 バイリンガル版 62

生命倫理を考える 終わりのない7編の物語バイリンガル版 ……… 63

みんなで考えるLGBTs …………………………………… 64

発達の障害と特別支援教育 ……………………………… 67

シリーズ 発達障害とその近接領域 日本語字幕・英語字幕版 ……… 68

ふくしの仕事Ⅲ 障がいを持った人に寄り添う仕事 障害者福祉サービス編 …… 69

ふくしの仕事Ⅱ 地域で支え合い生きていく 地域密着型サービス編 …… 70

ふくしの仕事Ⅰ 現場で働く職員の想いや工夫 ………………… 71

アニメで見る 高齢者介護の自殺・心中予防 ……………… 72

利用者の笑顔を支える 市民後見人 ……………………… 73

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） …………… 73

認知症形態別事例集 認知症とともに生きていく …………… 74

リカバリー志向の地域精神保健福祉を育てるために 精神障がいピアサポート 74

私の介護体験 認知症の人と家族の想い ……………………… 75

DVDで学ぶ 精神科ソーシャルワーク入門 ………………… 76

看　　　護

医　　　学

生命・医療倫理

心　　　理

介護・福祉
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2020年 制作

2020年 制作

2020年 制作

2020年 制作

25分

25分

25分

28分

本体価格　38,000円

本体価格　38,000円

本体価格　38,000円

本体価格　38,000円

高齢者の暮らしを支える互助・共助

介護予防のための自助・互助

退院から在宅療養生活に向けた医療・介護連携

在宅療養生活を支えるサービス・多職種連携

鈴木さんは一人暮らしで認知症の疑いがある。鈴木さんの異変に気づいた町内会の人は、地域包括支援センター
へ相談。聞き取りのため鈴木さん宅に訪問した職員は、鈴木さんが病院を受診する必要があると判断し、かかり
つけ医、ケアマネジャーと連携し、スムーズな要介護認定、ケアプラン作成につなげた。
その後、鈴木さんの様子が気になった町内会の人たちは、ゴミ出しの手伝いや認知症力フェを通して、鈴木さん
を支えていく…。
Episode1：地域包括支援センターにおける地域住民からの相談
Episode2：医療・介護をつなげる地域包括支援センターの役割
Episode3：地域住民の互助、高齢者を支える社会資源（オレンジカフェ）

山田さんは脳梗塞により、住んでいる町から離れた救急病院に入院。退院後すぐに自宅に戻ることが難しく、退
院前カンファレンスにおいて、隣町の介護老人保健施設への転院が検討される。その後、介護老人保健施設での
リハビリテーションも順調に進み、在宅復帰へ向けた住宅改修の計画作成、退所前カンファレンスが各担当の連
携により実施される。自宅に戻った山田さんは日中一人だと心細く、心配した近隣住民が話し相手として訪ねて
くることになった…。
Episode1：救急病院から介護老人保健施設に向けた調整・連携
Episode2：介護老人保健施設から在宅療養生活に向けた連携（住宅改修のための訪問）
Episode3：退所前カンファレンス、在宅復帰後の地域住民の支え合い

佐藤さんは転倒し、怪我をしたことで閉じこもりがちになっていた。生活状況のアンケー卜で佐藤さんが外出し
づらいことに気づいた保健師は、地域包括支援センターに訪問を依頼。職員はチェックリストで佐藤さんの運動
機能低下を確認し、「筋力アップ運動教室」の利用をケアプランに入れる。
筋力アップ運動教室が終わり、佐藤さんの運動機能は高まり仲間もできたが、佐藤さんが住む地区では住民主体
の運動教室が開催されていなかった。そこで職員は、地域ケア会議で新たな運動教室立ち上げを提案する…。
Episode1：介護予防の対象者を把握する取り組み
Episode2：介護予防ケアマネジメントによるケアプラン作成
Episode3：運動教室立ち上げのための地域ケア会議

呼吸器疾患をもつ田中さんは、病状悪化のため入院。入院時カンファレンスでは田中さんの状況が共有され、退
院後のスムーズなサービス導入につながった。退院後、連絡帳に書かれたヘルパーのコメントから、田中さんの
服薬の問題に気づいた訪問看護師はケアマネジャーに連絡。ケアマネジャーはかかりつけ医、薬剤師と連携し、
田中さんの状態にあった薬に変更することができた。その後、同居する長男に急遠出張が入り、ケアマネジャー
はショートステイのためサービスを調整。田中さん本人もHOTの会ヘ参加するなど、療養生活は続いていく…。
Episode1：入院時カンファレンス、退院後の在宅療養を支援するサービス
Episode2：多職種による情報の共有・連携（服薬管理における課題解決）
Episode3：在宅療養生活継続のための社会資源

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

全4巻

わかりやすい！ 事例から学ぶ
地域包括ケアシステム

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　152,000円
各巻本体価格　 38,000円

この教材では、本人および家族からみた一体的なケアと、地域の特徴をあわせた事例から、
地域包括ケアシステムについて学びます。

監　修　　山﨑 恭子　帝京大学 医療技術学部看護学科 教授
　　　　　島崎 陽子　社会福祉法人うらら 十条高齢者あんしんセンター 所長
監修協力　　川村 牧子　東京医療保健大学 千葉看護学部 准教授

新 作

2020年 制作

監　修　　中板 育美　武蔵野大学　看護学部看護学科　教授

ライフステージに沿って保健師、助産師、看護師の
お仕事をグラフィックで紹介！

2020年 制作

全1巻

見てみよう！
看護職

みなさん、看護のお仕事と聞くとどのような人を思い浮かべますか？一番に思い浮かぶのが、
思いがけない事故や病気で入院した時にケアしてくれる看護師でしょうか。実は他にも保健
師、助産師がいます。それぞれが私たちの人生の節目節目で密接にかかわり、私たちの健康
を支えてくれています。保健師、助産師、看護師がどのような仕事なのか、ライフステージ
に沿って紹介していきます。

新 作

本体価格　　　　 28,000円
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2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

43分

36分

40分

本体価格　38,000円

本体価格　38,000円

本体価格　38,000円

受付の対応・言語の確認・医療者の配慮

不安にさせる態度・家族の通訳・感染症の対応

宗教の配慮・対応の差・産後の文化

第 1巻では、主に外国人患者さんと最初に出会う場面でよく起こりがちなトラブルを取り上げています。受付で
の不十分な対応、ファーストコンタクト時における言語の確認不足、わかりにくい日本語での説明や配慮のない
態度など、基本的な項目を学びます。

第 3巻では、入院時におけるトラブルを取り上げています。お祈りの場所や方法を巡るトラブルや、外国人患者
さん同士の日本語能力による対応の差、中国の産後の風習に関する誤解など、宗教や文化も加えた事例を学びま
す。

第 2巻では、診察時のトラブルを取り上げています。モニターや通訳者ばかり見る医療者の対応、家族が通訳者
として来院した時のトラブル、疾患に対する考え方の違いなど、看護者や受付だけでなく医師も含めた事例を学
びます。

第1巻

第3巻

第2巻

監　修　　五十嵐ゆかり　聖路加国際大学 大学院看護学研究科 准教授

2019年 制作

全3巻

実際に起こったトラブルから学ぶ！
現場で役立つ外国人患者とのコミュニケーション

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　114,000円
各巻本体価格　 38,000円

このシリーズは、保健・医療・福祉を学ぶ学生や、現場で働く医療者や事務職員を対象にし
た「外国人患者さんへの対応を学ぶ」映像教材です。本作は全 3巻、合計 17 個の事例で構
成されています。言語や文化に対する勘違い、配慮が不足していたことから生じたミスコミュ
ニケーションなど、すべての事例は実際に現場で起きたトラブルをもとに作成しました。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録
されています。

外国人患者とのコミュニケーションを
考えるきっかけを提供する映像教材！

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

29分

35分

31分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

監　修　　瀬戸山陽子　東京医科大学 医学部 看護学科 看護情報学 講師

ソーシャルメディアの上手な活用について考えよう

ソーシャルメディアのトラブルについて考えよう

健康医療情報と患者支援について考えよう

第 1巻では、看護学生がソーシャルメディアを利用して、自分の興味関心を高めたり、自ら発信することで有意
義なコミュニティを築くためには、どのように利用すればよいかを考えていきます。
ドラマ1　ソーシャルメディアを利用した情報収集
ドラマ2　ソーシャルメディアで発信するメリット

第 3巻では、インターネットやソーシャルメディアから情報を得て、かえって混乱してしまった患者やその家族
と、彼らと向き合うことになった看護師の様子をドラマで紹介します。
ドラマ1　「信頼できる情報」とは
ドラマ2　「個人の体験談」とは

第 2巻では、ソーシャルメディアを利用することで起こりうるトラブルをドラマで紹介します。ドラマを通して、
なぜトラブルは起こるのか、どうすれば防ぐことができるのか、考えていきます。
ドラマ1　ソーシャルメディアが生み出す誤解
ドラマ2　ソーシャルメディアでの情報漏洩
ドラマ3　ソーシャルメディアに上げられた写真

第1巻

第3巻

第2巻

ソーシャルメディアとインターネットの特徴を、
再現ドラマで学ぶ映像教材！

2018年 制作

全3巻

映像で考える！看護のための情報リテラシー
ソーシャルメディア・健康医療情報の賢い使い方

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　105,000円
各巻本体価格　 35,000円

インターネットが発達した現代において、ソーシャルメディアは情報収集や人とつながるこ
とを目的とした便利なツールとして活用されています。しかし一方で、使い方を間違えてし
まうと、自分の発信した内容が誰かを傷つけたり、予期せず患者の個人情報が漏洩したりな
ど、様々なトラブルにつながる可能性もあります。
また、ソーシャルメディアを含むネット上にあふれている健康医療情報に混乱した患者に対
して、医療従事者は適切な支援をする必要があります。
このシリーズは、看護におけるソーシャルメディアの「活用方法」「トラブル」「患者支援」
の 3つのテーマを再現ドラマで学ぶ映像教材です。ドラマの主人公である看護学生や看護師
と共に、ソーシャルメディア・インターネットの特徴を理解し、賢い使い方を考えましょう。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録されています。 
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2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

37分

26分

28分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

移行期：退院前カンファレンス・初回訪問

移行期：看護技術の応用・家族への教育的かかわり

安定期：看護介入のための日常生活アセスメント

第 1巻では、変形性股関節症で入院した療養者の在宅移行期の事例を紹介します。
1. 退院前カンファレンス
2. 初回訪問
3. ケア
4. 指導
5. 記録・報告

第 3巻では、糖尿病による合併症で脳梗塞を発症し、退院後自宅で生活されている療養者の事例を紹介します。
1. ある日の訪問後カンファレンス
2. 訪問（あいさつ・コミュニケーション）
3. 療養者の状態をアセスメントする
4. 療養者の食事指導をする

第 2巻では、誤嚥性肺炎で入院し胃ろうを造設した療養者の事例を紹介します。
1. 在宅での医療機器管理の支援1
2. 在宅での医療機器管理の支援2
3. 在宅での医療機器管理の支援3
4. 記録・報告

第1巻

第3巻

第2巻

総監修　　野崎真奈美　順天堂大学 医療看護学部／
　　　　　　　　　　　大学院医療看護学研究科 基礎看護学／

　　　　　　　　　　　看護教育学 教授

監　修　　仁藤　紀子　川崎市立井田病院 地域医療部 在宅ケア医療担当
　　　　　　　　　　　診療看護師（NP）

　　　　　西﨑　未和　共立女子大学 看護学部 地域在宅看護学 専任講師
　　　　　寺岡三左子　順天堂大学 医療看護学部 准教授
　　　　　石井真理子　順天堂大学 医療看護学部 助教

2018年 制作

全6巻

在宅事例から読み解く
ナーシング・ケア

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　210,000円
各巻本体価格　 35,000円

このシリーズでは、様々な在宅看護の事例を、現場で活躍する訪問看護師の実演により映像
化し、在宅看護で求められる技術を解説していきます。カンファレンス、訪問、ケア、報告
といった一連の場面における、コミュニケーション、アセスメント、看護技術の応用、多職
種連携など、多様な在宅看護のポイントを解説する、他に類のない映像教材です。

在宅事例を現役訪問看護師の実演により再現！
イメージ化、技術の解説、ディスカッション等、様々な使い方が可能！

2018年 制作31分
本体価格　35,000円安定期：療養者のエンパワメントの促進・多職種連携

第 4巻では、糖尿病による合併症で脳梗塞を発症し、退院後自宅で生活されている療養者の事例を紹介します。
1. 活動に関するアセスメント
2. 療養者の活動範囲を拡大させる1
3. 療養者の活動範囲を拡大させる2
4. 療養者の活動範囲を拡大させる3
5. 記録・報告

第4巻

2018年 制作40分
本体価格　35,000円終末期：自宅で看取るためのケア

第６巻では、終末期にある肺がん末期の療養者の事例を紹介します。
1. 看取りに向けての準備
2. 家族に対する支援
3. 記録・報告
4. エンゼルケア
5. グリーフケア

●授業での使い方、各巻の学習項目を表でまとめた　『インストラクターズガイド』がPDF形式で収録されています！

在宅事例から読み解くナーシング・ケア

第6巻

終末期：療養者の意思を尊重するケア
第 5巻では、終末期にある肺がん末期の療養者の事例を紹介します。
1. サービス担当者会議
2. 療養者・介護者の苦痛軽減のためのアセスメントとケア
3. 療養者・介護者をリラックスさせるためのアセスメントとケア

第5巻
2018年 制作28分

本体価格　35,000円

「在宅事例から読み解く ナーシング・ケア」コンテンツ表（全6巻一覧）

巻数 登場人物 学習目標 事例①(上：場面／下：学習項目） 事例②(上：場面／下：学習項目） 事例③(上：場面／下：学習項目） 事例④(上：場面／下：学習項目） 事例⑤(上：場面／下：学習項目）

退院前カンファレンス 初回訪問 ケア 指導 記録・報告

●多職種連携

●訪問時のマナー
●生活環境のアセスメント
●療養者のアセスメント
●介護者のアセスメント

●ニーズに応じたケアの提案
●物品の応用（足浴）
●会話の中でのアセスメント

●生活動作の指導 ●スタッフとの共有

在宅での医療機器管理の支援① 在宅での医療機器管理の支援② 在宅での医療機器管理の支援③ 記録・報告

●療養者のアセスメント
●家族への指導（自信を付けても
らう）
●物品の応用（点滴スタンドの代
用）

●家族への指導（訪問後の手順の
確認）

●トラブルの予測と予防
●緊急時の連絡先の連絡

●スタッフとの共有

ある日の訪問後カンファレンス
訪問（あいさつ・コミュニケー
ション）

療養者の状態をアセスメントする 療養者の食事指導をする

●スタッフとの共有（生活改善に
向けての行動変容）
●療養者との信頼関係づくり

●訪問時のマナー
●会話の中でのアセスメント

●ニーズに応じたケアの提案
●会話の中でのアセスメント
●療養者の努力の承認

●生活状況のアセスメント
●食事指導

活動に関するアセスメント 療養者の活動範囲を拡大させる① 療養者の活動範囲を拡大させる② 療養者の活動範囲を拡大させる③ 記録・報告

●多職種連携
●連絡帳を活用したアセスメント
●生活動作の中でのアセスメント

●活動範囲拡大につなげる提案
●更衣介助
●低血糖対策

●歩行介助
●低血糖対策

●障害受容に向けた支援
●スタッフとの共有
●多職種連携

サービス担当者会議
療養者・介護者の苦痛軽減のため
のアセスメントとケア

療養者・介護者をリラックスさせ
るためのアセスメントとケア

●多職種連携
●訪問看護の仕組み

●バイタルサインの測定
●苦痛軽減のためのアセスメント
とケア
●介護者のアセスメント

●身だしなみ
●リラックスさせるケア

看取りに向けての準備 家族に対する支援 記録・報告 エンゼルケア グリーフケア

●家族を一体的に捉えた支援
●臨死のプロセスの説明

●介護者のアセスメント
●介護者の努力の承認

●スタッフとの共有
●多職種連携

●エンゼルケア
●悲嘆のプロセスの説明

●残された家族のフォロー

●終末期にある利用者と家族の死の受容を促す際の配慮すべき点を習得する。
●終末期にある方のバイタルサインを把握するための具体的な方法を知る。
●「その人らしく生きる」という視点を知る。
●家族への援助の配慮点を知る。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

今井さん（肺がん末期）
今井さんの妻

第5巻 終末期：療養者の意思を尊重
するケア

●終末期にある利用者と家族の死の受容を促す際の配慮すべき点を習得する。
●臨終の際に起こるバイタルサインの特徴を理解する。
●エンゼルケアが見送るための看護であることを知る。
●家族への援助の配慮点を知る。
●訪問看護チームにおいて、看取りの体制をつくるための連携の実際を知る。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

今井さん（肺がん末期）
今井さんの妻
今井さんの娘

第6巻 終末期：自宅で看取るための
ケア

●回復期にある利用者の障害の受容を促す際の配慮すべき点を習得する。
●生活状況を的確に把握するためのアセスメントの視点と具体的な方法を知る。
●（食事指導を通して）独居における療養生活の支援を考える。介護の必要度を見極め、必要な介護を投
入するという訪問看護の介入の特徴を知る。
●成人学習者への服薬指導を通して教育的アプローチの配慮点を知る。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

斉藤さん（糖尿病）
第3巻 安定期：看護介入のための日
常生活アセスメント

●回復期にある利用者の障害の受容（価値観の転換）を促す際の配慮すべき点を習得する。
●残存機能を向上させADLの拡大を図るための具体的な方法を知る。（写真撮影への挑戦）
●訪問看護チームにおいて、生活の質の向上をめざしてケアマネジャーと連携するという実際を知る。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

斉藤さん（糖尿病）
第4巻 安定期：療養者のエンパワメ
ントの促進・多職種連携

●急性期にある利用者および家族の生活の場（テリトリー）に入っていく際の配慮すべき点を習得する。
●（足浴を通して）自宅にある物品を使用し、手順を工夫し、看護技術を応用する。
●初期の家族の介護能力の査定を行い、促進するための働きかけのあり方を考える。
●訪問看護チームにおける看護師同士の報告の実際に触れ、看護が継続されるための留意点を学ぶ。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

野崎さん（変形性股関節症）
野崎さんの夫

第1巻 移行期：退院前カンファレン
ス・初回訪問

●在宅におけるPEGの管理の基本的な知識を習得する。病院との差を知る。
●家族に指導する際の注意点（自信をつけさせ、行動範囲を拡大をねらう）を知る。
●自宅にある物品を使用し、手順を工夫し、看護技術を応用する。
●訪問看護において、将来を予測して現在対処しておくことの重要性を知る。

山本さん（胃ろう造設）
山本さんの娘

第2巻 移行期：看護技術の応用・家
族への教育的かかわり

※コンテンツ表は、Ａ3でのプリントアウトをおすすめしています。
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看
　
　
護

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

50分

34分

48分

47分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

がんサバイバーシップの理解と支援 診断期／初期治療期

がんサバイバーシップの理解と支援 慢性期／進行・再発期／終末期

外来がん看護

がん手術療法の看護

がん看護に携わる看護師にとって、がんサバイバーの体験を理解することは重要です。がんサバイバーの語りを
紹介しながら、診断期と初期治療期におけるがんサバイバーの体験について解説します。診断期は“がん診断（Bad 
News）を伝えられる” “がん診断について周囲に伝えるか伝えないかの意思決定”の場面、初期治療期は “治療に
関する意思決定 ” “治療に伴う身体と心の変化に応じた生活調整”の場面を取り上げます。

外来看護では患者の価値観や生活を大切にしながら、診断期、治療期、慢性期、終末期、全てのステージを支援
します。必要に応じて患者や家族と面談し、その人らしい社会生活を送れるよう多職種と連携、その情報を病棟
や他部門へつなぎます。患者を 1人の生活者として見据えて支援することにより、患者の人生の質や長さが影響
されると言っても過言ではありません。この巻では、治療のための意思決定支援などの具体例を紹介します。

がんサバイバーの語りを紹介しながら、がんサバイバーの体験について解説します。慢性期は “治療に伴って生
じた変化を抱えながら日常性を取り戻す” “再発に対する不安” 等、進行・再発期は “がんの進行・再発に伴う衝
撃と将来の不確かさ” “治療に伴う身体と心の変化に応じた生活調整” 等、終末期は “人生の最終段階の過ごし方
に関する意思決定” “旅立ちの時”、死別後は “大切な人との死別のグリーフワーク”を取り上げます。

がん手術療法は生体に侵襲が加わるのみでなく、切除する臓器によって生体機能やボディーイメージの変化が生
じます。この巻では、周術期において患者を支援する外来・病棟・手術室・ICUなどの様々な部門スタッフの
専門性と、患者が治療を受入れ乗り越えていく様子を映像化しています。入院前看護面談、手術室看護師の術前
訪問や術中ケア、退院に向けてのリハビリの様子などを詳しく紹介します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

総監修　　清水多嘉子　公益財団法人 がん研究会有明病院 副院長・看護部長

2018年 制作

全10巻

はじめてのがん看護
がんサバイバーへの支援

配信本体価格　　100,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　350,000円
各巻本体価格　 35,000円

このシリーズは、がん専門病院である「がん研究会有明病院」の現場で活躍する専門看護師、認定看護師ら
が全面的に監修・制作協力して制作されました。がん患者の看護に必須であるケアアプローチについて、エ
ビデンスに基づく看護実践・がん患者の症状や副作用に対するマネジメント・がん患者の心理的サポートと
いったがん看護のエッセンス、さらにがんサバイバーへの支援について映像で分かりやすく解説します。

監　修　　花出　正美　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　大友　陽子　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
監修協力　　上間美夕紀　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師

監　修　　花出　正美　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　大友　陽子　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
監修協力　　上間美夕紀　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師

監　修　　大澤めぐみ　がん研究会有明病院 看護部
　　　　　濱口　恵子　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
監修協力　　坂口日登美　がん研究会有明病院 看護部
　　　　　黒田　直子　がん研究会有明病院 看護部 がん化学療法看護認定看護師

監　修　　中山　章子　がん研究会有明病院 看護部
　　　　　武田　知子　がん研究会有明病院 看護部 手術看護認定看護師
監修協力　　森田　幾代　がん研究会有明病院 看護部／川島　美佳　がん研究会有明病院 看護部

がん研究会有明病院で活躍する専門看護師・認定看護師らが全面監修！
初学者・新人ナースのために制作された「がん看護映像教材」の決定版！

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

49分

33分

37分

29分

38分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

がん放射線療法の看護

がん緩和ケア

がんリハビリテーション

がん看護におけるコミュニケーション

がん患者の在宅療養支援 

緩和ケアとは、身体のつらさだけでなく、気持ちの面、社会的な面、スピリチュアルな面のつらさ、つまり全人
的なつらさを和らげるケアで、がんと診断されたときから、手術療法・化学療法・放射線治療などのがんの治療
と並行して終末期までのどの時期においても提供されます。 この巻では実際に患者やご家族にどのように緩和
ケアが提供されているのか、治療期と終末期のケアの具体例を紹介します。

放射線療法は、がんの根治を目的とした高精度で複雑な治療から、骨転移などの症状を緩和する目的で行う治療
まで様々な病期・病態の患者さんに適応されます。その一方で、病棟や外来の看護師は治療の現場を見る機会が
ほとんどありません。この巻では、放射線治療を受ける患者さんが実際にどのような経験をしているかを提示し
ながら、予測される有害事象に対するセルフケア支援を分かりやすく解説します。

コミュニケーションのプロセスは「正確に聴く」「理解して消化する」「対応する」という 3つのステップで表さ
れます。伝わったかどうかの決定権は相手側にあるため、自分のとった対応をかえりみて修正するなど、柔軟な
姿勢が求められます。この巻では、様々なシチュエーションでの “適切な対応ではない事例”と “適切な対応事例”
を組み合わせて解説します。

がんリハビリテーションは、がん患者の療養生活と生活の質（QOL）が維持向上することを目的とする医療ケ
アです。一見すると一般的なリハビリテーションと大きく違いません。この巻では、がんという疾患やその治療
の特徴の理解を高め、治療過程で生じるさまざまな機能障害や二次的障害を予防し、身体機能や生活能力の維持・
改善を図るためのがんリハビリテーションに関わる看護師が注意すべきポイントを解説します。

がん医療の進歩や医療政策の影響により、がん患者の治療・療養の場は、病院から自宅へと拡大しつつあります。
この巻では、働きながら抗がん治療を行ってきたがん患者が、症状緩和ケア（ベスト・サポーティブ・ケア）へ
移行する際の病院内での具体的支援や、退院前に院内外多職種で開催するカンファレンスについて紹介します。
また、地域で生活する患者さん本人の語りやがん患者に関わる訪問看護師へのインタビューも紹介します。

はじめてのがん看護 がんサバイバーへの支援

第8巻

第10巻

第7巻

第9巻

第6巻

がん化学療法の看護

患者さんに安全・確実・安楽ながん化学療法を提供するためには、看護師の専門的な知識・技術が求められ、投
与管理や患者のセルフケア支援が重要な看護です。この巻では、教科書や参考書からは伝わりにくい、抗がん薬
の「知識」「投与時の技術」「副作用の観察・ケア」「セルフケア支援」など、化学療法看護のエッセンスや実際
の場面をまとめました。事例を通して、がん化学療法看護についてわかりやすく解説します。

第5巻
2018年 制作36分

本体価格　35,000円

監　修　　長崎　礼子　がん研究会有明病院 看護部 がん化学療法看護認定看護師
　　　　　横井麻珠美　がん研究会有明病院 看護部 がん化学療法看護認定看護師

監　修　　後藤　志保　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　長井　優子　がん研究会有明病院 看護部

監　修　　水野　俊美　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　三澤貴代美　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　濱口　恵子　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
監修協力　　河島　地草　がん研究会有明病院 看護部 緩和ケア認定看護師

監　修　　小田島久美　元がん研究会有明病院 看護部 精神看護専門看護師　
　　　　　濱口　恵子　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師

監　修　　鈴木　美穂 がん研究会有明病院 看護部／鴨川　郁子 がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師

監修協力　　馬城はるか　がん研究会有明病院 リハビリテーション部
　　　　　豊田　生子　がん研究会有明病院 リハビリテーション部

監　修　　鈴木　美穂 がん研究会有明病院 看護部／平野　和恵 がん研究会有明病院 看護部 緩和ケア認定看護師

監修協力　　花出　正美　がん研究会有明病院 看護部 がん看護専門看護師
　　　　　田近　　忍　がん研究会有明病院 医療連携部
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2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

25分

38分

28分

38分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

高齢者の生理機能の変化

高齢者の心理社会的変化

脳神経系の障害を持つ高齢者への援助技術

循環器の障害を持つ高齢者への援助技術

高齢者は生理的加齢変化に伴い、身体機能、免疫機能、感覚機能、神経・運動機能などが低下し、さらに生活習
慣病の発症が多くなります。患者の身体状況を観察し判断するためには、加齢に伴う現象を理解することと、個
別性を考慮することが援助の鍵となります。

脳卒中には急性期、回復期、維持期の 3つの病期があり、それぞれの病期に合わせた看護のポイントがあります。
急性期では主に合併症の予防・重篤化回避、回復期ではADL自立に向けた支援と退院支援、維持期では退院後
の外来でのかかわりを解説します。

高齢者は、加齢による変化や様々な喪失体験、年齢とともに幸せを感じられる度合いの変化、老いによる死の捉
え方の変化などにより、年を重ねるとともにそのこころはさまざまに変容していきます。この巻では高齢者の心
理社会的変化を、高齢者の方へのインタビューなども交えて解説します。

高齢者に多い主な循環器障害は、不整脈、虚血性心疾患、心不全です。各障害のメカニズムを解説した後に、慢
性心不全の患者を例に、実際のアセスメントおよび看護援助を紹介します。看護師は、病気への理解、食事療法、
運動習慣、薬物療法などに関し、患者自ら自己効力感を高め継続できるように、改善箇所を具体的に提案し支援
します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

老年看護学を実践するために必要な知識と
技術を具体的に紹介します！

総監修　　粟生田友子　国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部長
　　　　　綿貫　成明　国立看護大学校 老年看護学／長寿看護学 教授

2016年 制作

全10巻

老年看護
援助技術シリーズ

配信本体価格　　 85,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　300,000円
各巻本体価格　 30,000円

このシリーズでは、老年看護学を実践するために必要な知識と技術を具体的に紹介しています。
高齢者ケアで重要な要素である「高齢者の心身機能分類」の視点と、「加齢に伴って増加する疾患」
に対するケアの視点から構成されています。臨床実践で活用できる知識と技術を解説します。

監　修　　石川ふみよ　上智大学 総合人間科学部 看護学科 教授

監　修　　下村　晃子　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 慢性疾患看護専門看護師

監　修　　粟生田友子　国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部長
　　　　　綿貫　成明　国立看護大学校 老年看護学／長寿看護学 教授

監　修　　三浦稚郁子　榊原記念病院 副院長 兼 看護部長

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

29分

37分

39分

34分

26分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

運動器の障害を持つ高齢者への援助技術

皮膚障害を持つ高齢者への援助技術 

コミュニケーション障害を持つ高齢者への援助技術 

認知機能障害を持つ高齢者への援助技術

睡眠障害を持つ高齢者への援助技術 

高齢者の皮膚は脆弱で傷つきやすいため、日頃から予防的スキンケアを意識することにより、スキントラブルの
発生や症状悪化を防ぐことができ、患者のQOLを守ることに繋がります。この巻では乾燥肌、褥瘡、皮膚トラブル、
下肢の乾燥肌に対するスキンケアを解説します。

骨・関節・筋といった運動器の加齢による変化について解説します。次に救急搬送される高齢者の約 8割を占め
る事故原因である「転倒」と転倒による「骨折」に焦点をあて、その予防と看護援助技術を見て行きます。この
巻では入院中に転倒した高齢患者に対し、看護師が見落としていた情報を振り返りながら注意点を解説します。

この巻では、認知症ケアのデイサービスセンター「お多福」での 1日に密着し、実際の認知症患者に対しどのよ
うな看護援助を実践しているのかを解説します。食事、入浴、レクリエーションのケアはもちろん、日常生活に
おけるコミュニケーションの取り方など、様々な視点から援助技術を学ぶ事ができます。

この巻では、認知症対応型共同生活介護「グループホームせせらぎ」で生活する高齢者とそのケアを通じて、高
齢者のコミュニケーションに影響を与える主な要素である感覚機能、言語機能、精神機能の低下について解説し
ます。またグループホームならではの生活環境と、一人ひとりにあわせた援助の実際を紹介します。

睡眠障害や生活リズムの障害は、日常生活活動や心身の健康に様々な影響を与えます。この巻では、生体リズム
の加齢変化、定年による生活の変化、様々な疾患・薬剤の影響、生活環境の変化、心理的要因など高齢者の睡眠
障害の主な要因を解説します。看護師は患者を多角的にアセスメントし、良質な睡眠・覚醒パターンを維持でき
るよう援助します。

老年看護 援助技術シリーズ

第8巻

第10巻

第7巻

第9巻

第6巻

監　修　　室岡　陽子　東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 講師

監　修　　鈴木みずえ　浜松医科大学 医学部 看護学科 臨床看護学講座 老年看護学 教授

監　修　　六角　僚子　獨協医科大学 看護学部 在宅看護学領域 教授
　　　　　種市ひろみ　獨協医科大学 看護学部 在宅看護学領域 准教授

監　修　　堀内　園子　グループホームせせらぎ ホーム長／看護学博士

監　修　　長谷川真澄　札幌医科大学 保健医療学部 看護学科 教授

呼吸器の障害を持つ高齢者への援助技術 

加齢による呼吸機能低下のメカニズムと、高齢者に多い主な呼吸器疾患である COPD、肺炎、気管支喘息、肺
がんの概要を解説します。次にCOPDの患者を例に、実際のアセスメントと看護援助技術を紹介します。また、
在宅における酸素療法も解説します。

第5巻
2016年 制作33分

本体価格　30,000円

監　修　　竹川　幸恵　大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 慢性疾患看護専門看護師
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リハビリテーション看護概論

リハビリテーション看護とチームアプローチ

摂食嚥下障害のリハビリテーション看護

運動機能障害のリハビリテーション看護

この巻では、リハビリテーションの概念やリハビリテーションにおける看護師の専門性について解説します。ま
た、生活機能分類と生活機能障害について学習するとともに、発達段階に応じたリハビリテーション看護の考え
方を解説します。リハビリテーションを受ける人の回復過程を、急性期・回復期・生活期を通して見てゆきます。

CT検査の結果、左視床出血と診断され、緊急入院した 70 歳の高田洋子さんは、初期治療を経て、現在は立位
訓練を開始しましたが、摂食嚥下障害が認められます。摂食嚥下のメカニズム、病態生理からアセスメントを解
説するとともに、実際の口腔ケアや摂食嚥下訓練の仕方までを詳しく見てゆきます。

チームアプローチの必要性と専門職連携実践（IPW）の考え方とその実際を、急性期・回復期に関わる専門職の
役割と機能を中心に見てゆきます。病弱な北島友子さん（73 歳）を自宅で介護する夫の靖さん（75 歳）は自ら
も大腸がんの手術のために、友子さんが短期で入院することになった病院へ、入院して来ました。この特殊なケー
スについての連携カンファレンスの実際を見てゆきます。

この巻では、リハビリテーション看護の中でも、特に回復期の運動機能障害に絞って解説します。まず看護師が
知っておくべき運動機能のメカニズムを理解したうえで、さまざまな運動機能障害について学び、実際の患者の
生活の流れの中で行うアセスメントやリハビリ支援を見てゆきます。

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

34分

41分

33分

40分

監　修　　酒井　郁子　千葉大学大学院 看護学研究科 教授／附属専門職連携教育研究センター センター長

監　修　　鎌倉やよい　愛知県立大学 副学長／看護学部 教授

監　修　　大塚眞理子　千葉大学大学院 看護学研究科附属専門職連携教育研究センター 特任教授
監修協力　　小野寺由美子　埼玉協同病院 副看護部長

監　修　　塩田美佐代　NTT東日本伊豆病院 看護部長

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

看護師がリハビリテーションスタッフと連携して実践
する、多様な生活機能障害への援助技術の決定版！

総監修　　酒井　郁子　千葉大学大学院 看護学研究科 看護システム管理学 教授

2016年 制作

全10巻

見て知る
リハビリテーション看護

配信本体価格　　 80,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　280,000円
各巻本体価格　 28,000円

病気や外傷は治ったにもかかわらず、生活を再構築することができない「生活機能障害」患
者に対し、再び生活を取り戻し、社会に参加できるように行われるのがリハビリテーション
看護です。書籍では分かりづらい手技・手法を、実際の現場を想定し、映像ならではの特徴
を活かして詳しく解説します。

高次脳機能障害・失語症のリハビリテーション看護

脳卒中急性期のリハビリテーション看護

大腿骨近位部骨折のリハビリテーション看護

脊髄損傷のリハビリテーション看護

身体障害児・発達障害児のリハビリテーション看護

この巻では、家族が夫の異変に気づき救急要請し急性期病院に搬送され、心原性脳塞栓症と診断された松中茂さ
ん（54 歳）と、突然の意識障害で搬送されてきた昏睡状態の池山孝雄さん（70 歳）の二人のケースを取り上げ、
脳卒中の病態生理とリハビリテーション看護の実際を詳しく見てゆきます。

脳卒中により高次脳機能障害を発症した男性患者を例に、高次脳機能障害のさまざまな障害（注意障害・記憶障
害・遂行機能障害・社会的行動障害）について解説します。また、失語症を発症した女性患者を例に、失語症の
病態生理、言語機能評価、言語リハビリテーション等々の実際を見てゆきます。

27 歳の木田大樹さんはスケートボードのジャンプに失敗し、前額部から落下しました。CT検査の結果、第 6頸
椎の脱臼骨折であることが分かりました。CGを使って脊髄のしくみを分かりやすく解説するとともに、木田さ
んの急性期から回復期までのリハビリテーション看護の実際を見てゆきます。

大腿骨近位部骨折の病態と原因を最新のデータをもとに解説します。自宅で転倒し、左大腿骨頚部骨折と診断さ
れ、大腿骨頭置換術を行うことになった村山みち子さん（80 歳）の術前・術後のリハビリテーションを詳しく
見てゆきます。また大腿骨近位部骨折で認知症を持つ田中ヤエさん（84 歳）の看護についても解説します。

障害のある小児リハビリテーション及び療育には、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療
ソーシャルワーカー、保育士、栄養士、歯科衛生士、技師装具士などさまざまな職種が、小児と家族を中心に目
標を共有し、それぞれの専門性を発揮しています。この巻では小児の成長・発達と障害児のリハビリテーション
の実際を詳しく見てゆきます。

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

42分

31分

40分

40分

35分

監　修　　大久保暢子　聖路加国際大学 看護学部 准教授

監　修　　粟生田友子　国立障害者リハビリテーションセンター病院 看護部長

監　修　　金城　利雄　名桜大学 人間健康学部 学部長／看護学科 教授

監　修　　泉　キヨ子　帝京科学大学 医療科学部 看護学科 学科長／教授 
監修協力　　堀之内若名　帝京科学大学 医療科学部 看護学科 講師

監　修　　荒木　暁子　千葉県千葉リハビリテーションセンター 看護局長

見て知るリハビリテーション看護

第8巻

第10巻

第7巻

第9巻

第6巻

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

排泄機能障害のリハビリテーション看護

脳梗塞を発症し片麻痺となった高橋麻里子さん（70 歳）は、回復期リハビリテーション病棟をもつ病院に車椅
子に乗って転院して来ました。しかし、高橋さんは尿を漏らしてしまいショックを隠せません。この巻では、排
泄のプロセスと、排泄機能障害について詳説するとともに、排尿障害に対するリハビリテーションを詳しく見て
ゆきます。

2016年 制作40分

監　修　　辻村真由子　千葉大学大学院 看護学研究科 生活創成看護学 准教授

第5巻 本体価格　28,000円
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脳の解剖・生理と脳卒中の病態生理

脳卒中の診断と治療／リハビリテーション

脳卒中患者の生活の再構築に向けて

心臓の構造・機能／不整脈・心不全の病態生理

不整脈（心房細動）の診断・治療 

第1巻

第2巻

第3巻

第4巻

第5巻

脳卒中を理解するために、まず脳の解剖と生理を解説します。その理解の上に、大脳の働きを見てゆき、脳動
脈の灌流領域や、脳卒中の病態生理、脳卒中の分類、クモ膜下出血等々について、詳しく解説します。

右視床出血で緊急入院した 60 歳代の女性を例に、発病後 4日目から 10 日の、急性期病棟における看護師の生
活援助を中心に解説します。この時期は、認知機能の障害によって、転倒のリスクや遂行障害などが起きやす
いので、日常生活援助の場面にこれらの障害の特徴と援助の方法を盛り込みました。

臨床で必ず目にする代表的な病変部の画像診断、MRI・MRA・CTを提示し、それぞれの診断とリハビリテー
ションについて解説します。また、発病直後から患者の生活機能の再構築に関わる PT、ST、OTが患者の機
能をどのように評価し、機能回復やQOLの獲得にどのように繋げてゆくかを紹介します。

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

20分

40分

30分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

これまでにない臨床看護学教材の決定版！
病態から学ぶ看護技術と援助技術！

総監修　　坂本　すが　公益社団法人 日本看護協会 会長
　　　　　　　　　　　東京医療保健大学 副学長／医療保健学部 看護学科 学科長（非常勤）

2010年～ 2015年 制作

全26巻

不整脈の治療を受ける患者さんを理解するために、心臓の構造的特徴と収縮を調節する刺激伝導の仕組みにつ
いて解説します。そのために、心臓の構造・機能について学習し、まず不整脈・心不全の病態生理を理解します。

2014年 制作18分
本体価格　28,000円

心房細動は我が国においては人口の 0.6％にみられる頻度の高い不整脈と言えます。しかし、心房細動による
心機能低下から心不全に至ることもあり、重要な循環器疾患の一つです。この巻では、不整脈（心房細動）の
診断と治療について詳しく見てゆきます。

2014年 制作19分
本体価格　28,000円

脳
卒
中
患
者
へ
の
援
助
技
術
編
　
全

3
巻

不
整
脈（
心
房
細
動
）患
者
へ
の
援
助
技
術
編
全

3
巻

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　四日市看護医療大学 看護学部 看護学科 准教授

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　四日市看護医療大学 看護学部 看護学科 准教授

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　四日市看護医療大学 看護学部 看護学科 准教授

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

配信本体価格　　208,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　728,000円
各巻本体価格　 28,000円

「基礎看護教育」と「臨床における看護教育」をつなぐ映像教材の決定版！医療安全や臨床
における看護技術について、新人看護師および看護職を目指す学生が自ら「習得して行く楽
しさ」を体感できるよう、疾患・病態別にまとめ上げました。
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臨床看護技術シリーズ 
不整脈（心房細動）治療を受ける患者の看護と生活の再構築

胃がんとは 

胃がんの治療

胃がんを持つ人の看護

肝臓疾患とは

肝臓疾患の診断・治療

肝硬変患者の生活の構築に向けて 非代償期における生活の再構成

第6巻

第7巻

第8巻

第9巻

第10巻

第11巻

第12巻

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師

2012年 制作

2014年 制作

21分

32分

臨床看護技術シリーズ

2012年 制作

2012年 制作

2012年 制作

2012年 制作

27分

25分

13分

22分

2012年 制作17分

早期胃がんが発見され、治療を受ける患者さんを理解するために、胃の働きを学習し、胃がんの疫学、原因や
症状、進行度分類を解説します。そして胃がん治療の生存率を決定づける内視鏡診断に関る外来および内視鏡
室の看護師の役割と実際をみてゆきます。

心房細動の治療をしていた患者さんがカテーテルアブレーションの治療を決断し、治療を受け退院に至るまで
の経過に従って、医師・看護師の役割を見てゆきます。

Ａさん（62 歳）は、40 歳で肝機能の異常が指摘され、45 歳で C型肝炎と診断されました。C型肝炎ウイルス
を排除する目的でインターフェロン治療を受けましたが効果は見られず、肝硬変へと進行、現在肝細胞がんも
確認されています。このような慢性肝機能障害の治療を受ける患者さんを理解するために、解剖学的知見から、
主な肝臓疾患および肝硬変の合併症について解説します。

診断、治療、退院までの経過に沿って、それぞれの場面における看護の役割をみてゆきます。がんと診断され
ると、例え早期がんであっても生命への不安や社会的な役割・葛藤など、患者本人のみならず家族も様々な課
題に直面します。そうした患者と家族に寄り添い、患者自身が治療の方向性を見出せるようにサポートします。

肝硬変の合併症である食道静脈瘤の治療のために入院した患者さんを例に、本人とその家族の抱える課題を理
解し、今後の生活の再構築に向けて適切に支援し、援助してゆく方法を見てゆきます。

胃がんは、どのように治療法が決定され、治療が行われるのかをみてゆきます。ここでは早期胃がんの代表的
治療法である内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を取り上げ、医師と看護師が連携して治療を進めてゆく様子を
実際の手術映像を交えて、術中の内視鏡室看護師、術直後の病棟看護師の役割の実際を解説します。

この巻では、慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと進行する慢性肝機能障害患者の病態を理解するために、主な診断
法と結果について、画像データを用いて解説します。また、様々な合併症が出現してくる肝硬変を中心に、肝
臓を庇護する基本治療として、栄養・食事療法、安静と運動、薬物療法と、腹水、食道静脈瘤、肝性脳症、肝
がんなどの治療について見てゆきます。

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

胃
が
ん
を
持
つ
人
へ
の
援
助
技
術
編
　
全

3
巻

肝
臓
疾
患
患
者
の
生
活
へ
の
援
助
編
　
全

3
巻

　
　
　
　
　

不
整
脈（
心
房
細
動
）患
者
へ
の

　
　
　
　
　

援
助
技
術
編
　
全

3
巻



18 19 

看
　
　
護

病態生理と呼吸機能の評価

慢性閉塞性肺疾患（COPD）急性憎悪の予防・日常生活援助技術

慢性閉塞性肺疾患（COPD）薬物療法・酸素療法

周手術期を理解するための基礎知識

第16巻

第17巻

第18巻

第19巻

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

糖尿病とは

糖尿病の診断・治療

生活の再構築に向けての援助

第13巻

第14巻

第15巻

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

監　修　　貝瀬　友子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 教授　　真野　響子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 准教授
　　　　　大山真貴子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 講師　　田中　博子　東京医療保健大学 医療保健学部 看護学科 助教

2011年 制作

2010年 制作

2011年 制作

34分

18分

20分

2011年 制作21分

糖尿病とはどんな病気なのか、どうして起きるのかを、血糖の調整メカニズムおよび合併症（網膜症、腎症、
動脈硬化、脳血管障害、心筋梗塞、足病変、感染症、神経障害など）を交えて解説します。

閉塞性換気障害の代表的な疾患として、慢性閉塞性肺疾患（COPD）を例に慢性呼吸機能障害患者の病態生理
と呼吸機能の評価、COPDの確定診断、呼吸困難の評価、COPDの重症度判定について具体的に解説します。

糖尿病看護とは、糖尿病患者を生活者と捉え、疾患の発症・悪化を防ぐと共に、その人らしく健やかな生活を継続できるように、
生涯続くセルフケアや療養生活を支援してゆくことです。この巻では、糖尿病患者が自らの力を発揮し、セルフケアを確立して
いくプロセスを支援する実践能力、加えて、糖尿病看護の質の向上を目指し指導・相談活動が展開できる能力の習得を目指します。

薬物療法と酸素療法が必要になったとき、看護師として患者にどう対応すれば良いかについて解説します。ド
ライパウダーの吸入薬（DPI）、定量噴霧式吸入器（MDS）、ネブライザー（超音波式、ジェット式）など薬物
療法時の患者指導、酸素療法の適用、実施、取扱上の留意点ほか看護の実際と観察の視点を解説します。

この巻では、周手術期の患者をケアするために必要な、手術侵襲や麻酔によって起きる生体内部の変化とメカ
ニズムについて解説します。

糖尿病と診断されたAさんは、治療を開始します。糖尿病の診断方法、診断基準の解説から、食事療法、運
動療法、薬物療法、低血糖対策について詳説します。

COPD患者にとっては、急激に呼吸困難が悪化し、入院治療が必要となる「急性増悪」の予防こそが最大の
課題です。患者の病態を把握した上での呼吸リハビリテーション（排痰法、肺理学療法、息切れしない動作の
指導など）による患者指導を解説します。

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

糖
尿
病
患
者
の
援
助
技
術
編
　
全

3
巻

慢
性
呼
吸
機
能
障
害
患
者
の
援
助
技
術
編
　
全

3
巻

2010年 制作

2015年 制作

23分

32分

2010年 制作25分

周
手
術
期
に
あ
る
患
者
へ
の

援
助
技
術
術
前
編
　
全

3
巻

周手術期における安全管理

手術直前の準備

術前の看護／患者の手術への治療参加支援

手術室看護師の役割／器械管理看護師の業務

患者管理看護師の業務 

PACUの看護

術後の看護

第20巻

第22巻

第21巻

第23巻

第24巻

第25巻

第26巻

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

監　修　　貝瀬　友子　関東学院大学 看護学部 看護学科 教授
　　　　　大山真貴子　奈良学園大学 保健医療学部 看護学科 講師

臨床看護技術シリーズ

2015年 制作

2015年 制作

27分

17分

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

21分

22分

17分

18分

2015年 制作22分

手術患者と医療従事者を守るための手術期における安全管理について、主に「手術室の環境管
理」と「安全管理」の 2つの視点で解説します。

器械管理看護師の業務について解説します。機械管理看護師は、患者と術者の一番近い位置にいて、術野の管
理を行います。手術の進行に従って術者が使用する手術器具の判断と手渡し、手術中の滅菌状態の保持、疾患
部への直接援助など重要な役割を担います。

患者が入院してから、手術当日の病棟での手術出頭準備、手術室への入室時のサインイン、麻酔の実施、麻酔
開始後の手術チームによるタイムアウトまでの流れを解説します。

手術終了を受け、麻酔の覚醒を促し、意識回復や呼吸状態を確認しながら気管内チューブを抜管し、徐々に通
常の呼吸に回復させてゆくためのケアを解説します。

手術後に実施される手術室看護師による術後訪問と、手術後の病棟での看護について解説します。周手術期の
看護は手術が必要と診断された患者が治療を受け、最終的には患者自身が健康を守る主体者として、本来の生
活の場へと退院することで完了します。

手術が必要と診断された患者が、医療者からの支援を受けながら、手術の必要性を理解し、手術を自分の問題
として受け入れ、治療の主体者として手術に挑むための援助技術について解説します。

患者管理（外回り）看護師の業務を見てゆきます。患者管理看護師は、手術中における患者のケアを行うと同
時に、手術室全体の流れを把握するマネージャーのような役割を担います。

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

周
手
術
期
に
あ
る
患
者
へ
の
援
助
技
術
術
前
編
全

3
巻

周
手
術
期
に
あ
る
患
者
へ
の
援
助
技
術
手
術
編
　
全

3
巻

周
手
術
期
に
あ
る
患
者
へ
の
援
助
技
術
術
後
編
全

2
巻
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看
　
　
護基礎看護学は文字通り看護の基礎をなすもので、看護師すべてが修得しなければならない知見と技術です。本作で

は臨床時のリアリティショックを軽減するために人体模型は一切使用せず、実際のモデルを起用して制作しました。

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

50分

49分

46分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

総監修　　菱沼　典子　聖路加看護大学 教授
監修・指導　　佐居　由美　聖路加看護大学 准教授　　大久保暢子　聖路加看護大学 准教授
　　　　　伊東美奈子　聖路加看護大学 助教　　　大橋久美子　聖路加看護大学 助教
　　　　　蜂ヶ崎令子　聖路加看護大学大学院 博士後期課程　※聖路加看護大学は2014年 4月より聖路加国際大学 看護学部へ名称が変更されました。

グリセリン浣腸・摘便

便器・尿器のあて方／ポータブルトイレへの移動

導　尿

膀胱留置カテーテル

食事介助

第1巻

第2巻

第3巻

第4巻

第5巻

人体模型ではなく実際のモデルを用いた
他に類の無い画期的な看護技術教材！

2013年～ 2014年 制作

全24巻

最新基礎看護技術
DVDシリーズ 

Ⅰ
排
泄
・
食
事
・
移
動
編
　
全

8
巻

配信本体価格　　192,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　672,000円
各巻本体価格　 28,000円

●配膳　配膳の準備／配膳　～端座位の場合～／配膳　～側臥位の場合～
●下膳　下膳　～端座位の場合～／下膳　～側臥位の場合～
●食事介助　食事介助　～右片麻痺患者の場合～

2013年 制作48分
本体価格　28,000円

●膀胱留置カテーテルの挿入 ～女性患者の場合～　挿入の準備／挿入の実施
●膀胱留置カテーテルの挿入 ～男性患者の場合～　挿入の準備／挿入の実施
●膀胱留置カテーテルの管理　蓄尿バッグ内の尿の排出
●膀胱留置カテーテルの抜去　抜去の準備／抜去の実施

2013年 制作54分
本体価格　28,000円

●グリセリン浣腸　浣腸のアセスメント／浣腸の準備／浣腸の実施
●摘便　摘便のアセスメント／摘便の準備／摘便の実施

●導尿 ～女性患者の場合～　導尿の準備／導尿の実施
●導尿 ～男性患者の場合～　導尿の準備／導尿の実施

●便器・尿器のあて方　便器の介助／便器介助の準備／便器介助の実施／尿器の介助／
　尿器介助の準備／尿器介助の実施
●ポータブルトイレでの排泄　ポータブルトイレの準備／ポータブルトイレ介助の実施

20 

最新基礎看護技術DVDシリーズ 

経管栄養

体位変換・体位保持

車椅子移動・ストレッチャー移動

環境整備・ベッドメイキング

寝衣交換・おむつ交換

全身清拭

陰部洗浄

第6巻

第7巻

第8巻

第1巻

第2巻

第3巻

第4巻

Ⅰ
排
泄
・
食
事
・
移
動
編
　
全

8
巻

Ⅱ
清　

潔
編
　
全

8
巻

●寝衣交換 挿入物や麻痺のない場合　寝衣交換の準備／寝衣交換の実施
●寝衣交換 挿入物（点滴）のある場合 ※輸液ポンプを含む　寝衣交換の実施
●寝衣交換 体腔内にドレーンが挿入されている場合　寝衣交換の実施
●寝衣交換 片麻痺・全身麻痺の場合　寝衣交換の実施
●おむつ交換　おむつ交換の準備／おむつの選び方／おむつ交換の実施
★寝衣交換の実際 浴衣の場合

●陰部洗浄　～おむつを使用して行う場合～　陰部洗浄の準備／陰部洗浄の実施
●陰部洗浄　～便器を使用して行う場合～　陰部洗浄の準備／陰部洗浄の実施

●全身清拭の準備
●全身清拭の実施　上肢の清拭／頸部・胸部の清拭／腹部の清拭／背部の清拭／殿部の清拭／　下肢の清拭

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

53分

40分

55分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

●環境整備
●ベッドメイキング　ベッドメイキングの準備／ベッドメイキングの実施
●リネン交換　リネン交換の準備／リネン交換の実施

2013年 制作56分
本体価格　28,000円

●体位変換・体位保持実施のポイントとアセスメント
●端座位から仰臥位
●仰臥位から右側臥位
●仰臥位からファーラー位
●仰臥位から端座位　仰臥位から端座位　～全介助の場合～／
　　　　　　　　　　仰臥位から端座位　～部分介助の場合～

●車椅子移動　実施のポイントとアセスメント／ベッドから車椅子への移動／
　車椅子からベッドへの移動
●車椅子移送
●ストレッチャー移動　ベッドからストレッチャーへの移動／ストレッチャーからベッドへの移動
●ストレッチャー移送

●経鼻経管栄養法　経鼻栄養チューブの管理
●胃瘻栄養法　胃瘻カテーテルの管理

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

49分

59分

49分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円
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看
　
　
護

洗　髪

足浴・手浴・爪切り

入浴・シャワー浴

モーニングケア・イブニングケア・口腔ケア

感染管理

吸引・酸素療法

採血・血糖測定

第5巻

第6巻

第7巻

第8巻

第1巻

第2巻

第3巻

Ⅱ
清　

潔
編
　
全

8
巻

Ⅲ
診
療
・
そ
の
他
編
　
全

8
巻

●通常入浴　通常入浴の準備／通常入浴の実施
●エレベーターバス　エレベーターバスの準備／エレベーターバスの実施
●シャワー浴　シャワー浴の準備／シャワー浴の実施

●感染対策の基本
●手指衛生　衛生学的手洗い（流水と石けんによる手洗い・擦式手指消毒）
●無菌操作　滅菌物の取り扱い／滅菌手袋の装着と脱ぎ方
●個人防護具（PPE）の取り扱い　着用の目的と防護具の特徴／着用・装着／脱ぎ方・廃棄方法
●汚染物の取り扱い　感染性廃棄物の処理／鋭利な物の処理
●感染症のある患者の病室への入退室

●吸引とは
●口腔内・鼻腔内吸引　必要物品／口腔内・鼻腔内吸引の実施準備／
　口腔内・鼻腔内吸引の実施
●気管内吸引　必要物品／気管内吸引の実施準備／気管内吸引の実施
●酸素療法　酸素投与準備／鼻腔カニューレによる酸素投与実施

●モーニングケア　モーニングケアの準備／モーニングケアの実施
●イブニングケア　イブニングケアの準備／イブニングケアの実施
●口腔ケア　～全介助の場合～　口腔ケアの準備／口腔ケアの実施／義歯の取り扱い

●足浴　足浴の準備／足浴の実施
●手浴　手浴の準備／手浴の実施
●爪切り　爪切りの準備／爪切りの実施

●洗髪　～ケリーパッド使用～　洗髪の準備／洗髪の実施
●洗髪　～洗髪車使用～　洗髪の準備／洗髪の実施
●洗髪　～洗髪台使用～　洗髪の準備／洗髪の実施
●洗髪　～ドライシャンプー使用～　洗髪の準備／洗髪の実施

●静脈血採血　直針と注射器を使用する場合／針付真空採血ホルダーを使用する場合／
　真空採血ホルダーと翼状針を使用する場合／採血の合併症とその対応
●簡易血糖測定

2014年 制作44分
本体価格　28,000円

2013年 制作51分
本体価格　28,000円

2013年 制作

2013年 制作

49分

51分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

2013年 制作30分
本体価格　28,000円

2014年 制作

2014年 制作

49分

54分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

最新基礎看護技術DVDシリーズ 

筋肉注射・皮下注射・皮内注射

点滴静脈内注射

与　薬

罨　法

看護実習の心構えと実際

第4巻

第5巻

第6巻

第7巻

第8巻

Ⅲ
診
療
・
そ
の
他
編
　
全

8
巻

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

44分

59分

54分

37分

58分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

●筋肉注射　5Rの確認／アンプルカット／注射部位の決定／針の刺入の角度・深さ／
　中殿筋に注射する場合／三角筋部に注射する場合
●皮下注射　5Rの確認／バイアルからの吸引／注射部位の決定／針の刺入の角度・深さ／
　上腕後面に注射する場合／三角筋部に注射する場合
●皮内注射　注射部位／針の刺入

●実施前　処方の確認／準備・薬剤の照合／患者の確認と説明
●実施　経口与薬・口腔内与薬／吸引～定量式携帯吸入器の場合～／点眼法／点耳法／
　点鼻法／単純塗布法～軟膏・皮膚に貼付する薬～／直腸内与薬
●実施後　投与後の薬剤の照合／片付け／観察・記録

●罨法の種類と目的
●温罨法　アセスメント／湯たんぽ・温湿布・ホットパックの準備と実施／実施時の観察／
　片付け／記録
●冷罨法　アセスメント／氷枕・氷嚢・保冷枕の準備と実施／実施時の観察／片づけ／記録

●実習前　目的・目標の把握／体調管理
●実習中　身だしなみ／実習中の態度（マナー）／積極的参加／患者中心のケア／安全管理／
　個人情報の管理・守秘義務／報告・連絡・相談／健康管理／ハラスメント
●実習後

●注射に使用する物品　注射共通の留意事項（正しい与薬、感染予防）
●点滴静脈内注射　点滴静脈内注射の留意事項／合併症／静脈内留置針を挿入する場合／
　翼状針を使用する場合／薬剤を溶解し三方活栓から投与する場合／滴下数の計算／
　輸液中の患者の観察
●自動輸液ポンプを使用する場合　　●シリンジポンプを使用する場合
●生食（ヘパリン）ロック　　●抜針　　●静脈注射（ワンショット）

●看護実習の前に、スマートフォンで看護技術を
　確認することが可能です！

●タブレットで看護技術の映像を確認しながら
　演習することが可能です！

を導入することで活用の幅が広がります！

～ DVD プレイヤーからスマートフォンへ～
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2019年 制作

2020年 制作

2019年 制作

2019年 制作

41分

38分

48分

41分

本体価格　39,000円

本体価格　39,000円

本体価格　39,000円

本体価格　39,000円

地域ケアシステム

公衆衛生看護管理

産業保健

学校保健

人々の健康と生活を守り、QOLの高い生活ができるよう、保健師は「地域ケアシステム」の構築において重要
な役割を果たしています。第 1巻では、地域ケアシステム構築のプロセスを紹介し、母子や高齢者に関連した地
域ケアシステム構築の取り組みにおける、「住民や関係機関との協働」「多職種・多機関との連携」「支援の体制
づくり」といった保健師の役割を解説します。

第 3巻では、「職場巡視」「安全衛生委員会」「保健指導」「メンタルヘルス研修」など、イメージしづらい保健師
の様々な活動を、実際の映像で紹介します。また、「職場の情報取集やデータ分析の視点」「職場でのアプローチ
における工夫や連携」などについての保健師のインタビューや、「保健師の活動による働き方の変化」「保健師に
望むこと」といった人事担当者、産業医、従業員のインタビューを通して、様々な視点から保健師の役割を解説
します。

公衆衛生看護管理とは、だれもが暮らしやすい地域づくりを目指し、保健活動の質を高め維持する機能だといえ
ます。 第 2 巻では、公衆衛生看護管理の具体的な機能を紹介し、公衆衛生看護管理は保健師の活動の中でどの
ように機能しているのか、家庭訪問や人材育成の実際を例に解説していきます。

第 4巻では、学校保健のしくみと養護教諭の役割を、「保健教育」「保健管理」「保健組織活動」の 3つの活動か
ら分かりやすく解説します。学校保健に関わる様々な職種を解説し、「保健教育」では、子どもの特性に合わせ
た内容や指導方法の工夫、「保健管理」では、健康診断結果の活用や心の問題発見のための健康観察の視点、「保
健組織活動」では、学校保健委員会の運営など、様々な活動の実際を、養護教諭のインタビューや実演を通して
紹介します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

全4巻

新・地域看護活動と
ヘルスプロモーション

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　156,000円
各巻本体価格　 39,000円

保健師の活動内容をイメージ化した「地域看護活動とヘルスプロモーション」のシリーズ第
3弾になります。新しい視点である「地域ケアシステム」「看護管理」、新しい分野である「産
業保健」「学校保健」を取り入れた新作になります。

監　修　　佐々木明子　東京医科歯科大学 大学院地域保健看護学分野 教授
　　　　　照沼　正子　東都大学 ヒューマンケア学部看護学科 教授
　　　　　森田久美子　東京医科歯科大学 大学院地域健康増進看護学分野 准教授

監　修　　照沼　正子　東都大学 ヒューマンケア学部看護学科 教授
　　　　　佐々木明子　東京医科歯科大学 大学院地域保健看護学分野 教授
　　　　　森田久美子　東京医科歯科大学 大学院地域健康増進看護学分野 准教授

監　修　　山﨑　恭子　帝京大学 医療技術学部看護学科 地域看護学 教授

監　修　　青栁　千春　高崎健康福祉大学 保健医療学部看護学科 准教授

「地域看護活動とヘルスプロモーション」の
シリーズ第3弾！

総監修　　佐々木明子　東京医科歯科大学 大学院地域保健看護学分野 教授
　　　　　照沼　正子　東都大学 ヒューマンケア学部看護学科 教授
　　　　　森田久美子　東京医科歯科大学 大学院地域健康増進看護学分野 准教授

2019年～ 2020年 制作

このシリーズは公衆衛生看護活動における保健師の活動を理論的・具体的に解説し、学生の
学習効果を高めることや、新任保健師の自己啓発を図ることを目的として制作されました。
保健師・看護師育成教育を受ける学生や新人保健師が、地域保健看護活動のコアとなる健康
教育、地区組織活動、健康相談、地域診断に関し、基本的な考え方や具体的な活動内容を理
解し、イメージ化できる学習教材となっております。

2013年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

54分

42分

48分

37分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

監　修　　佐々木明子　東京医科歯科大学 地域保健看護学 教授　
　　　　　照沼（錦織）正子　東都医療大学 在宅看護学 教授
　　　　　森田久美子　東京医科歯科大学 地域健康増進看護学 准教授

公衆衛生看護活動における保健師の活動を
様々な事例と共に映像化！

公衆衛生看護活動における健康教育

公衆衛生看護活動における健康相談

公衆衛生看護活動における地区組織活動・自主グループ

公衆衛生看護活動における地域診断

保健師は人々の健康や生活、価値観や行動の特性をよく知っていることから、住民の健康の推進役となり、健康
教育を行う上で重要な役割を担っています。
この巻は、保健師が行う健康教育の目的、意義などをおさえるとともに、健康教育の企画、実施、評価の一連の
プロセスを、ライフサイクルに応じた、母子、成人、高齢者の事例を基に学習できる内容となっております。

地区組織活動とは、地域に共通する健康と生活の課題について、住民自らが組織的に達成し、解決できるように、
地域の健康づくりをしていく活動です。一方、自主グループとは、住民自らが相互作用をもち、特定の目的を達
成するために活動方針や活動内容を決めながら行う独自の活動です。
この巻では、これらの活動における保健師の役割を概説しています。

地域診断は、保健師の活動の基盤になるものです。地域診断の目的は、地域の特性、健康と生活の状態を把握し、
取り組みが必要な健康課題を明らかにして、その課題を達成し、解決することです。なお、健康課題に取り組む
際は、問題を解決するだけでなく、現状の健康状態を維持しそれをさらに強化する取り組みも大切です。そして、
住民の願いや思いを重視した視点が重要となります。本巻では、新潟県上越市を例として地域診断の展開方法に
ついて具体的に紹介しています。

健康相談とは個別的な支援方法のひとつで、心身の健康に関する相談に対して指導や助言を行ない、相談者が抱
える様々な課題を相談者自らが解決できるよう支援することを目的としています。
この巻は、保健師が行う健康相談について、健康面だけではなく、生活全般をとらえることを念頭においた実施
方法を示しています。さらに、個別の相談から地域の健康課題につなげる視点について解説しています。

第1巻

第3巻

第4巻

第2巻

2013年～ 2014年 制作

全4巻

続・地域看護活動と
ヘルスプロモーション 

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

EVOの場合、70,000円で「続・地域看護活
動とヘルスプロモーション」「地域看護活動と
ヘルスプロモーション」の2シリーズをご利
用することが可能です。

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 30,000円
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2007年 制作

2007年 制作

2007年 制作

2008年 制作

57分

50分

41分

52分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

わかりやすい！ 保健師の活動をイメージ化 !!
今まで見えなかった保健師の活動が理解できます。

総監修　　佐々木明子　東京医科歯科大学大学院 地域保健看護学 教授
　　　　　錦織　正子　桐生大学 医療保健学部 看護学科 教授
　　　　　森田久美子　東京医科歯科大学大学院 地域保健看護学 助教
　　　　　清水　洋子　東京医科歯科大学大学院 在宅ケア看護学 講師
　　　　　田沼　寮子　東京医科歯科大学大学院 地域保健看護学 助教

地域看護学概論

家庭訪問の展開とコミュニケーション技術

ヘルスプロモーションの展開

新潟県中越沖地震にみる災害看護活動

地域住民全体の健康増進と疾病予防を目指している行政地域看護分野の活動に焦点をあて、活動の目的、対象、
方法について紹介します。乳児の家庭訪問、1才 6ヶ月児健診、両親学級などの母子保健活動、成人への健康教
育などの成人保健活動、高齢者への介護予防活動、感染症予防活動等の実際の活動場面から、地域で住民の健康
状態とQOLの向上を目指した活動の展開方法とその中で果たす保健師の役割が具体的に学べます。

この巻では、町を単位としたヘスルプロモーション展開の実践に基づき、住民参画・実践・評価の方法、保健・
医療・福祉・教育など関係者および住民との協働体制とネットワークづくりを図るための視点や方法について具
体的に解説します。また、ヘルスプロモーションの展開に関する定義や考え方については本巻の資料編に概要を
示しました。

新潟県中越沖地震で活動した多くの保健師や被災者からのインタビューと実写の映像を通して、災害時の看護活
動における保健師の役割や活動の実際を描いています。学生が災害時の保健師の活動についてイメージ化を図る
教材として、新任保健師が業務を担当する際の予備知識として、行政機関の関係者が危機管理マニュアルを作成
する際のリファレンスとして、災害看護活動の理論とその実際を学ぶことができる貴重な教材です。

この巻では、卒後 3年目の保健師による乳児訪問を素材にしています。訪問対象の選択から訪問後の評価まで展
開のプロセスにそって、各場面での保健師の意図や対象との関係性、活用されているコミュニケーション技術や
保健指導技術、また地区活動としての家庭訪問の意義について、視聴する皆さんと一緒に考えていくことを目的
に作成しました。

第1巻

第3巻

第4巻

第2巻

2007年～ 2008年 制作

全4巻

地域看護活動と
ヘルスプロモーション 

保健師の活動を理論と併せて具体的に学生に伝え、学生の学習効果を高めることや新任保健
師の自己啓発を図ることを目的として制作されました。

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

EVOの場合、70,000円で「続・地域看護活
動とヘルスプロモーション」「地域看護活動と
ヘルスプロモーション」の2シリーズをご利
用することが可能です。

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 30,000円

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

24分

27分

26分

24分

20分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

入居初期からの面談を看る

面談での対応の変化を看る

食事場面を看る

整容場面を看る

episode 1：入居初日の面談
episode 2：看護師と家族との面談 （男性、入居1週間） 
episode 3：看護師と家族との面談 （女性、入居1週間）

episode 1：食事前の休息
episode 2：デイルーム（食堂）にて昼食 
episode 3：洗面所での口腔ケア

episode 1：ベッドからデイルームへの移動（入居数ヶ月）
episode 2：居室へ移動～看護師と面談（入居数ヶ月）
episode 3：居室へ移動～医師・看護師と面談（入居数ヶ月）

episode 1：衣服の選択と私物の管理
episode 2：ひげそり・整髪
episode 3：トイレ内での衣服の着脱

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

「観察」する力を身に付ける！ 高齢者の日常生活を再現したアセスメント教材！

原案監修　　留畑寿美江　関東学院大学 看護学部 准教授
監　修　　青木由美恵　関東学院大学 看護学部 教授　　藤井　千里　関東学院大学 看護学部 助教

2016年 制作

全5巻

日常生活における
高齢者のヘルスアセスメント

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　150,000円
各巻本体価格　 30,000円

このシリーズは、日常生活における高齢者のヘルスアセスメントを学ぶための教材です。看護師との会話、集
団での食事、衣服の選択など、高齢者が日常生活において普段行なっている生活行動を場面ごとに再現してい
ます。詳細に再現した生活場面から、どのような観察が出来るかを「身体面」「心理面」「認知面」の三つの視
点から解説し、的確なアセスメントをするための観察力を身に付けることを目標とした映像教材になります。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録されています。

退居前場面を看る 
episode 1：お茶の時間～看護師と家族との面談（男性、一時外泊後）　
episode 2：お茶の時間～看護師と家族との面談（女性、一時外泊後）

第5巻
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看
　
　
護

2012年 制作

2012年 制作

2012年 制作

24分

36分

47分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

総監修　　福原眞知子　日本マイクロカウンセリング学会 会長
　　　　　　　　　　　NPO 法人心理教育実践センター 理事長

マイクロカウンセリング技法の基礎 ー傾聴技法を中心にー

ケーススタディー 1 看護現場における日常的コミュニケーション

ケーススタディー 2 患者中心のチーム連携 ー胃がんで入院中の患者とのかかわりをめぐってー

マイクロカウンセリング技法は、コミュニケーションの形を一つひとつ技法と命名し、目に見える形で、習得で
きます。この巻では、かかわり行動から始まる各技法の解説と活用法を示し、マイクロカウンセリング技法を意
図的に活用して得られる良いコミュニケーションの取り方を解説します。

この巻では、病院での一場面を通して、医療従事者と患者さんの対話で〈陥りやすい例〉と〈良い例〉をロール
プレイでご覧いただきます。マイクロカウンセリング技法をどのように用いて、良いコミュニケーションを展開
していけばよいかをインフォームド・コンセント、手術前および治療拒否の事例で学んでいきます。

看護業務で〈よくある事例〉を設定し、看護師と患者さん、あるいは患者さんの家族との対話を通して、コミュ
ニケーションの取り方を見ていきます。マイクロカウンセリング技法をどのように用いれば、良いコミュニケー
ションが展開できるか、〈陥りやすい例〉と〈良い例〉をロールプレイで示し、習得していきます。

第1巻

第3巻

第2巻

2012年 制作

全3巻

マイクロカウンセリングに基づいた
看護のためのコミュニケーション

セット本体価格　105,000円
各巻本体価格　 35,000円

本DVD は実際に看護師さんが直面するであろう医療場面でのコミュニケーションに役立つ
マイクロカウンセリング技法を紹介しています。患者さんをよく聴きケアするという関係は 
よい医療の支えになります。マイクロカウンセリング技法は 450 のデータベースに基づい
て検証されており、これを習得した看護師さんとのコミュニケーションから利する患者さん
は多いでしょう。技法はシステマテイックなプログラムに則って訓練されます。

編　集　　福原眞知子　日本マイクロカウンセリング学会 会長／NPO 法人心理教育実践センター 理事長

編　集　　丸山マサ美　九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 講師

編　集　　影山セツ子　元 天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授

2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

38分

29分

34分

32分

43分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

看護における発達段階理解の重要性

コミュニケーションから見えるもの

発達障害を持つ子どもの看護とその理解

育児における親とその心理的理解

人間は時間軸に沿って一方向的に変化してゆく存在。しかし、心理的側面からみると、特徴的な行動を中心とし
た発達の段階と呼ばれるものが見られます。看護においても、機能的な特徴による発達段階の理解は、コミュニ
ケーションや病者、家族への対応方法などを考える上で大きな助けとなります。ここでは、新生児・乳児期、幼
児期、児童期、青年期についてどのような点に注意しながら患者を理解すればよいのかを考えていきます。

来院あるいは入院する方の中に、主訴とは別に、発達障害をもつ方がいます。人との関わりがユニークなため様々
なトラブルにつながる時もあります。看護は人と関わる感情労働であるため、患者の体の不調以外での理由の分
かりにくい言動にはとてもストレスを感じるものです。子どもを事例に取り上げ、分かりにくく対処が難しい言
動を、発達障害という視点を導入し、その理解と対処の手掛かりを考えます。

看護現場は人と人が相互作用することが大きな成立要件。人と人との関係性は、すべての発達段階で生じていま
す。母子の愛着関係やネグレクト、不安の兆候、パーソナル・スペースを取り上げ、言語的及び非言語的コミュ
ニケーションという、情報を伝える主要なチャンネルを中心に、看護現場に於ける相互作用場面を理解する上で
重要な知識を習得し、看護現場で起きていることを複数の視点から理解する力に結びつけます。

看護現場に於ける育児期の親に対する心理的理解は、子どもに対する心理的理解と同様に重要です。例えば、「生
まれた子どもに虐待するのでは？」などの妊娠中特有の心理とその対応、「どうしてこの子は泣きやまないの？」
と神経質になる育児期の心理とアドバイス、不妊治療患者が子どもを授かった人と同じ待合室にされる心理とそ
の対応例などを取り上げ、育児における親とその心理について理解し、看護に活かせる対応を考えます。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

看護の現場において、患者それぞれの心理を理解するために

総監修　　荘厳　舜哉　元京都光華女子大学教授　　河合　優年　武庫川女子大学教授
看護監修　　門脇　文子　三重大学教授　　　　　　　田邊美智子　福井大学名誉教授

監　修　　河合　優年　武庫川女子大学教授

監　修　　荘厳　舜哉　元京都光華女子大学教授

監　修　　別府　哲　岐阜大学

監　修　　中西　由里　椙山女学園大学

2017年 制作

全5巻

看護応用心理学
看護場面を心理学から読み解く

セット本体価格　175,000円
各巻本体価格　 35,000円

看護の現場では、心理相談や心理的治療は専門家が担当しますが、臨床看護師には対象が人
間である限り、こころの働きの理解は不可欠です。習得してきた看護知識や技術が有効に活
かされる前提になるのです。看護実践の現場で起きていることを例示し、その心理的原因を
探り、看護師に求められる対処行動を考えていきます。看護に活用できる心理学の知見を学
び、ともに考え、看護の向上を目指す映像教材です。

老人期の看護と心理的理解

超高齢化の進む日本社会。看護の現場では高齢者に対するコミュニケーション、家族への対応、死の問題など、
直面する課題が数多くあります。看護の立場から高齢者に対する理解の要点はどこにあるのでしょう。高齢者の
置かれている社会的状況を解説し、その心理学的特徴や感情・情動、認知症に代表される記憶、身体的要因に端
を発する心理臨床的不適応問題について考え、よりよい看護への指針を示します。

第5巻

監　修　　成田　健一　関西学院大学
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2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

85分

85分

70分

85分

65分

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

①高齢者ケアの基本／②健康長寿のための指導

①認知症のケア／②せん妄のケア

①感染症のケア／②食事・栄養のケア

①排泄のケア／②スキンケア

①高齢者ケアの基本 ●高齢者を理解するために ●高齢者総合機能評価（CGA） ●高齢者ケアのポイント：情報
収集、アセスメント、計画、ケアの実際（尊厳を守る、ADLの向上、安全・安心への配慮、退院を意識したケア）、
評価 ●コミュニケーションの注意点
②健康長寿のための指導 ●ハイリスク化予防：低栄養予防、虚弱予防（筋力アップ）、認知機能低下予防、熱中
症予防、住環境対策 ●健康維持「生活習慣病対策・保健指導」：高血圧、心不全、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、
術後管理（股関節手術） ●健康維持「閉じこもり予防」

①感染症のケア　●高齢者の易感染性 ●感染対策の基本（看護師）：手指衛生、個人用防護具、ケア時の感染予
防ポイント、身のまわりの感染予防ポイント ●感染対策の基本（患者）：手洗い指導、咳がある患者への指導 
●感染対策の実際：咳がある場合、下痢・嘔吐がある場合、皮膚掻痒感がある場合（疥癬）
②食事・栄養のケア ●高齢者の摂食・嚥下障害 ●摂食・嚥下障害のアセスメント：情報収集のポイント、スクリー
ニングテスト ●食事のケア（自分で食べられる患者の場合） ●食事のケア（全介助が必要な患者の場合）：食事の体位、
食前の口腔ケア、食事介助、食事後の口腔ケア、義歯の取扱い ●機能的口腔ケア ●胃瘻栄養法 ●胃瘻のケア

①認知症のケア　●認知症を理解する：認知症について、中核症状、行動・心理症状（BPSD）、認知症ともの忘
れの違い ●認知症ケアの基本姿勢：コミュニケーションを良好に保つ、持てる力を最大限に活かす、その人ら
しさを大切にする ●認知症患者への日々のケア：食事、排泄、入院生活での対応
②せん妄のケア ●せん妄の症状とは？ ●せん妄に対するアセスメント ●せん妄に対するケア、せん妄の予防ケア：症状
の緩和、不安の軽減、感覚遮断へのケア、生活リズムの調整 ●せん妄発症時のケア：安全の確保と苦痛の軽減、薬物使用時
の観察と医師への報告、患者が安心できる関わり、睡眠環境の調整、現状への認識と興味を引き出す工夫、家族へのケア

①排泄のケア　●失禁に対するケア：失禁について、骨盤底筋体操 ●頻尿に対するケア ●おむつ交換と洗浄：
おむつの外し方と洗浄、おむつの装着方法、おむつ・パッドの選び方、おむつを外すために ●ストーマケア：ストー
マについて、ストーマケアの方法、患者・家族指導、ストーマの合併症
②スキンケア　●スキンケアの基本：高齢者の皮膚の特徴、洗浄方法 ●褥瘡ケア：褥瘡について、褥瘡ケアの
実践、体位変換・ポジショニング ●フットケア：フットケアについて、足の観察、足浴、爪ケア、創傷がある
場合、白癬の治療

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

超高齢社会を支える医療者必見！
高齢者ケアの本質を映像化

監　修　　地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
　　　　　井藤　英喜 東京都健康長寿医療センター センター長 古田　愛子 東京都健康長寿医療センター 看護部長

2015年 制作

全5巻
高齢者ケアシリーズ

セット本体価格　230,000円
各巻本体価格　 50,000円

高齢者ケアの実際を全 5巻 10 タイトルに集約。食事のケアや褥瘡ケアなどの日常的な看護
から、退院支援、そして緩和ケアまで、高齢者ケアにかかわるすべての方にご活用いただき
たい、東京都健康長寿医療センターの長年にわたる高齢者看護の集大成です。

①退院支援／②緩和ケア
①退院支援　●退院支援の流れ ●退院支援の実際：情報収集、スクリーニング（総合機能評価）、アセスメント、「在
宅医療・福祉相談室」の介入、地域関係者との連携、院内連携・指導、退院前合同カンファレンス、退院、退院
後フォロー
②緩和ケア　●緩和ケアとは？ ●緩和ケアの流れ：入院（チーム医療、トータルペインへの対応）、退院へ（退
院支援）、終末期（患者への心のケア）、終末期（家族への援助、遺族ケア） ●アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

第5巻

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

23分

18分

16分

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

監　修　　萱間　真美　聖路加国際大学看護学部 精神看護学 教授

看護師の仕事と役割

薬物療法と看護の基本

患者さんの強みを見つけ出すためのコミュニケーションスキル

看護師の最大の役割は、患者さんの安定と安寧を守ることです。そのために、看護師が担う仕事とはなにか。こ
の巻では、現場の第一線で働く若い看護師のインタビューを交えながら、訪問看護の場面と訪問看護の場面と院
内での勤務の場面を交互に描き出していきます。精神科での看護技術を学ぶ人たちに、精神科疾患の全体像を踏
まえていただいた上で疾患と患者さんへの理解を促すことを重視した内容です。

リカバリー、という言葉は、これからの精神科医療の重要な方向性を示しています。患者さんのリカバリーを実
現するために、看護師は何をすべきなのか。精神疾患を患うことによって患者さんの夢や希望、そして生きる歓
びをもう一度自分の手に取り戻す。そのために、看護師は何ができるのか、また何をすべきなのか。患者さんと
共に歩む看護師の姿を追います。さらに、リカバリーへの道を歩み始めようとする患者さんと協働した看護師の
姿をご紹介します。

向精神薬の開発は、精神疾患の治療に画期的な進歩をもたらしました。薬物療法の進展は、隔離と拘束を中心と
したそれまでの精神医療を、社会に向かって開かれた医療へと大きく変化させたのです。しかし、副作用の問題
など、さまざまな課題を抱えていることも事実です。第 2巻では、患者さんにとってリカバリーを前提としたよ
り良い薬物療法へと患者さんを導くために、看護師が実際に行う仕事をご紹介します。

第1巻

第3巻

第2巻

2015年 制作

全3巻

DVDで学ぶ
精神科看護講座精神科看護の基本

セット本体価格　 27,000円
各巻本体価格　 9,000円

患者さんのリカバリーを支える
精神科看護師の役割と仕事
精神科の看護師は、患者さんのリカバリー（回復）を目指して、夢や強み（ストレングス）
に注目した会話を大切にする看護を基本としています。このビデオでは、精神科の看護師に
求められる基本的な姿勢を示し、薬物に対する基本的な知識とそれを患者さんに伝えるため
の技術、さらに、リカバリーへの道を患者さんと一緒に歩むためのスキルについて、わかり
やすくお伝えしています。精神科看護の基本を学ぶために、ご活用ください。
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2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

17分

21分

30分

23分

26分

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

解剖生理学総論

生命活動と恒常性（1）

生命活動と恒常性（2）

皮膚と粘膜

解剖生理学とは、身体の仕組みを理解することを目的とした学問です。もともとは、解剖学と生理学とを分けて
考えていました。今では、この 2つをリンクさせた解剖生理学が、構造と機能、両方の角度から理解できるため
実用的であるとされています。
第1章　解剖生理学とは　1. 解剖学から見た身体（形・構造）　2. 生理学から見た身体（働き・機能）
3. 構造と機能のつながり　第2章　解剖学の基礎知識（解剖学的用語）　1. 解剖学的基本体位
2. 人体の部位を示す用語　3. 人体内部の腔　4. 解剖学的表示　5. 運動の方向　6. 姿勢

ヒトの身体は、一見じっとしているように見えている時でも、実はダイナミックに活動しています。人体が常に
ほぼ同じ状態を保ち続けるために、様々な仕組みが巧妙に働いているのです。この巻では、この「ほぼ同じ状態
を保ち続ける仕組み」、すなわちホメオスタシスについて学習していきます。
第1章　内部環境の恒常性と調整　1, ホメオスタシスとは　ホメオスタシスの制御機構
2. フィードバック機構　第2章　生体のリズム　1. 睡眠と覚醒　2. サーカディアンリズム（概日リズム）
第3章　体熱産生と体温　1. 体温はなぜ生じ、なぜ必要か　2. 体温の分布　3. 体熱の出納

ヒトの身体の成り立ちを、細胞レベル・組織レベル・そして器官・器官系レベルで概観し、また細胞が自分をど
う複製して、増殖したり、生殖につなげたりするかを学習していきます。
第1章　細胞・組織・器官・器官系　はじめに～人体を構成する階層性～　1. 人体の構成　2. 細胞　3. 組織
第2章　遺伝子・染色体　はじめに　1. 体細胞分裂　2. 減数分裂

「自他の区別がある」は、生命体である条件の一つです。この条件を満たすためには、皮膚や粘膜は不可欠です。
皮膚や粘膜を保護することは生命体である必須条件を確保することなのです。この巻では皮膚や粘膜について学
習を深めていきます。
第1章　皮膚　1. 皮膚の構造　2. 皮膚の機能　3. 皮膚の付属器
第2章　体内の膜　1. 漿膜（腹膜、胸膜、心膜）　2. 粘膜　 3. 結合組織性の膜

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

医療・看護を志す方に向けて、教科書ではわかりにく
い所を、豊富な画像やイラストで解説

総監修　　山内　豊明　名古屋大学大学院 医学系研究科 基礎・臨床看護学講座 教授

人体の構造と機能
セット本体価格　640,000円
各巻本体価格　 32,000円

生体の防御機構
生物である要件の一つは「自他の区別がある」ということです。その条件を脅かしかねない異物に対して自身を
守る仕組みが「生体防御機構」です。この巻では異物を排除し、自身を守る仕組みについて学習していきます。
第1章 異物を排除するしくみ　1. 生体防御機構とは　2. 生体防御機構の分類
第2章 非特異的生体防御機構　1. 生体表面のバリア　2. 細胞による自然免疫機構　3. 補体タンパク
第3章 特異的生体防御機構　1. 免疫系の組織と細胞　2. 体液性免疫　3. 細胞性免疫　最終章 臨床との関わり

第5巻

全20巻

看護を学ぶ時に、「人体」は避けて通れない道です。その「人体」の最も基礎である「人体の構
造と機能」について山内豊明名古屋大学教授監修指導により、全 20 巻にまとめていきます。人
体の構造を示す図は、最大限の細かさで表現し、実物や模型を見せ、説明は簡略化した 3次元の
CGを中心に使用しながら、難しいイメージを抱かせず、人体の機能に興味を持たせます。

2016年～ 2018年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

27分

26分

23分

27分

25分

20分

25分

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

血　液

循環系（1）

循環系（2）

呼吸器系（1）

血液は、液体としての流動性を持つ組織であるという意味で、他の組織とは大きく異なります。固体成分も含まれるということから、「輸血」とは
ある意味、臓器移植と同じ意味合いを持ちます。そのために輸血とはある意味は単なる輸液とはしっかり区別する必要があります。この巻ではユニー
クな性格を持つ血液について学習していきます。血液は、液体としての流動性を持つ組織であるという意味で、他の組織とは大きく異なります。
第1章　血液の成分と機能　1. 血液について　2. 血液の成分　3. 血球　4. 造血　5. 血漿
第2章　止血機構　1. 凝固と線溶　2. 血管内凝固　第3章　血液型　1. 赤血球の型　2. 白血球の型

循環における輸送路となる脈管系について学習を深めていきます。
第1章　血管系　1. 血管の形態　2. 循環系としての総合評価
第2章　リンパ系　1. リンパ管　2. リンパ節　3. リンパ性器管

「循環」と聞くと心臓が思い浮かびますが、あくまで「勢い」を提供するのが心臓の役割です。その勢いである
駆動力を無駄なく有効化し、最終的に身体各所に必要なモノを巡らせるというアウトカムをきちんと成立させ、
それを安定維持していくことが最終的には最も重要なこととなります。
第1章　循環器系とは？　1. 心臓の構造　2. 心臓の機能

生命維持に片時も欠かすことができないものとして酸素の供給があります。内部環境への渡し場所である「肺胞」
にまで外部環境の外気をやり取りする「外呼吸」について、どのような構造があり、それがどのように機能して
いるか学びます。
第1章　呼吸器系の構造と機能 1. 呼吸器系の役割　2. 鼻と鼻腔　3. 咽頭　4. 喉頭　5. 気管と気管支　6. 肺

第6巻

第9巻

第8巻

第7巻

呼吸器系（2）

神経系（1） 神経細胞・組織

神経系（2） 中枢神経系

肺胞に取り込まれた空気のうち、酸素がどのようにして内部環境に移行するかの「外呼吸」、そして取り込まれ
た酸素がどのようにして細胞へと移行するかの「内呼吸」について解説します。
第1章　呼吸のプロセス　1. 換気　2. 外呼吸　3. ガスの運搬　4. 内呼吸
第2章　呼吸の調節　1. 化学受容器と呼吸器系の受容器　2. 呼吸中枢　3. 呼吸調節の効果器である呼吸筋　
4. 呼吸のさまざまな異常

神経系を、主に細胞レベル・組織レベルから学習していきます。
第1章　神経系とはどのようなものか　神経系の分類　第2章　神経組織の構造　1. 神経細胞　2. 神経膠細胞
第3章　神経組織の機能　1. 神経細胞内の情報伝達　2. シナプス伝達

神経細胞の集積であり、ヒトにおいて特にきわめて発達した器官系である中枢神経系の構造と機能について学習
します。
第1章　中枢神経系の構造　第2章　大脳　1. 大脳の構造　2. 大脳皮質　3. 大脳基底核　
第3章　間脳・脳幹・小脳　第4章　脊髄　第5章 伝導路　第6章　中枢神経系を保護する組織

第10巻

第11巻

第12巻

2017年 制作27分
本体価格　32,000円神経系（3） 末梢神経系

末梢神経は体の隅々まで張り巡らされ、身体各部と中枢神経系とをつなぐ重要な役割を果たしています。様々な働
きに関わっていますが、「連絡を取る」という役割は地味な黒子のようものですので、その全体像はなかなか把握
し難いものでもあります。この巻では末梢神経を、構造と機能それぞれの側面から系統的に捉えていきましょう。
第1章　末梢神経のなりたち　1. 末梢神経系の分類　2. 末梢神経系の構造　第2章　解剖学的に見た末梢神経
系　1. 脳神経　2. 脊髄神経　第3章　生理学的に見た末梢神経系　1. 体性神経系　2. 自律神経系

第13巻

人体の構造と機能 
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2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

2017年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

23分

26分

17分

30分

47分

20分

33分

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

運動系（1） 骨格系

運動系（2） 筋系

感覚器系

運動系には動く体を構築する「骨格系」と、実際の動力を提供する筋系があります。この巻ではまずそのうちの
筋系について学習していきましょう。
第1章　筋の種類 第2章　筋の機能　1. 筋線維　2. 筋の収縮機序　3. 筋収縮のエネルギー代謝　
4. 筋収縮の種類　第3章　骨格筋の解剖生理　体の運動と骨格筋、頭部の筋、頸部の筋、背部の筋、胸部の筋、
横隔膜、腹部の筋、上肢の筋、下肢の筋、筋の病気

運動系には動く体を構築する「骨格系」と、実際の動力を提供する筋系があります。この巻ではまずそのうちの
骨格系について学習していきましょう。
第1章　骨格系　骨の働き、骨の組成、骨の形態、骨の構造・骨の組織、骨の成長、骨の改変と老化
第2章　骨格　1. 体幹の骨 2. 体肢の骨　第3章　関節　1. 関節の構造 2. 関節の種類 3. 関節の運動

人が意思を持って「暮らして」いくためには、周りを把握し、それにより判断を行い、周りに働きかける、という一
連の営みが不可欠です。この巻では「周りを知る」仕組みについて、その構造と機能について学習を進めていきましょう。
第1章　感覚の特徴　1. 適合刺激　2. 刺激への順応　3. 感覚情報の大脳への投射　4. 感覚と反応　5. 五感とは
第2章　視覚　1. 眼球の構造と機能　2. 眼球の血管系　3. 眼球の付属器　4. 視覚の伝導路　5. 視覚の調節系
6. 色覚とその異常　第3章　聴覚　1. 耳の構造　2. 聴覚器の構造と機能　第4章　平衡覚（平衡覚器の構造と
機能）　第5章　味覚（味覚と味蕾）　第6章　嗅覚（嗅覚と嗅覚受容器）　第7章　体性感覚　1. 皮膚感覚と
皮膚分節　2. 深部感覚 　第8章　内臓感覚　1. 臓器感覚　2. 内臓痛覚

第16巻

第15巻

第14巻

内分泌系

消化器系

泌尿器系

生殖と老化

内分泌系では目的に合わせた化学物質がそれぞれあり、それらを総称して「ホルモン」といいます。この巻では
各ホルモンの作用とそれによる調整について学習していきましょう。
第1章　内分泌系とホルモン　1. 内分泌系　2. ホルモンの化学的性質と作用機序
第2章　視床下部の構造とホルモンの機能（視床下部）　第3章　下垂体の構造とホルモンの機能（下垂体）
第4章　松果体の構造とホルモンの機能（松果体）　第5章　甲状腺の構造とホルモンの機能（甲状腺）
第6章　上皮小体の構造とホルモンの機能（上皮小体）　第7章　膵臓の構造とホルモンの機能（膵臓）
第8章　副腎の構造とホルモンの機能（副腎） 第9章　性腺の構造とホルモンの機能（性腺）
第10章　その他の内分泌　1. 消化管　2. 腎臓　3. 胸腺　4. 心臓　5. 脂肪　6. その他

生命維持に欠かせないエネルギー源を入手することが「栄養の摂取」です。消化器系はこの栄養の摂取を担当し
ています。
第1章　食欲（食欲と摂食行動・食欲の調節） 第2章　咀嚼　1. 口腔の構造と機能　2. 歯　3. 咀嚼
第3章　嚥下　1. 咽頭の構造と機能　2. 食道の構造と機能　3. 嚥下のしくみ
第4章　消化　1. 胃　2. 小腸　3. 肝臓　4. 胆嚢　5. 膵臓
第5章　吸収　1. 糖質の吸収　2. 脂肪の吸収　3. タンパク質の吸収　4. ビタミンの吸収　5. 水分の吸収
第6章　排泄　1. 大腸の構造と機能　2. 排便

泌尿器系は人体の中から不要になったものを漉し分けて外に出す、いわば「ザル」のような働きをしています。
そのために要るものは残し、いらないもは出すという巧妙な仕掛けがあります。
第1章　泌尿器の構造と機能　1. 腎臓　2. 尿管　3. 膀胱　4. 尿道　第2章　細胞外液の調節（尿の生成）
第3章　排尿　1. 蓄尿　2. 排尿　3. 骨盤底筋群の役割

「生命の本質は遺伝子に書かれた遺伝情報である」という考え方があります。この巻では「生命の誕生と終焉」、
すなわち世代交代にかかわる人体の構造と機能を学んで行きましょう。
第1章　生殖器系　1. 男性の生殖器系　2. 女性の生殖器系　3. 妊娠・出産　
第2章　成長と老化　1. 成長　2. 老化・死

第17巻

第18巻

第19巻

第20巻

2016年 制作

2016年 制作

35分

41分

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

院内救急蘇生のスキル（ガイドライン2015対応）

急変時の対応 プライマリーサーベイ

※一般財団法人日本視聴覚教育協会 平成 29 年度優秀映像教材選奨 職能教育部門 優秀作品賞受賞
オープニング
1. 救命の連鎖とは
2.BLS（一次救命処置）
3.ALS（二次救命処置）

オープニング
1. 急変時のABCDアルゴリズム
2. 事例 1　A（気道）の異常
3. 事例 2　B（呼吸）異常
4. 事例 3　C（循環）の異常
5. 事例 4　D（中枢神経）の異常 
6. SBARを活用した報告

第2巻

第1巻

見て聴いて、聴診がみるみる上達 !!

突然起こる急変に備え、
日頃からイメージトレーニング重ね患者を救う

2016年 制作

全2巻

フィジカルアセスメントのための
心音・肺音・腹音

映像で学び不安をなくす
急変対応

セット本体価格　 64,000円
各巻本体価格　 32,000円

実際の心音や肺音、腹音を聴いて覚えるため、全部で約 40 種類の音を取り揃えました。そ
のひとつひとつにCGを駆使した詳細な解説と、髙階先生の心音疑似法（カーディオホネティ
クス）を加え、苦手だった聴診がみるみる上達します。また、音の種類別や疾患別に整理さ
れたインデックスにより、疾患と音の種類を関連づけて覚えることができます。

看護師の急変時対応のイメージトレーニングの助けとなる映像教材です。夜勤にただ不安を募らせることなく、この映像教材を繰り返
し視聴し、徹底的にイメージを焼き付け、いざという時にスムーズに適切な対応がとれるようにするために 2015 年の最新ガイドライ
ンに沿った内容としていきます。また、蘇生措置に至るまでもない急変時の適切な対応についても今回内容を加えました。

監修・指導　　髙階　經和　近畿大学 医学部 客員教授　髙階国際クリニック院長

監　修　　川﨑つま子　東京医科歯科大学 医学部附属病院 看護部長
指　導　　相星　淳一　東京医科歯科大学 医学部附属病院 救急専門医・指導医
　　　　　溝江亜紀子　東京医科歯科大学 医学部附属病院 救急看護認定看護師
協　力　　伊藤　暁子，山本　聡美，小堺　隆寛，齋藤　美沙，三田　基樹
　　　　　東京医科歯科大学 医学部附属病院救命救急センター スタッフ

本体価格　　　　 10,000円

全1巻

2016年 制作
70分

人体の構造と機能
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2020年 制作

2020年 制作

34分

31分

本体価格　28,000円

本体価格　28,000円

原案監修　　内宮　律代　東都大学 幕張ヒューマンケア学部 看護学科 教授
　　　　　須釜真由美　東都大学 幕張ヒューマンケア学部 看護学科 准教授
　　　　　光樂　香織　東都大学 幕張ヒューマンケア学部 看護学科 准教授

診療の補助編

療養中のケア編

診療上起こり得る看護師の内服管理の誤薬事例、輸液管理の誤薬事例を紹介します。内服管理では、事故の要因
となった「看護師の間違い」、「時間切迫」、「不十分な本人確認」などを取り上げています。点滴管理では「ポン
プ設定変更の忘れ」「輸液中の管理不足」などを取り上げています。

療養中起こり得る患者さんの転倒事例、誤嚥事例を紹介します。転倒事例では、事故の要因となった「睡眠の副
作用による影響」「看護師 - 患者間の認識のズレ」「看護師間の情報共有不足」などを取り上げています。誤嚥事
例では、「観察不足やアセスメント不足」「多重課題への対応」など取り上げています。

第1巻

第2巻

2020年 制作

全2巻
事例で学ぶ！医療安全

セット本体価格　 56,000円
各巻本体価格　 28,000円

組織的な取り組みとともに、看護師一人一人の意識や行為が安全な医療を支えます。この動画
は、「事例部分」と「分析部分」の２部構成となっています。事例部分では、インシデント事
例やアクシデント事例を紹介します。そして分析部分では、なぜインシデントやアクシデント
になってしまったのか、その原因や要因を深く考察し、看護師がとるべき安全のための予防策
や対応策などを分かりやすく解説、説明します。医療安全を学ぶ学生に必見の動画です！統合
分野で学習、また実習前の事前学習などに是非ご活用ください。

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

40分

33分

36分

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

本体価格　32,000円

監　修　　三浦友理子　聖路加国際大学 看護学研究科 看護教育学 助教
　　　　　奥　　裕美　聖路加国際大学 看護学研究科 看護教育学 准教授
　　　　　松谷美和子　聖路加国際大学 看護学研究科 看護教育学 教授

基礎看護学実習編

臨地実習編

新人看護師への準備編

【日常生活行動「排泄」「食事」「清潔」を支援するための諸情報に“気づく！”】
患者と出会い、観察したことを如何にして取り出せるかを学びましょう。対象者や周りの環境を観察しアセスメ
ント経験を重ね、気づく力を高めていきます。
■導入　■ケース1　排泄の援助場面　■ケース2　清潔の援助場面　■ケース3　食事の援助場面

※一般財団法人日本視聴覚教育協会 平成 30 年度優秀映像教材選奨 職能教育部門 優秀作品賞受賞
【患者の安全・重症化について判断するサインや諸データに“気づく !”】
患者の安全や重症化に関わる判断をするためのサインや諸データについて学びます。患者の安全を念頭に置きな
がら状況を把握し次の行動を選択・実行する看護師の思考を学びましょう。
■ケース1　与薬　■ケース2　優先順位の決定・情報の伝達　■ケース3　心不全の増悪に気づく

【臨地実習での場面で、アセスメントにつながる患者からのサインや諸データ“気づく !”】
臨地実習での場面で、アセスメントにつながる患者の反応や諸データにどのように気づくことが出来るかを学び
ましょう。
■ケース1　術後患者の観察ポイントに気づく　■ケース2　患者の循環動態変動・疼痛増強に気づく
■ケース3　患者の学習レディネスに気づく

第1巻

第3巻

第2巻

2018年 制作

全3巻

臨床判断
気づくトレーニング

セット本体価格　 96,000円
各巻本体価格　 32,000円

指　導　　島田伊津子　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　金子　あや　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　濱　裕美子　国立看護大学校 看護学部 基礎看護学
　　　　　松本　沙織　杏林大学 保健学部 看護学科 看護学専攻 基礎看護学
協　力　　医療法人社団協友会 八潮中央総合病院

構　成　　畠山　有希　聖路加看護大学 看護学研究科 看護教育学専攻
　　　　　前嶋亜希子　聖路加看護大学 看護学研究科 看護教育学専攻
　　　　　中村加奈子　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　神前　亜未　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　鬼木　佑佳　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　ポズナー タマラ 日本看護協会

構　成　　池田　葉子　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　小松　美緒　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　金子　あや　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　島田伊津子　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　中村加奈子　聖路加国際病院 Clinical Nurse Educator: CNE
　　　　　安田侑里子　横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

患者に接し、重要な情報に気づくことを学ぶ！
実際の患者と接した経験が少ない看護学生にとって、患者の反応を認識することが困難な場合
があります。また、情報量の多さや、その中で重要な情報を捉えることに戸惑いを感じています。
この教材では、臨地でよく見受けられる場面や患者の状況を再現し、実際に患者の状況を「み
る」ことで、どのような視点で患者の反応を観察するのか、それをどう言語化するのか、その
場面で重要な情報とは何かを考える練習ができます。
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2015年 制作

2015年 制作

29分

35分

本体価格　29,000円

本体価格　29,000円

育つことを大切にする環境・基礎知識

育つことを大切にする援助

※一般財団法人日本視聴覚教育協会 平成 28 年 優秀映像教材選奨 職能教育部門 優秀作品賞受賞
NICU・GCUの役割と必要とする子どもたちについて学びます。
【主な内容】 1. NICUの看護に求められること　2. 新生児の分類　3. 新生児・早産児の特徴
4. NICUの定義と機器　5. 育つことを大切にする環境

NICU・GCUでの様々なケアの実際を学びます。
【主な内容】　1. 健康状態の把握　2. 生活援助に必要な技術　3. 授乳　4. 家族へのかかわり

第2巻

第1巻

実際の「NICU・GCU」の看護現場の協力で撮影しました
2015年 制作

全2巻
NICU・GCUの看護

セット本体価格　 58,000円
各巻本体価格　 29,000円

この教材では、低体重出生児に適切なケアを行うことにより、成熟児と同じように成長する
可能性を持っていることを学ぶことができます。撮影は、武蔵野赤十字病院にご協力いただ
き、NICU・GCUという特殊な環境で行われるケアの実際をご覧いただける構成にしました。

総　監　修　　筒井真優美　日本赤十字看護大学 名誉教授
監修・指導　　川名　るり　日本赤十字看護大学 准教授　　江本　リナ　日本赤十字看護大学 教授

2019年 制作

2019年 制作

33分

31分

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

アセスメント 仰臥位編

側臥位 半腹臥位のポジショニング

アセスメントでは、ポジショニングをする上で大切な姿勢のねじれや、傾きの予防について考え、姿勢を理解し、
身体の位置関係と重さをみていきます。仰臥位のポジショニングでは、接地面積を増やすということと、胸郭や
骨盤のねじれや傾きが生じやすい状況に対し、サポートする技術をみていきます。

接地面積の少ない側臥位の適切な場所や高さを作る手技。スネーククッションを使用する場合の手技。重さのか
かる場所移動させる手技。身体の前側に体重をかけることが大切な半腹臥位の手技をみていきます。

第1巻

第2巻

2019年 制作

全2巻

ポジショニング
快適な姿勢をサポートする

セット本体価格　 40,000円
各巻本体価格　 20,000円

医療・介護との現場で欠かせないポジショニング。ポジショニングは、体重移動が難しく、
姿勢を保つこと、姿勢を変えることが困難な方の姿勢管理を見直し、安定した姿勢と活動を
支援する環境を作ることで、床ずれ、拘縮など２次的な問題を改善・維持・予防する効果が
あります。本DVDでは、その基本的知識と手技を見ていきます。
■冊子「ポジショニングコンパクトガイド」付き

原案・総監修・実技　　伊藤　亮子　理学療法士／フェルデンクライス・プラクティショナー
監　　　　　　修　　窪田　　静　愛媛県立医療技術大学准教授／健和会補助器具センター前所長

側臥位のポジショニング側臥位のポジショニング

仰臥位のポジショニング仰臥位のポジショニング

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 30,000円（セット 60,000円）とな
ります。
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2021年 制作60分

全1巻

産後の心の病
母親たちと家族を支えるためのケア

本体価格　　　　 40,000円

原版 2019年 制作

50分　2020年 制作　本体価格　40,000円

50分　2020年 制作　本体価格　40,000円

日本語字幕版監修　　寺内　公一 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 茨城県地域産科婦人科講座 教授

日本語字幕版監修　　竹内　　崇　東京医科歯科大学大学院 精神行動医科学分野 リエゾン精神医学・精神腫瘍学担当 准教授
　　　　　　　　　　新井　陽子　北里大学看護学部 生涯発達看護学 准教授

更年期の真実  The Truth About The Menopause

ピル その安全性は？  The Contraceptive Pill: How Safe Is It?

56歳のマリエラは数年前から不眠、不安などの更年期症状に悩まされるようになった。更年期症状は閉経前後の
多くの女性が経験するといわれるが、その悩みは他人に話しにくく、抱え込んでしまうという。この番組では、
マリアナが産婦人科医や研究者へ取材し、更年期症状やその治療のリスクを正しく理解する。そして更年期症状
に悩む女性たちにも多数会い、症状に向き合い改善する方法を考えていく。
【トピックス】
更年期症状の原因・治療／HRTによる乳がんのリスク／ほてりの原因・治療／更年期のイメージ／
認知行動療法／更年期と骨粗しょう症／更年期症状の新しい治療法／認知行動療法の結果／まとめ

ピルは女性の避妊の効果が高く、月経に伴う様々な症状を軽減する作用があり、英国では広く服用されている。
しかし、乳がんや血栓のリスク、体重増加やうつなどの副作用の報告があり安全性が疑われている。この番組で
は英国の医師ゾーイ・ウィリアムズが、女性が健康な生活を送るために知っておくべきピルの正しい知識や問題
を取材し伝える。
【トピックス】
ピルのしくみ／乳がんのリスク／血栓のリスク／精神的リスク／性欲への影響／体重増加のリスク／
他のリスク／ピルによる健康管理の新しい知見／まとめ

第1巻

第2巻

2020年 制作

全2巻
女性の医学

プレゼンターが女性の体のしくみや薬の正しい知識を医師や研究者に聞き、また、症状に
悩む人々が思いを共有する場を設けたり、最新の治療法や認知行動療法などの紹介も行う。
すべての女性や医療従事者に役立つ情報が盛り込まれたシリーズ。

出産後の母親は様々な要因から不安を抱えやすく、抑うつなどの症状が出ること
がある。主に産後うつとよばれる症状である。世界各国ではその症状の周知や、
支援、ケアが行われている。ルイ・セローは、重度の心の病を抱える母親を治療し、
赤ちゃんと一緒に暮らせるようになる為の精神科専門病棟を訪れる。病棟に足を
踏み入れると、さまざまな深刻な症状を抱えて入院している女性たちがいた。患
者とその家族の生活を追いながら、ルイは彼女たちの背後にあるものを探り、人
生で最も弱い状態にある母子のケアの難しさを知る。

セット本体価格　 80,000円
各巻本体価格　 40,000円

原版 2018年 制作

新 作

新 作

日本語字幕・英語字幕版

日本語字幕・英語字幕版

女性の医学や健康について取り上げた
オムニバスシリーズ

自分自身や家族を取り戻すための産後のメンタルケア

写真：©BBC 2019写真：©BBC 2019

写真：©BBC Studios写真：©BBC Studios

写真：©BBC Studios写真：©BBC Studios

写真：©BBC写真：©BBC
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2021年 制作

2021年 制作

2021年 制作

50分

50分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

鎮痛薬依存 オピオイド危機  Addicted to Painkillers: Britain's Opioid Crisis

医療大麻 奇跡の薬？危険な薬？  Cannabis:Miracle Medicine or Dangerous Drug?

プラセボ効果 気持ちで病気は治せるか？  The Placebo Experiment: Can My Brain Cure My Body?

オピオイドの処方量増加が英国で問題になっている。オピオイドは薬局でも手に入れられる身近な鎮痛薬で、高
い効果がある一方、副作用に悩まされたり、過剰な服用で時に死に至ることもある。この番組では、英国や世界
でのオピオイドの生産や処方の状況、リスクや影響などを取材し、オピオイドとの今後の付き合い方を検証して
いく。（原版 2020年 制作）

有効成分を含まない “プラセボ（偽薬）”を服用することで、患者の症状が改善されるという。今回、プラセボ効
果を検証するために、英国で 100 人以上の腰痛の患者ボランティアが参加し大規模な実験を行った。実験では患
者に “処方する薬はプラセボか本物の薬。3週間服用した後の症状を確認する”と伝える。しかし実は全員にプラ
セボを処方する。他に、診察時間を変えた実験も行う。患者たちの症状はどのように変化するのか⁈ 
（原版 2018年 制作）

医療大麻は英国で 2018 年から合法的に処方できるようになった。安全性を疑問視する声も多いが、あらゆる疾
患に効く奇跡の治療薬という見解もある。この番組では、プレゼンターの医師ジャビドが医療大麻の基本的な情
報を紹介し、その有用性や危険性などについて取材し探っていく。てんかんの子どもへ処方し効果があった実例
の紹介や、ジャビドが自ら吸引しその効果をみる試験、20 年前から医療大麻が合法なイスラエルで、使用者へ
の取材などを行う。（原版 2019年 制作）

第1巻

第3巻

第2巻

2021年 制作

全3巻
薬と医療社会

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

薬と医療の最新の知見を知る
社会における薬と医療の問題や話題について、専門家や患者への取材、実験などから世界の
事情や最新の知見を知ることができるオムニバスシリーズ。
■DVD内に英文スクリプトPDF、監修者による解説PDFを収録。

新 作

日本語字幕・英語字幕版

原版 2018～ 2020年 制作

日本語字幕版監修　　笠原　　忠　自治医科大学客員教授 慶應義塾大学名誉教授

写真：©BBC/Wingspan Productions/Dan Murdoch写真：©BBC/Wingspan Productions/Dan Murdoch

写真：©BBC/Wingspan Productions/Dan Murdoch写真：©BBC/Wingspan Productions/Dan Murdoch

写真：©Windfall Films写真：©Windfall Films

2020年 制作

全2巻

COVID-19コロナウイルス
パンデミック初期の英国・米国

本体価格　　　　 40,000円

30分　2020年 制作　本体価格　40,000円

30分　2020年 制作　本体価格　40,000円

日本語字幕版監修　　加藤　茂孝　元・国立感染症研究所室長

日本語字幕版監修　　加藤　茂孝　元・国立感染症研究所室長

イギリスを一変させた一週間  Coronavirus:Changing Our Lives

ニューヨークの惨状  Destination NewYork

一週間でイギリスの生活は激変した。学校は閉鎖され、スーパーマーケットの棚は空になり、人々は可能な限り
家にいるように言われた。死者数が増加し続け、病院はより多くのコロナウイルス患者に備えている。この番組
では、イギリスが第二次世界大戦以来最大の危機にどのように対処しているかをジャーナリストのジェーン・コー
ビンが取材する。

ジャーナリストのヒラリー・アンダーソンは、バーモント州の自宅から、コロナウイルス危機の中心地、ニュー
ヨーク市へと旅をする。彼女は絶望する医師、医療従事者、地域活動家に会い、世界で最も優れた医療を提供す
る都市がなぜパンデミックの最前線に変貌したのかをさぐる。

第1巻

第2巻

50分 2020年 制作

全1巻

インフルエンザ
5000万人の犠牲を経て

セット本体価格　 80,000円
各巻本体価格　 40,000円

新 作

新 作

日本語字幕・英語字幕版

日本語字幕・英語字幕版

世界各地の時事を取り上げるドキュメンタリーシリーズ「BBCパノラマ」より 2020 年に世
界中を混乱させたコロナウイルスに関する作品をピックアップ。イギリス、アメリカでの
パンデミック初期の様子、緊急事態への対応などの様子が描かれています。

時は 1918 年。第一次世界大戦の終結を祝う休戦の鐘が世界中で鳴り響く中、無言の殺人鬼
が兵士たちと共に帰路につく。5000 万人以上が死亡した恐ろしいウイルス、スペインイン
フルエンザ。通称スペイン風邪。本作はスペイン風邪のパンデミックと闘った医師、兵士、
民間人、政治家が残した手紙や日記、回顧録などから当時の状況を再現したドキュメンタ
リー作品である。このウイルスの猛威、人々の恐怖、そして必死に治療法を探した医療従
事者たちの姿を、現代の学者の解説を交えながら描いていく。私たちはこの 1918 年の教訓
と過ちを学び、新たな感染流行に備えなければいけない。

世界を一変させたコロナウイルス。
英国・米国のパンデミック初期の様子に迫る

過去のパンデミックの様相を知る再現ドキュメンタリー

原版 2020年 制作

原版 2020年 制作
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2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

50分

50分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

大事な 8週間 0 ～8週 The First 8 weeks

個性がつくられるとき 9 ～16週 Against The Odds

生まれるまでの最後の準備 17～40週 The Final Push

受精卵が着床し妊娠が成立すると、分裂と成長を繰り返し組織の構造や臓器の配置が決まっていく。妊娠中最も
ドラマチックな変化が起こる時期。
【トピックス／症例、事例】
受精／一卵性多胎児、妊娠初期の母親の食生活／子どもの生涯の健康への影響、胚葉の形成／外胚葉異形成症、
成長の制御／ベックウィズ・ヴィーデマン症候群、臓器の配置／内臓逆位症、循環系の発達／大動脈弁狭窄症、
指の形成／多指症、三半規管の形成／運動能力の差

感覚器や呼吸器、骨格など、外に出て生きていくための準備が進んでいく時期。準備が整うといよいよ出生をむ
かえる。
【トピックス／症例、事例】
骨の形成／低ホスファターゼ症、血液の形成／まれな血液型、聴覚の発達／胎児に聞こえている音、視覚の発達
／色覚異常、妊娠中の母親の食生活／ 2型糖尿病、妊娠中の母親のストレス／子どもの発育・病気の発生頻度へ
の影響、呼吸機能の発達／早産で生まれた女性の肺機能

体の形や臓器が形成される時期。顔や指紋、皮膚などの見た目や、性的指向など、その人の個性の基盤が決まっ
ていく。
【トピックス／症例、事例】
外性器の形成／ゲヴェドーセ、顔の形成／口唇口蓋裂、指紋の形成・利き手の決定／先天性指紋欠如疾患、皮膚
の形成／先天性白皮症、免疫系の発達／骨髄移植ドナーの条件、テストステロンの分泌／ホルモンが性格に及ぼ
す影響、脳の性分化／トランスジェンダー

第1巻

第3巻

第2巻

2019年 制作

全3巻

赤ちゃんが生まれるまでの40週
人生に影響を与える胎内での時間

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

日本語字幕・英語字幕版

日本語字幕版監修　　楠田　　聡　杏林大学医学部 小児科学教室 客員教授

原版 2016年 制作赤ちゃんが生まれるまでの40週は、
たくさんの困難に満ちた神秘の旅
受精卵は緻密な成長段階を経て、めまぐるしく姿を変えていく。 胎内での 40 週で起きた何
らかの変異や遺伝的な要因により、先天的な特徴をもって生まれてくる赤ちゃんもいる。 
赤ちゃんが生まれるまでの緻密なプロセスを知り、家族の愛を感じられる BBC制作のサイ
エンスドキュメンタリーシリーズ。

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

50分

50分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

成長の秘密 Grow

生存能力の秘密 Survive

学習能力の秘密 Learn

人間は他のどの生物よりも長い幼児期と、その後の思春期を経て大人へ成長する。その驚くべき人間特有の成長
プロセスの秘密を明らかにする。
トピックス
・母乳に含まれるオリゴ糖の意義
・脳の成長期・体の成長期
・ 身長を決定づけるホルモンとその働き
・思春期の旺盛な食欲の意味
・細胞分裂と成長／ IPS 細胞が変える未来の医療

人間の体には自ら変化し周りの環境に順応する能力が備わっている。私たちはいかにして脳や身体を変化させて
いくのか？
トピックス
・身体能力：運動や基本的な動作を獲得するときの身体と脳のプロセス
・言語の学習：人間だけがもつ “言語” はどのように獲得していくのか
・コミュニケーション能力：社会に適応するのに重要なことは？
・筋肉・骨の学習：スポーツ選手の筋肉の成長メカニズム
・遺伝子レベルでの学習：高地順応のしくみ

人間は生死を左右する危険や脅威から身を守るため、身体を一定の状態に保ち生きのびる術を身につけてきた。
ホメオスタシスや免疫システムの仕組みを解説する。
トピックス
・ホメオスタシス：生死をさまよう極寒時の血管内の反応
・恐怖心：恐怖に遭遇した時の脳の反応
・嫌悪感：なぜ人は虫や生物への嫌悪感をもつのか
・痛み：痛みを感じるしくみとそれを抑制するメカニズム
・免疫システム：病原と闘う樹状細胞とナチュラルキラー細胞

第1巻

第3巻

第2巻

2019年 制作

人体の秘密
人間だけがもつ能力に迫る

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

謎に満ちた人体。人体に関する研究は飛躍的に進み、新たな知見が次々に見出される時代が
やってきた。このシリーズでは複雑で精巧な人体の成長、生存能力、学習能力について、体
内を可視化したグラフィックを用いた映像や、世界各地への取材映像をもとに解説する。人
体の研究の最先端の知見にふれ、人体の驚異の能力と可能性について学ぶ。

全3巻

原版 2017年 制作
NHK「BS世界のドキュメンタリー」で放送

バイリンガル版

写真：©BBC写真：©BBC

写真：©BBC写真：©BBC

写真：©BBC写真：©BBC
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2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

50分

50分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

食肉の真実 The Truth about Meat

脂肪の真実 The Truth about Fat

カロリーの真実 The Truth about Calories

肉の悪評が広がる昨今。肉を食べることでがんや心臓病のリスクが増えるなど、健康の大敵であるかのような情
報があふれている。体にどのくらい悪いのか？ 食べないほうがよい？ 健康に安心して肉を食べていくために、
肉の種類や加工法、最適摂取量、健康リスクなど科学に基づいた情報を紹介する。（原版 2016年 制作）

カロリーについて知り、管理することは健康を考えるうえで欠かせない。しかし人々はカロリーについて正しく
理解しているだろうか？この番組では、カロリーの基礎知識から、食品のカロリー表示の真偽、効率のよいカロ
リー消費法、カロリーを軽減できる調理法まで、正しい情報をわかりやすく解説する。（原版 2015年 制作）

おいしいと感じる食べ物には必ず入っている栄養素、脂肪。しかし食が豊かになり脂肪は悪者とみなされてきた。
本当に体に悪いのだろうか？ 脂肪をとらないほうが健康になる？ この番組では脂肪の性質や体への影響を知る
ための調査や実験を行い、医科学的に解説していく。（原版 2015年 制作）

第1巻

第3巻

第2巻

2019年 制作

全3巻

シリーズ
食品・栄養の真実

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

健康志向が高まるとともに食に関する情報が氾濫し、その情報選択も難しくなっている。
体によい・または悪いと伝えられる食品の情報は、信用できるものなのだろうか？その根拠
は？このシリーズでは食肉、脂肪、カロリーについて、あらゆる面から調査や実験を行い、
正しい情報を楽しく学んでいく。

日本語字幕・英語字幕版

日本語字幕版監修　　中山　　勉　東京農業大学 応用生物科学部 食品安全健康学科教授

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

原版 2015・2016年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

39分

37分

36分

46分

49分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

小児期受傷・発症の特徴と対応

乳幼児期受傷・発症から就学前まで／小児期の家族をめぐる課題

小学校への復学支援と学校生活の課題

中学校・高校での生活と進路選択

第 1巻では、“高次脳機能障害”の定義を確認するために、厚生労働省による高次脳機能障害支援モデル事業から
の経過と、高次脳機能障害の行政的な定義・原因疾患について解説します。また、小児期発症の高次脳機能障害
で起こる様々な症状に関して、当事者とご家族のインタビューを交え具体的に解説します。加えて、発達障害と
の違いについてどう考えるか、小児期の診断上の問題や取得される障害者手帳にも触れています。

第 3 巻では、“学童期”、特に小学校の時期に焦点を当て、高次脳機能障害の子どもたちの特徴と学校生活の中で
みられる症状を解説します。グループ訓練（運動や調理などの具体的活動、ソーシャルスキルトレーニング）や
カンファレンス場面といった、千葉県千葉リハビリテーションセンターでの支援・対応の実際をみていきます。
インタビューでは、復学時の「不安な気持ち」「支援で役立ったこと」など当時の想いをご家族にお聞きしました。

第 2 巻では、高次脳機能障害の原因となる脳の障害が “乳幼児期” に起こる場合の特徴、症状、その支援などについて、
支援の実際を見ながら、医師、心理士、理学療法士、看護師といった様々な医療スタッフが解説します。また “小児期”
における家族をめぐる課題に ついて、母親、きょうだい、家族会のインタビューを交え、家族間 の役割調整、きょう
だいの養育に関する支援など、身近で当事者を支える家族を支援することの重要性を考えていきます。

第 4 巻では、中学校から高校の時期に高次脳機能障害になった子どもたち、あるいは小学校までに受傷・発症し中学生・
高校生になった子どもたちについて、この時期の症状、子どもや家族への支援、進路の選択などについて解説します。
学習内容の増加と高度化、友人関係の変化など、中学・高校での大きな課題である “学校生活の適応”や、卒業後の進
路を選択した経緯などに関して、当事者やご家族の方に当時の様子を語っていただきました。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

小児の高次脳機能障害を当事者や
家族のインタビューを交えて解説する映像教材！

総監修　　大塚恵美子　千葉県千葉リハビリテーションセンター　高次脳機能障害支援コーディネーター

監　修　　荏原実千代　千葉県千葉リハビリテーションセンター 診療部 小児神経科
　　　　　大塚恵美子　千葉県千葉リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援コーディネーター

監　修　　北村　千里　千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部 小児療法室 理学療法科　　
　　　　　中島　友加　千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部 小児療法室 心理発達科

監　修　　太田  令子　千葉県千葉リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援アドバイザー
　　　　　廣瀬  綾奈 千葉県千葉リハビリテーションセンターリハビリテーション療法部 小児療法室 言語聴覚科

監　修　　大塚　栄子　千葉県千葉リハビリテーションセンター リハビリテーション療法部 小児療法室 作業療法科
　　　　　鈴木　　勉 特定非営利活動法人 東京ソテリア 地域活動支援センター はるえ野 高次脳機能障害者支援事業専門スタッフ 言語聴覚士

2018年 制作

全5巻

小児の高次脳機能障害への
支援シリーズ

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　175,000円
各巻本体価格　 35,000円

このシリーズは小児期受傷・発症の “高次脳機能障害” について、当事者とそれを支えるご
家族が日常生活・学校生活を送るために、さらに教育機関終了後の社会参加に繋がるために、
必要な支援の実際を解説します。

教育期間終了後の成人期の就労・社会参加 

第 5巻では、教育期間を終えた小児期発症の高次脳機能障害者の社会参加に向けた支援、特に「就労｣ に関する
支援について解説します。
「仕事内容」や「働いた感想」など実際に働いている当事者や家族へのインタビューを交え、様々な働き方、職
場での障害の影響の現れ方、就労支援に必要な視点、関係機関などを解説しています。

第5巻

監　修　　小倉  由紀　千葉県千葉リハビリテーションセンター 高次脳機能障害支援センター長
　　　　　中島  光喜　千葉県千葉リハビリテーションセンター　更生園 支援部 就労支援科
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2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

26分

33分

31分

31分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

発熱の診かた

頭痛の診かた

めまいの診かた

悪心・嘔吐の診かた

発熱の基本的な診察手技をリアルタイムで供覧した後に、主な診察手技でどのような疾患を疑うか、疑わしい場
合に注目すべき所見にはどのようなものがあるかを解説します。

「めまい」には耳に原因がある末梢性めまい、脳に原因がある中枢性めまい、血圧に原因がある立ちくらみがあ
ります。なかでも最も頻度の高い、末梢性めまいの良性発作性頭位めまい症（BPPV）を中心に解説します。

頭痛の診察では、病歴の聴取が最も重要です。頭痛の部位・性状とともに、一般内科診察と神経学的診察を組み
合わせて、疾患の鑑別を進めていきます。

悪心・嘔吐は、救急外来や一般内科外来でよく遭遇する訴えの一つであり、その原因は多種多様で、診断には詳
細な病歴聴取が重要ですが、中枢神経系の病変、内分泌学的緊急症など緊急の対応を要する疾患も含まれます。
診察の流れに沿って解説します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

後期研修で修得が最も困難とされる診察手順を
指導・解説する、他に類のない映像プログラム！

総監修　　北村　　聖　東京大学大学院 医学系研究科附属医学教育国際研究センター 教授 
　　　　　大滝　純司　北海道大学 医学教育推進センター 教授／東京医科大学病院 総合診療科 兼任教授

2014年 制作

全10巻

研修医のための診察手順
総合診療医への第一歩

配信本体価格　　 85,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　300,000円
各巻本体価格　 30,000円

新医師臨床研修制度が発足して以来、いま最も問題になっているのは、症状を訴える患者に
対してどのように原因を解明してゆくか、そのプロセスを習得する能力の育成です。この作
品では日常診療で最も遭遇する可能性の高い代表的な症状 10 をセレクトし、個々の症状に
対して推論ではなく的確な検査を段階的に施行してゆくプロセスを映像で確認し学ぶ事が出
来ます。

監　修　　大滝　純司　北海道大学 医学教育推進センター 教授／東京医科大学病院 総合診療科 兼任教授

監　修　　大生　定義　立教学院診療所 所長／横浜市立大学 医学部 臨床教授
　　　　　城倉　　健　横浜市立脳血管医療センター 神経内科部長

監　修　　大生　定義　立教学院診療所 所長／横浜市立大学 医学部 臨床教授
　　　　　山口　滋紀　横浜市立市民病院 神経内科部長

監　修　　小山　　弘　国立病院機構京都医療センター 診療部長・総合内科科長
　　　　　大倉　敬之　国立病院機構京都医療センター 総合内科

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

2014年 制作

24分

24分

30分

30分

29分

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

本体価格　30,000円

動悸の診かた

咳・痰の診かた

腹痛の診かた

呼吸困難の診かた

腰痛の診かた 

咳嗽患者に対する診療における身体診察は、幅広く全身に及びます。また、時間とともに急速に変化することが
少なくありません。鑑別すべき疾患とそれを示唆する異常所見を想定しながら、丁寧に診察します。

動悸の診かたでは、まず心原性の動悸を見つけ、緊急性の有無を評価します。次に比較的頻度の高い、甲状腺機
能亢進症と貧血を見逃さず、それぞれ緊急性の有無を評価します。また、精神的な要因による動悸も多いことを
忘れてはなりません。

呼吸困難を診る際には、低酸素血症をきたす、心臓や肺の疾患の有無の評価だけでなく、気道や胸郭の異常、体
位による変化、呼吸中枢に影響する病態にも注意する必要があります。また心因的な背景も考慮した診察態度が
医療者には求められます。

腹痛は、救急外来や一般内科外来でもっとも多い主
しゅそ

訴の一つであり、その原因は多種多様で、診断には詳細な病
歴聴取が非常に重要です。視診、聴診、打診、叩打痛、触診、直腸診、その他の部位の診察と順を追って解説し
ます。

腰痛患者の診察ポイントについて、入室時の姿勢、レッドフラッグ（赤旗兆候）、原因疾患と身体所見、反射の
覚えかたの順で解説します。要諦は、まず問診でレッドフラッグがないかを確認して重大疾患を否定することと、
下肢神経症状の有無を確認することです。

第8巻

第10巻

第7巻

第9巻

第6巻

監　修　　平山　陽示　東京医科大学病院 総合診療科 臨床教授

監　修　　川島　篤志　市立福知山市民病院 研究研修センター長・総合内科 医長
　　　　　片岡　　祐　市立福知山市民病院 総合内科

監　修　　川島　篤志　市立福知山市民病院 研究研修センター長・総合内科 医長
　　　　　片岡　　祐　市立福知山市民病院 総合内科

監　修　　小山　　弘　国立病院機構京都医療センター 診療部長・総合内科科長
　　　　　大倉　敬之　国立病院機構京都医療センター 総合内科

監　修　　仲田　和正　西伊豆病院 院長

胸痛の診かた

胸痛の診察では、まず、緊急性のある急性冠症候群、急性大動脈解離、肺塞栓症を除外し、ついで一時的な狭心
症発作、食道破裂、Mallory-Weiss 症候群、発熱・咳嗽・喀痰を主訴とする胸痛、呼吸にともなう胸痛、心雑音
が手がかりとなる胸痛、消化器系疾患由来の胸痛、胸壁由来の胸痛などについて診察します。

第5巻
2014年 制作27分

本体価格　30,000円

監　修　　平山　陽示　東京医科大学病院 総合診療科 臨床教授



48 49 

医
　
　
学

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

36分

32分

51分

38分

20分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

神経内科学とは

神経放射線学的検査

脳波検査

針筋電図検査

この巻では分かりにくいと言われる「神経内科」あるいは「神経内科学」について解説します。前段ではまず、
その名称の由来から定義までを説明します。次に神経系の特徴、神経疾患の特徴、日本神経学会の歴史にも言及
します。後段は、神経疾患の診断と治療の進め方について、代表的な疾患を取り上げ、解説してゆきます。

脳波は非侵襲的・客観的・連続的・継時的かつ簡便に大脳機能を評価できる検査です。しかし、それを読めるよ
うになるのに近道はありません。たくさんの脳波を読んで視覚的なイメージを蓄えることが重要です。視覚的イ
メージを蓄えるということは、たくさんの脳波を指導者と一緒に読んでゆくということです。この巻では、とに
かく多くの脳波を読み込んでゆきます。

神経放射線画像の原理と、その読影法について解説します。特に教科書では困難な多数の画像の中から病変を検
出することに重点を置いて、実際の画像を見ながらポイントを解説します。各検査の特徴（長所・短所）、各撮
像法の見分け方、MRI 読影手順、中心溝の同定の仕方等々から診断と治療で注意すべき点を余すことなく網羅
しています。

針筋電図検査の原理および実技、実際の活動について見てゆきます。針筋電図検査とはどんな検査で、それによっ
て何が分かるのか、針筋電図検査の概要について解説します。また、実際のモデルを使った検査の風景、安静時
活動（正常と異常）、随意収縮時活動（正常と異常）をそれぞれ供覧します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

神経内科医を目指す医学生はもちろん、検査技師を
目指す専門学校生・大学生のための映像教材！

総監修　　水澤　英洋　国立精神・神経医療研究センター病院 病院長／東京医科歯科大学 名誉・特命教授

監　修　　水澤　英洋 国立精神・神経医療研究センター病院 病院長／東京医科歯科大学 名誉・特命教授

監　修　　青木　茂樹　順天堂大学 医学部 放射線診断学講座 教授

監　修　　辻　　貞俊　国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 学部長
　　　　　赤松　直樹　国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 教授

監　修　　園生　雅弘　帝京大学 医学部 神経内科 主任教授

2015年 制作

全5巻

神経内科学
臨床検査シリーズ

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　175,000円
各巻本体価格　 35,000円

当シリーズでは神経内科の権威が、代表的な各種検査法の手技と要点を具体的に映像で示す
とともに、検査から導かれる疾患の具体例を解説致しました。医科大学での教材として、ま
た大学や専門学校に於ける検査技師養成のための教材としてご活用いただけます様、お奨め
いたします。

神経伝導検査 

最初に、神経伝導の原理・メカニズムをCGを使って解説します。次に正中神経を例に運動神経伝導検査、Ｆ波
の観測、感覚神経伝導検査の実際を詳しく見てゆきます。後段は骨神経、橈骨神経、脛骨神経、総腓骨神経、腓
腹神経の検査を順を追って説明し、最後に反復刺激検査の実際を解説します。

第5巻

監　修　　坂本　　崇　国立精神・神経医療研究センター病院 神経内科

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

2015年 制作

31分

60分

91分

89分

61分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

実験動物の飼育管理

各種基本的動物実験手技

遺伝子導入動物の作製・維持・保存と体外受精

特殊実験法－Ⅰ

実験動物を適正に管理することは、動物実験を進める上でも、また動物愛護の観点からも重要です。現在一般的
に利用されている SPF動物について、大学、試験研究機関等における実際の施設管理を念頭に基本的な事項を
ビジュアルに解説しています。動物飼育区域の管理については、入室、更衣、消毒・滅菌の作業及び動物の健康
チェックなど重要項目を丁寧に分かりやすく解説しました。

近年、遺伝子操作や胚操作技術の発展・進歩はめざましく、その技術の応用利用が急速に広がっています。どち
らの研究機関でも遺伝子操作や胚操作が行われていることを念頭に、実験動物施設での遺伝子導入動物の作出、
偽妊娠動物の作出、体外受精、受精卵の凍結、融解、移植などの技術を詳説しています。加えて、遺伝子導入動
物のライン化と記録の仕方など基本的な手技と技術を紹介しました。

動物実験の目的は多種多様ですが、実験における基本的な手技は、動物の取扱い、麻酔、薬物投与、採血及び解
剖（臓器採取）などがあります。投与法では、経口、腹腔内、静脈内などを、採血法については、動物種毎に適
した静脈・動脈からの採取法の実際を映像で見せています。また、精管結紮、卵巣摘出については麻酔法を含め
て解説していますので、各種手術の実施の際に事前に閲覧することにより実験をスムーズに行うことが出来ます。

動物実験では、できるだけ研究目的であるヒトの病態に類似するモデル動物を利用することが重要です。これま
でも、臓器摘出動物や臓器部分切除等による病態異常動物が利用され、最近では臓器移植が研究に応用されるよ
うになり、ヒト疾患に合致させた病態動物が研究に活かされるようになりました。坐骨神経結紮、肝臓部分切除、
腎臓切除、胆管結紮などの手技の実際の進め方を解説しますが、当該実験のみならずさまざまな手術手技への応
用に役立つと確信いたします。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

各種動物実験を実施している全ての方必見！

総監修　　須藤カツ子　東京医科大学 動物実験センター
監　修　　松本　清司　信州大学 学術研究院　　　　　落合　敏秋　日本エスエルシー株式会社
　　　　　中島　　敦　株式会社中外医科学研究所 　　渡部　一人　中外製薬株式会社

2015年 制作

全5巻
新・実験動物の取扱い

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　175,000円
各巻本体価格　 35,000円

近年の動物に対する福祉の向上と、実験者に対する安全確保の重要性を十分に考慮し、その
資質・技術の向上を図る事を目的に制作されました。実験動物の飼育管理から日常汎用され
る実験手技、また特殊実験では近年使用されている主な機器やそのデータの取り方及び読み
取り方までを丁寧に解説します。

特殊実験法－Ⅱ 
MRI、m-CT、超音波高解像度イメージングシステムなど最新の機器を用いた医学研究の実際を紹介します。さ
らに、無菌、ノトバイオート動物の飼育管理についても解説します。ここ数年、免疫分野では腸管免疫の研究が、
製薬、食品分野ではプロバイオテックス（機能性食品）の研究がさかんに行われるようになりました。そこで、
ビニールアイソレータの組み立て、無菌動物の作出、無菌動物の維持管理などについても解説しています。

第5巻
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2018年 制作

2018年 制作

50分

60分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

認知症の真実 自分と家族のために知っておきたいこと  The Truth about Dementia

ドキュメント認知症 家族たちの苦悩と愛  Louis Theroux: Extreme Love-Dementia

イギリスでは 85 万人が認知症と診断されており高齢化にともない今後 20 年で倍増する見通しといわれている。
ジャーナリストでこの番組のプレゼンターであるアンジェラ・リッポンは認知症の母親の介護を経験しその負担
や社会的影響の大きさを痛感している。そして自身も 70 代を迎え、認知症の発症リスクについて不安を感じる
ようになり、より深く知るために今回この番組で多方面へ取材した。高齢になると人間の脳で起こる変化や、若
年性・老年性認知症の種類などの医学的な知見を知り、予防法や緩和法を実践している場、治療法開発の現状を
見に行く。（原版 2016年 制作）

全米から高齢者が集まる街、アリゾナ州フェニックス。その中には認知症を患う人々も多くいる。今回ジャーナ
リストのルイ・セローがこの地域の高齢者施設や、在宅で認知症の家族を介護する人々を取材した。妻が定期的
に施設に面会するが結婚していることを覚えていないゲイリー、夫が自宅で献身的に介護するナンシー、そして
40 代でまだ子育て中だが若年性認知症が進行しているセリンダ。本人や、患者を介護する家族の多くは混乱と
不安の中で悩み苦しんでいるが、ともに喜び笑う時間を大切にしている。家族たちの思いや、これからのための
選択に迫った現場に迫る。（原版 2012年 制作）

第1巻

第2巻

2018年 制作

全2巻

シリーズ 
認知症を知る
認知症は高齢化している国々で社会的問題となり、その原因の解明、緩和法の研究や薬の開
発、支援が進められている。認知症の医科学的な解説や、当事者や家族への取材を行った
BBC番組 2本を集めたオムニバスシリーズでその実情を知る。

セット本体価格　 80,000円
各巻本体価格　 40,000円

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015

写真：©BBC 2012写真：©BBC 2012

日本語字幕版監修　　長田　久雄　桜美林大学大学院 老年学研究科 教授　

日本語字幕・英語字幕版

原版 2012・2016年 制作

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015 写真：©BBC 2012写真：©BBC 2012

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

73分

59分

47分

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

本体価格　50,000円

原　案　　ロバート．P ．リバーマン　UCLA医学部 精神科名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　UCLAセメル神経科学人間行動学研究所 精神科学リハビリテーションプログラム所長

企画・制作協力　　SST普及協会
総　　監　　修　　池淵　恵美　帝京大学 医学部 精神科学教室 教授
　　　　　　　　　安西　信雄　独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター病院 副院長
　　　　　　　　　佐藤　珠江　社会福祉法人 シナプス 埼玉精神神経センター 外来看護師長
日本語翻訳監修　　安西　信雄　独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター病院 副院長
　　　　　　　　　角谷　慶子　財団法人 長岡記念財団 長岡ヘルスケアセンター（長岡病院）副院長
　　　　　　　　　川室　　優　医療法人 高田西城会 高田西城病院 理事長
　　　　　　　　　　　　　　　医療法人 常心会 川室記念病院 理事長

　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人 上越つくしの里医療福祉協会 理事長

日本版 服薬自己管理モジュール

日本版 基本会話モジュール

日本版 症状自己管理モジュール

精神障害を持つ人が自分で正確に薬を飲めるようになることを目的として作られたプログラムです。服薬に関す
る知識を 5つの技能領域に分けて学習します。
① 抗精神病薬について知る
② 正確な自己服薬と評価の仕方を知る
③ 薬の副作用を見分ける
④ 服薬に関する相談
⑤ 持効性注射薬の利用

精神障害を持つ人が専門家や身近な人達の援助を得て症状を自覚し、症状に自己対処することを学びます。精神
障害を持つ人の中には、自分の症状が悪化しても、そのことに気付かない人もいます。病気の前触れとなる症状
を発見し、再発・悪化させる様々な要因を避けるための技能を学習します。
① 再発の注意サインを見つける
② 注意サインを管理する
③ 持続症状へ対処する
④ アルコールや違法薬物の使用を避ける

コミュニケーション技能が不足しているために対人関係が上手くいかない人や、会話の技能を再訓練したり、向
上させたいと思っている人を対象としたプログラムです。
① コミュニケーションの言語的要素と非言語的要素
② 会話を始める
③ 会話を続ける
④ 会話をスムーズに終える
⑤ これまでのまとめ

第1巻

第3巻

第2巻

2013年 制作

全3巻

日本版 SILS
自立生活技能プログラム

セット本体価格　150,000円
各巻本体価格　 50,000円

退院支援にはもちろん、地域やクリニック、
デイケアでの使用をおすすめします！
リバーマン博士らによるアメリカ版「自立支援技能プログラム」を日本人キャストによりリ
メイク。アメリカ版をベースに、日本の文化や制度を取り入れ、日本人の登場人物が日本の
医療の現場で語りかける形の「日本人のための」モジュール。
※各巻　指導者マニュアル 1冊付、患者用ワークブック PDFデータ付、ポスター付（第 2
巻のみ）



52 

2016年 制作

2017年 制作

2016年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2021年 制作

45分

40分

40分

40分

35分

40分

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

胃癌手術のための局所解剖

肺癌および食道癌手術のための縦隔の局所解剖

膵癌手術のための局所解剖

癌手術のための自律神経系の局所解剖

胃間膜は、発生的に背側（大弯側）だけでなく腹側（小弯側）にも張っており、肝膵脾など大きな臓器を包み込んでいるために、
込み入った配置となっている。したがって、血管配置をくわしく検討することにより、間膜配置の理解を深めることができる。
ここでは、腹腔神経叢の構成と分布の全体像を明らかにし、迷走神経の走行・分布様式が、胃の高さで臓器随伴タイプから血管
随伴タイプに転換する様子をビジュアルに理解できるようにした。

膵臓は腹部の最深部にあって、大動脈をまたいで左右に伸びており、しかも大動脈から起こる 2大血管、腹腔動脈と上腸間膜動
脈の間にはさまれていて動脈分布が複雑であり、周囲には胃・十二指腸・肝・胆・脾・門脈などが接しており、さらに臓側筋膜
を含めると隣接位置関係が非常に複雑である。ここでは、膵臓の動脈とリンパ系、そして自律神経系に焦点をあてて、実際の剖
出映像を示説した。また、膵管内にシリコンを注入した標本の示説も加えることにした。

縦隔リンパ管群の上行経路は、大血管に沿う浅経路と気管・食道に沿う深経路に大別される。また大動脈弓の走行など大血管の
配置の左右差が著しいことも影響する。そこで浅・深と左・右を組み合わせて、上行縦隔リンパ経路を検討するのが望まれる。
肺の栄養動脈である気管支動脈は下甲状腺動脈、右肋間動脈、大動脈弓、胸部大動脈などから起こる。起始形態だけでなく、走
行途中における食道、主気管支ならびに気管分岐部リンパ節などとの相互位置関係を検討する。

心臓神経叢では、交感・迷走神経の枝群が途中で合流しやすく、気管・食道の左をまたぐ大動脈弓が障害物となるため、深い走
行をとる神経は右側で発達している。腹腔神経叢では、腹腔・上腸間膜・腎動脈の起始部が近接して、血管周囲に交感・副交感
両成分が集まって神経叢をつくり、動脈に沿って神経が分配されている。骨盤神経叢では、膀胱・前立腺への分布、陰茎背部に
達する陰茎海綿体神経の存在、また正中断後の解剖で直腸・S状・下行結腸へ上行する枝などが観察できる。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

臨床現場から教育現場まで、
幅広くご活用いただける解剖学DVDの完全版 !!

監　修　　佐藤　達夫　東京医科歯科大学 名誉教授

癌手術をめぐる
臨床解剖シリーズ 

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 20,000円

癌手術のための解剖を鮮明な映像で、解剖学のオーソリティーである佐藤達夫先生が完全解説 !! 血管やリンパ系・自律神
経系・臓側筋膜の解剖を臓器別に徹底解説 !! 手術では見えない詳細なリンパ構造や神経走行が、明確にイメージできます。
（全 8巻刊行予定）

女性骨盤のリンパ系・自律神経系

胸腹部の主幹リンパ系を後方から解剖する

女性解剖体について、寛骨を取り外して視野を広げて行った剖出記録を中心に示説する。リンパ系では、子宮動脈に沿うリンパ
管を剖出し、骨盤神経叢との位置関係に留意しながら腸骨リンパ節へ追跡する。次に、総・外・内腸骨動脈を一部切り取り、リ
ンパ管群が動脈の裏面と側縁にも発達していることを確認する。骨盤神経叢では、神経叢の構成への交感系と副交感系の関与形
態、子宮枝と膀胱枝の走行方向の類似性などを示説する。

胸腹部の内臓と脈管を観察するためには前方から進入するのが普通だが、今回はあえて脊柱と後部肋骨を取り除いて、後方から
進入する剖出を試みた。この解剖では大動脈を引き抜き、周囲の神経叢とリンパ管網を残して剖出しやすくしようと試みた。普
段は見ることない観察が加われば、新術式の開発を模索するときに役立つと考えている。

第5巻

第6巻

全6巻

2016年～ 2021年 制作

新作

53 

生
命
・
医
療
倫
理

2020年 制作

2020年 制作

2020年 制作

50分

50分

60分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

安らかな死を迎えるために セント・クリストファー・ホスピスの緩和ケア  Die a Better Death

自ら人生を終わらせるときに 自殺幇助の権利を考える  Louis Therux’s Altered States:Choosing Death

愛する妻をなくしたとき リオ・ファーディナンドとグリーフケア  Rio Ferdinand: Being Mum and Dad

現代医学は人命救助に焦点を当て、患者の最期の時まで治療に全力を傾けようとしてきた。しかし、人生の最後
の時間が過剰な治療に奪われてよいのかという疑問も私たちはもっている。ケビン博士は、このジレンマに悩む
医療の専門家たち、そして良い死を巡る選択に直面する人々のもとを訪れる。（原版 2018年 制作）

※このDVDは NHK E テレで放送された番組を教育・団体向けに商品化したものです。
最愛の妻を突然ガンで失い、幼い３人の子と残されたリオ。サッカー元イングランド代表の主将は、喪失感、そ
して父親の務めと、どう向き合おうとするのか？２０１８年の英国アカデミーベストドキュメンタリー賞を受賞
した作品。元スター選手のグリーフケア＝喪失と回復の日々に、優しい目線で寄り添う。（原版 2017年 制作）

アメリカでは現在、7つの州で末期の患者に対し、健全な精神状態かつ、処方された薬を自ら服用出来れば、そ
の薬で自らの人生を終わらせることができるという選択肢を提供している。自殺幇助を望む患者とその家族にル
イ・セローが密着する。私たちは自分の死をどれだけコントロールできるのか、またコントロールするべきなの
か？（原版 2018年 制作）

第1巻

第3巻

第2巻

当事者の死と生、そして周囲の人が受け止める
死と生に密着したドキュメンタリー

2020年 制作

全3巻
死と生を考える

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

死にゆく人とその周囲の人の、想いと決断をテーマにしたBBC のドキュメンタリー番組を
ピックアップ。残された時間をどのように生き、人生の最期をどのように迎えるのか。自ら
の手で人生の幕を下ろす権利を行使するとはどのようなことか。最愛の家族を突然失った喪
失と回復の過程はどのようなものか。死と生の狭間で悩む当時者、その家族の心の内を覗く
べくBBC のカメラが密着した。

新 作

日本語字幕・英語字幕版 / 第 3巻のみバイリンガル版

日本語字幕版監修　　（第1巻・第2巻）
　　　　　　　　　　浅見　昇吾　上智大学実践宗教学研究科死生学専攻 教授 /上智大学生命倫理研究所 所長

原版 2017・2018年 制作

写真：©BBC Studios/Toby Macdonald写真：©BBC Studios/Toby Macdonald

写真：©BBC Studios/Toby Macdonald写真：©BBC Studios/Toby Macdonald

写真：©BBC写真：©BBC

写真：©BBC 2017写真：©BBC 2017



54 55 

生
命
・
医
療
倫
理

9分

7分

9分

6分

6分

イントロダクション  Introduction

社会規範  Social Norms

金銭からの距離  Distance From Money

検査と治療  Testing And Treatment

プロフェッショナリズムの概念とシリーズの概要を解説します。アリエリー教授をはじめ様々な医師が、より良
い医療の提供を妨げているその要素を検証し、医療システムの改善案や解決策を提案します。

電子カルテなど医療機器の IT化が進み便利になった反面、不正な入力による水増し請求が増加し、2001 年から
の 10 年間で患者の支払い額は 48％も増加しました。近年医療費は、患者への治療の対価というより、診療録の
記載に対するものとなっているのです。

ある心理実験を通じて “他人からの影響” を検証します。チームである医療従事者同士の関係性が患者の治療に
影響を与えます。チーム全員が声を上げられる環境と、安全な医療を提供する包括的な取り組みが不可欠なので
す。

多くの救急医は救急患者への診断検査は多すぎると考えています。患者の不安を和らげるため。見落としを避け
たいため。または医師自身があらゆる法的措置から自分を守るため。“検査出来ますか？”という問いに “するべ
きか？”と自問しなければいけません。

Episode 1

Episode 4

Episode 3

Episode 2

医療系学部必見！2023年問題でも求められる国際基準に
対応したプロフェッショナリズムを学ぶ日本初の映像教材！

2019年 制作

ダン・アリエリー教授と学ぶ
医療プロフェッショナリズム

プロフェッショナリズム。その内容は専門職業人である医師が持つべき態度、価値観、生き
方、技能など多岐にわたります。本作では、米デューク大学の行動経済学教授でベストセラー
作家でもあるダン・アリエリーを含むプロジェクトチームが制作した 12 のエピソードを通
して、国際基準に対応した医療プロフェッショナリズムを学ぶことが出来ます。

燃え尽き  Burnout

医療従事者の間で過労率は上昇を続けています。“燃え尽き”は大変な現象です。時にその影響を軽視しがちです
が、物質使用障害、アルコール依存など他の問題の引き金にもなるのです。“燃え尽き”から身と心を守るプログ
ラムを検証します。

Episode 5

全12Episode

原版制作：A SLIPPERY SLOPE, LLC 

日本語字幕版

日本語字幕版監修　　中澤　栄輔　東京大学大学院 医学系研究科 医療倫理学分野 講師
　　　　　　　　　　孫　　大輔 東京大学大学院 医学系研究科 医学教育国際研究センター 医学教育学部門 講師

　　　　　　　　　　赤林　　朗　東京大学大学院 医学系研究科 医療倫理学分野 教授

本体価格　　　　100,000円
※分売不可（本作は1枚の
　DVDの中に12個のエピ
　ソードが収録されています）

ダン・アリエリー教授と学ぶ医療プロフェッショナリズム

8分

10分

8分

7分

8分

6分

7分

ミスの公表  Disclosing Mistakes

研究  Research

利益相反  Confl icts of Interest

医療の不平等  Inequities in Healthcare

コミュニケーション  Communication

共有意思決定  Shared Decision-Making

プロフェッショナリズムの維持  Maintaining Professionalism

医者にはミスができないという大変な重圧がかかります。しかし失敗した時の対応こそが重要なのです。謝罪し
何が起きたか突き止めて再発を防止する。こうした過誤を認め管理することは安全で効果的な医療に不可欠なの
です。

医学的研究。特にヒトの臨床試験は挑戦的で危険が伴う試みであり最先端研究は利益相反も多くなります。患者
に治験への参加を求めるならリスクを完全に理解させるべきです。問題の答えを誠実に求め、独断や偏見などは
一切持たずに臨まなければいけません。

“製薬会社と食事を重ねた医師はその会社の製品を処方しがちになる”外部の影響や重圧などで考えが偏ると、自
分に都合が良い方法を選択し利益相反が生じます。根拠に基づく意思決定と、患者を常に中心に据えることが大
切です。

ケアの質は、経済的、ジェンダー的、人種的、及び対移民的等の先入観で大きく異なります。公的保険などの医
療保険に未加入の低所得者を研修医の練習台にすることもしばしばあるのです。医療システムの信頼を回復し高
める必要があります。

優れたコミュニケーション技術は、患者との信頼関係を深め、医師のストレスを減らし、仕事の満足度を上げま
す。患者中心のコミュニケーションは、患者の満足度を高め、治療の順守と慢性疾患の自己管理、臨床転帰を改
善させます。

限られた診察時間の中でどういう状況なら患者と医師が共有意思決定に価値があると考えるのか。それを理解す
る事が大切です。明確にしておくべきはリスクとメリットと影響です。患者の価値観を理解し、生活の質を向上
させることが大切です。

プロフェッショナリズムとは患者と患者のニーズに忠実であること。自己の利益より自分の患者の利益を優先す
ること。医療従事者特有のものでもなく、人が人を扱う時に持つべき価値観の内在化です。このシリーズの目標
は継続的にこれらを考える事です。

Episode 6

Episode 8

Episode 7

Episode 9

Episode 10

Episode 11

Episode 12
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2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

50分

50分

50分

50分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

告知を受けて

家族・パートナー・周辺への影響

絆のかたち

悲しみを乗り越えて

メンバー 5人がイングランド・グロスタシャーの一軒家で初めて顔を合わせる。自らの病気、病状、家族、告知
後の周囲の変化、今考えていることなどを話しながら和やかに時間が過ぎていく。やがて緩和ケア専門看護師も
参加して 5人で安楽死や自死、緩和ケアの介入、治療中の尊厳について真剣に意見を交わし合う。

子どもやパートナーが一緒に参加する。子どもをもつルーやアンディは、親の死を子どもにどこまで関わらせる
べきか悩んでいる。また子ども達も、親がもうすぐ亡くなってしまうことやそれを知る友達の態度の変化に戸惑っ
ていた。この集まりの後ジュニアが病態の悪化で緊急入院。パートナーや病院の者に見守られながら、息を引き
取る。

二度目の集まりではメンバーは配偶者やパートナーとともに集まる。しかしベンとルーは一人での参加となって
しまう。パートナー同士の話では、告知後の経済的・精神的問題、介護者の孤立への向き合い方を共有する。ルー
は、自身の病気の問題に向き合ってくれない夫に向けて特別な方法で思いを伝えることにした。

ジュニアの死後に 4人が集まって顔を合わせる。ソニアは現実が受け入れられないでいるが、ジュニアの子ども
に会ったり部屋を整理したりして、悲しみを抱えながらも少しずつ前向きな姿勢を取り戻していく。メンバーに
は病状や気持ちに変化があらわれる。やがてジェーンやベンもこの世を去って行く。残された者は生と死につい
て思索を深めていく。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

残された人生に向き合う姿を追ったドキュメンタリー
2016年 制作

全4巻

終末期に向き合う
5人のラスト・サマー

セット本体価格　140,000円
各巻本体価格　 35,000円余命わずかと告げられた 5人が、残された人生に向き合う 2年間を追った BBCドキュメン

タリー。年齢、病状、家族構成が異なる 5人がイングランドの家で定期的に会い、同じ時間
を過ごしながら、死に対する考え、病気に対する思い、パートナーや友達への思いを共有し
ていく。ときにはカウンセラーや看護師も交え、自分の心を見つめなおし、“最善の死”への
準備を進めていく。本人だけでなく、パートナーや家族も包み隠さず自分の思いを語り、終
末期や死に誠実に向き合っていく。

日本語字幕版監修　　浅見　昇吾　上智大学 外国語学部 教授／上智大学 生命倫理研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　上智大学 グリーフケア研究所

原版 2014年 制作

写真：©Love Productions 2013写真：©Love Productions 2013

写真：©Love Productions 2013写真：©Love Productions 2013

写真：©Love Productions 2013写真：©Love Productions 2013

写真：©Love Productions 2013写真：©Love Productions 2013

日本語字幕・英語字幕版

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

16分

12分

18分

16分

15分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

身体拘束はケアでしょうか？【身体拘束】

22週3日 【重症新生児医療】

虹色のカルテ 【LGBTと医療】

ふたりの生き方 【在宅老老介護】　

看護実習生のかおりは、胆嚢摘出手術を受ける内藤の担当となる。ある朝かおりは普段穏やかな内藤がベッドに
拘束されている姿を見て驚く。そして内藤が深夜にせん妄状態になり暴れた為やむなく拘束された事を知る。身
体拘束とはどのような場合に行うべきか？ 身体拘束とはケアなのか？

交通事故で搬送されてきた患者、麻梨奈はトランスジェンダー男性だった。普段は男性として生活しているため、
入院生活には、病室、トイレ、寝間着など色々と問題がある。また、脳の手術を受ける患者、真人は同性愛者だっ
た。手術による後遺症の可能性と共に両親にカミングアウトする真人。性の垣根が取り払われつつある現代だが
医療の現場では…。

22 週 3 日。体重 500 ｇ。超低出生体重児として生まれたその赤ちゃんは脳の中で出血が起こり、重篤な「後遺症」
が残る可能性が高い事が判明した。更に状況は刻一刻と悪化していく中、治療法を説明し同意を得ようとする医
師。これ以上無理な治療はせずに自然にまかせようとする家族。選択の為に残された時間はもう僅かしかない。

老夫婦である俊作と多恵は長らく二人で生活している。肺を患っている俊作を自宅で看病してきた多恵だが、自
身の認知症が急激に進行してしまう。健康面・安全面から今の生活を続けてゆく事は難しいと考える訪問看護師。
二人で生活していきたいという意思を尊重したいホームヘルパー。対応に悩む在宅ケアチーム。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

5つの終わりのない生命の物語… このドラマの結末はあなた自身で描いてください

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

監修協力　　飯田貴映子　元千葉大学大学院 看護学研究科 講師

監修協力　　佐藤　雅彦　東京女子医科大学 八千代医療センター  新生児科 診療科長
　　　　　瀬戸　智美　東京女子医科大学 八千代医療センター  看護師長

監修協力　　遠藤まめた　LGBT若者支援

監修協力　　佐藤　直子　聖路加国際大学大学院 看護学研究科 在宅看護学 助教

2018年 制作

全5巻

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

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　175,000円
各巻本体価格　 35,000円

本作「終わりのない生命の物語 2」は、現代日本で社会的課題となっている 5つのテーマを取り上げた短編ドラマです。“人間の
尊厳とは？命とは？性とは？生活とは？幸せとは？”というテーマが描かれており、医療、看護、介護、社会福祉、心理などヒュー
マンケアに携わる方々だけでなく、現代日本を生きてゆく私たちが直面するであろう問題の本質を考える内容となっています。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録されています。 

日常の行方 【働くことと健康】

看護師の理恵は忙しい日常の中、人一倍家族の体調管理と生活習慣に気を使っている。仕事で帰りが遅い夫の哲
也にも、つい口うるさくしてしまい最近では喧嘩が絶えない。より多くの収入を得ること、健康に暮らしてゆく
こと、健康先進国を目指す現代日本で本当に大切な事とは何なのか？「幸福」の本質を考える。

第5巻

監修協力　　松田　 正己　東京家政学院大学 現代生活学部 教授
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2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

12分

11分

12分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

わたしたちの選択 【出生前検査】

白い遺言状 【リビングウィル】

生きてゆく理由 【エンド・オブ・ライフケア】

36 歳のさちは、ようやく待望の妊娠を迎えた。ある日の定期健診の超音波検査で、胎児の後頚部浮腫を指摘され、
染色体異常の疑いがあると言われる。もし心配なら出生前検査を受けることもできると言われ、遺伝カウンセラー
に相談する。検査を受けるべきか否か、受けたとしてもその結果を知ってどうするべきか、夫婦は思い悩む。

伊藤（55 歳）は末期の前立腺がんで、頸椎転移のため四肢麻痺もあり、予後 3、4ヶ月と診断された。妻とは死
別し、子どももいない。遠方の弟とも疎遠である。がんによる身体的苦痛は、薬によってマネジメントできつつ
あり、このまま経過をみようと担当医は考えているが、担当看護師の渡辺は、感情を表わさず暗い伊藤の表情に
引っ掛かりを覚えている。そんなとき、伊藤は渡辺にあることを依頼する。

良夫（58 歳）は、数か月前に父を亡くした。良夫の父は人工呼吸器が装着され、胃ろうによる栄養補給をしていた。
良夫は延命医療を続けたことが、父のために本当に良かったのかと思い悩む日々が続いていた。そんなある時、
リビングウィル（生前の遺言状）の存在を知る。自分の終末期医療について予め元気なうちに考え、備えておき
たいと思う良夫の気持ちを、妻（由美）や娘（優子）は、真剣にとりあおうとしない。

第1巻

第3巻

第2巻

現代日本が抱える生命倫理の問題を短編ドラマ化！

総監修　　赤林　　朗　東京大学大学院 医学系研究科 教授
　　　　　手島　　恵　千葉大学大学院 看護学研究科 教授
監　修　　鶴若　麻理　聖路加看護大学 倫理学・生命倫理 准教授
　　　　　佐藤　雅彦　大正大学 講師／浄心寺 住職
　　　　　仙波由加里　桜美林大学 加齢発達研究所 客員研究員
　　　　　　　　　　　スタンフォード大学 フリーマンスポグリ研究所 客員研究員

2013年 制作

全7巻

終わりのない生命の物語
7つのケースで考える生命倫理

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　245,000円
各巻本体価格　 35,000円

医科学技術の進展に伴い、私たちは多くの恩恵を受けるとともに、その一方、様々な倫理的
問題に直面するようになりました。本作は、そのような問題と私たちがどのように向き合っ
ていけばよいのかを考えられるよう、7つの短編ドラマで構成されています。このドラマに
は、あえて結末を設けませんでした。そうすることによって、視聴者の皆さんひとり一人が、
自分、家族、友人などの人生に照らし合わせつつ、幅広い視野で自由に想像することができ、
かつ創造的なアプローチをうみだし、倫理的感受性を高める一助となると考えたからです。
■このシリーズには、授業での使い方を紹介する『ユーザーズガイド』がPDF形式で収録されています。                       

監修協力　　川村三希子　札幌市立大学 看護学部 教授

2013年 制作10分
本体価格　35,000円知りたくて 【AIDチルドレン】

大学院生の俊介（25 歳）は年男の自慢の息子であり、俊介も父を慕い、二人は仲のよい父子である。しかし俊介は、
以前から自分が父親に似ていないと思っており、ある日恋人の真希にもそう言われてしまう。そんな時、AID（非
配偶者間人工授精）の存在を知り、自分はもしかしたら、父親以外の誰かから精子を提供してもらって生まれて
きた子どもではないかとの疑念を抱く。俊介の本当のことを知りたいと思う気持ちは高まってゆき…。

第4巻

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

12分

10分

16分

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

本体価格　35,000円

見えない終止符 【不妊治療】

ある家族の事情 【認知症高齢者の医療】

ぬくもりの境界線 【小児脳死移植】

43 歳の雅恵は 8年間、不妊治療を続けている。人工授精、体外受精などを試してきたが、待望の子どもは授かっ
ていない。身体的にも精神的にも負担を感じている中、孫の誕生を期待し続けている母・弘子から提供卵子の利
用を提案される。雅恵は最初、抵抗を覚えるが、母親なりの思いもあることを知り思い悩む。夫の誠と話をする
が、卵子提供を受けるべきか、もし利用した場合、生まれた子どもにはどう伝えるか、二人の悩みは尽きない。

和子（80 歳）は、脳梗塞の後遺症による脳血管性認知症を抱えながら、長男（博）夫婦と暮らしていた。ある日、
検便で潜血が混じり、精密検査が必要になった。結果は、直腸がん。他の部位への転移はなく、範囲も限定的な
ことから、医師は手術による積極的治療をすすめる。博の姉の紀子は手術すべきと主張。一方、和子の介護をす
る妻の苦労を見ている博は、手術に反対し意見がまとまらない。家族の意向で和子の治療が決められてゆく…。

駿（10歳）は、下校途中に突然の事故に遭い75時間が経過し、「脳死とされうる状態」と診断された。両親と祖母は、
身体が温かく今にも目を覚ましそうな駿の状況を受け入れることができない。色々な思いが錯綜する中、移植コー
ディネーターの話を聞くことになった。駿の身体を傷つけたくない母の久美子、あの世で生まれ変わった時を心
配する祖母の節子。人を助ける仕事がしたいと言う駿の言葉を思い出す父の健一…。

第5巻

第6巻

第7巻

監修協力　　亀井　智子　聖路加看護大学 老年看護学 教授

監修協力　　加部　一彦　愛育病院 新生児科 部長

ボストンの外科医 “アトウール・ガワンデ氏” の
ベストセラー “Being Mortal” をもとに、死に直
面している患者と医師との関係に密着したドキュ
メンタリー作品。患者やその家族、そして医師が
体験するさまざまな人生の最終ステージ。
可能性が残されている限り、患者はいかにして生
きれば良いのか―
医師はいかにして患者を勇気づけ、心に寄りそえ
ば良いのか―人間の尊厳とは何かを追究する医師
ガワンデ氏らの姿に迫る。

2015年 制作
原版 2015年 制作

52分

全1巻死に寄りそって

本体価格　　　　 35,000円

日本語字幕監修　　浅見　昇吾　上智大学 外国語学部 教授／上智大学 生命倫理研究所／上智大学 グリーフケア研究所

■このDVDには「英語音声スクリプトPDF」が収録されています。

日本語字幕版
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臨床症例の倫理的検討法
臨床現場の具体的な症例における倫理的問題点の検討法の一例を理解する。ジョンセンらの四分割法の
紹介、ダックスのケースを用いた具体的説明を行う。

生命・医療倫理学とは 

倫理学の基礎 

生命・医療倫理の原則と重要概念 

法の基礎 

ケアの倫理 

インフォームド・コンセント 

第1巻

第2巻

第3巻

第4巻

第5巻

第6巻

「倫理」、「生命倫理」、「バイオエシックス」、「医療倫理」とは何か？ これらの用語、概念を理解する。

①倫理における直感と合理性の役割を確認したあと、合理的に考える基本的な心構えとして、（1）事実と価値の区別、
（2）道徳的に重要な違い、（3）議論における公平性などを理解する。

（1）法と道徳・倫理との違いと、法の基礎的知識、（2）資格・免許を得て医療に関わる者が遵守・参照すべき法制、
（3）免許に関する諸法、違法性阻却を中心とする刑事法、過失を中心とする民事法、判例を理解する。

医療倫理の四原則や、自律、パターナリズム等の重要概念について理解する。

原則を中心とする倫理理論に対するオルタナティブとして登場したケアの倫理を、今まで学んできた倫理理論との関係を
確認しながら理解する。

インフォームド・コンセントの原則について知識を習得し、臨床の現場や倫理委員会の場で適切な判断ができるようになる。

新たに「公衆衛生の倫理」を加え、8年ぶりに改訂！
生命・医療倫理を体系的に講義する画期的カリキュラム

総監修　　赤林　　朗　東京大学大学院 医学系研究科 教授

2013年 制作

全16巻

改訂版
生命・医療倫理学入門

セット本体価格　160,000円
※分売不可

本DVDは、東京大学で開講している「生命・医療倫理学入門コース」の講義を収容しています。旧版（2005
年）のアップデートに加え、新たに「公衆衛生の倫理学」を追加。集団感染や、激甚災害の際にどのよう
な考えをもって対処したらよいかを取り扱う、ほかにない内容となっています。臨床医、看護師など医療
従事者、研究者、倫理委員会関係者など、生命倫理に関わるすべての方が活用できる内容となっております。

生命・医療倫理に関心のある社会人や学生の方を対象に、生命・医療倫理の基礎および倫理委員会の概要を学ぶ。

35分

97分

67分

51分

46分

51分

54分

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

②規範倫理学の代表的理論の中から功利主義、義務論（カント、ロス）、徳倫理学を取り上げ、それぞれの理論の特徴を理解する。
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守秘義務と個人情報保護 第7巻

（1）守秘義務についての基礎知識、（2）守秘義務の解除と法の「正当な理由」との関係、
（3）個人情報保護の仕組みと、医療情報への当てはめ、
（4）個人情報保護と医学研究との関係を理解する。

88分 2013年 制作

81分

77分

67分

医療従事者・患者関係

演習1 倫理コンサルテーション 

演習2 模擬倫理委員会

臓器移植

公衆衛生の倫理学・入門

公衆衛生と政治哲学

国際共同研究の倫理

資源配分と新型インフルエンザ

健康格差と正義

第8巻

第9巻

第10巻

第11巻

第12巻

第13巻

第14巻

第15巻

第16巻
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理

46分

病院内で行われる臨床問題をめぐる倫理問題の解決のための仕組みと実践を理解・体験する。終末期にしばしば生ずる誤
嚥性肺炎と胃ろう造設についての倫理上のジレンマを考える。患者、家族の意思、胃ろう造設の基本知識を理解した上で
妥当な答えを導き出す。

ヒトを対象とする医学研究をめぐる研究審査のための仕組みを実践し、理解・体験する。PTSD患者を対象とした研究計
画書を例に、研究申請がどのように審査されるのか、実践を通して体験し、理解する。なお事例は、模擬倫理委員会用に
作成した研究である。

公衆衛生倫理の基本的な考え方や、公衆衛生的介入の正当化と政治哲学の関係について理解する。
おもに現代の英米圏における公衆衛生倫理の展開を概説し、喫煙規制の事例を取り上げて公衆衛生活動の倫理的問題を説
明する。

臓器移植の現状と臓器移植法改正の経緯について理解し、脳死や生体臓器移植、
渡航移植等、臓器移植に含まれる倫理的・法的な問題点を検討する。

公衆衛生的介入の正当化という争点にも関連する現代政治哲学の諸理論を概説し、
公的医療扶助プログラムの事例を取り上げて公衆衛生政策に伴う倫理的問題を検討する。

・医療資源の配分における正義（公正）とは何かについて考え、代表的な正義論を理解する。
・新型インフルエンザ対策に関する日米の議論を紹介し、公衆衛生領域における政治哲学の役割を理解する。

発展途上国における臨床試験の倫理に関する国際的議論の検討を通じて、
現代の研究倫理の主要な論点について理解する。

健康の社会的決定要因、社会格差と健康の関係、ロールズの正義論などについて概説したあと、
後半で ｢健康格差と正義｣ における論争を概観し、その実証的・哲学的・政策的争点について検討する。

医療従事者・患者関係のモデルや医療チームのアプローチを理解する。

公衆衛生領域の政策決定や臨床現場における倫理的判断の基礎となる倫理・哲学的な考え方を学ぶ。

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

2013年 制作

129分

104分

110分

138分

121分
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監　修　　東京大学大学院 医学系研究科・医学部
　　　　　東京大学グローバルCOEプログラム 次世代型生命・医療倫理の教育研究拠点創成

全1巻

研究倫理セミナー
東大における研究倫理教育の実例

本体価格　　　　 10,000円
東京大学大学院医学系研究科・医学部ではヒトを対象とした研究に係わる者を対象に「研究
倫理セミナー」という講習会を実施し、平成 21 年 2 月に第 19 回を迎えました。この研究倫
理セミナーの模様をビデオで収録し、東京大学医学系研究科・医学部のご協力の下、DVD
全 1巻にまとめました。
研究倫理教育の進め方、テーマ、学内における研究体制の周知徹底および新規・更新受講者
の取扱いなど、倫理面ばかりでなく学内における実務面も盛り込まれておりますので、全国
の医学研究機関での研究倫理教育実施のご参考におすすめいたします。

このドキュメンタリービデオは、米国で生命 ･医療倫理問題を扱った画期的な映像教材とし
て定評があり、広く活用されています。近年日本においても、医療における、倫理的、法律
的、社会的問題についての議論の必要性が大きくクローズアップされています。
瀕死の重傷患者が治療を拒否する時、医療従事者はどのように対処すればよいのか。そのと
き家族や友人は…。ビデオには、プロパンガスの爆発事故に遭ったダックス・コワート氏の
10 年間の記録が収録されています。本ビデオは、医療現場における難しい意思決定の際に
生じる倫理的問題の議論をするための教材として最適です。

2002年 制作
76分

全1巻

医療倫理 いのちは誰のものか
ダックス・コワートの場合

本体価格　　　　 40,000円

2009年 制作
127分

日 本 語 版 監 修　　赤林　　朗　京都大学 教授 大学院医学研究科・社会健康医学系専攻 医療倫理学分野

日本語版翻訳協力　　藤田みさお　京都大学大学院 医学研究科・社会健康医学系専攻 医療倫理学分野
　　　　　　　　　　長尾　式子　京都大学大学院 医学研究科・社会健康医学系専攻 医療倫理学分野

バイリンガル版

老人の友  THE OLD PERSON'S FRIEND

花のプレゼント  THE COURAGE OF ONE'S CONVICTIONS

普通の子  WHO SHOULD DECIDE?

ブルースシンガー  A CHRONIC PROBLEM

究極の選択  CRITICAL CHOICE

家系図  FAMILY TREE

あなたの赤ちゃん  IF YOU WANT A GIRL LIKE ME

真夜中の大病院。巡回中の看護師はオルトマン婦人が熱を出していいるのに気
づく。この老婦人は脳卒中の後遺症のため寝たきりで、家族にも見捨てられて
いた。肺炎で危険な状態であると医師は判断したが、老婦人は薬も水すらも拒
絶する。看護師も治療を行わないことを要望する。生か死か。治療を控えるか
どうかの判断は医師が行わなければならない。オルトマン婦人は自分ではどう
することもできないのだから…。

エホバの証人を信仰するキャロライン 17 歳、法律上は未成年である。彼女は
難治性の血液疾患に冒されており、、進行する貧血で、すぐにも輸血が必要な
状況である。しかし、キャロラインの信じる教義では輸血は魂そのもの、つま
り輸血を受けることは自らの魂を失うことを意味し、彼女は輸血を拒む。担当
医は、彼女の信念を尊重してこのまま死を迎えさせるか、裁判所の命令を得て
強制的に輸血を行うか選択に迫られた。

脊髄披裂という障害を持つ女性が妊娠した。彼女は車椅子が手放せないが、症
状は比較的軽く、デザイナーの仕事もこなしている。夫婦は、子供が同様の障
害を持つ確率は 5%という医師の言葉に期待をかけたが、胎児診断により、胎
児も脊髄披裂であることを知る。障害の程度は現時点では明らかではない。父
親は、初めての子供が障害児となることを悲しみ中絶を考えるが、母親はこれ
を悲劇と見なすことを拒み、出産を希望する。

多発性硬化症を患っている、その女性の入院生活は、病状の改善のないまま 3
年半を経過しようとしていた。担当の医師は、急性患者に対する処置こそが大
病院の役割であり、治る見込みのない彼女のような慢性患者は介護施設に入る
べきだと考えている。そこで、彼女をあまり評判の芳しくない介護施設に移そ
うとするが、看護師は、全ての患者に同等のケアがほどこされるべきだとして、
こうした措置に反対する。

重い肝臓病の子供が病院に運び込まれた。この子を救うには、米国での肝臓移
植手術以外に手段はない。しかし政府の予算が削減され、親の支払い能力も疑
問視される状況で、この移植は病院に多大な負担を強いる。他方、同額の予算
を乳幼児の突然死を防ぐホームケア・プログラムに用いれば、15 ～ 30 人の乳
幼児の命を救うことができる。限られた予算の中で、どの命を救うかの選択を
迫られる院長の立場は一層厳しいものになった。

生活保護で 3人の子供を育てているサンドラが、また身ごもった。ソーシャル・
ワーカーのボニーが、腹痛を訴える彼女を病院に運ぶと、子宮外妊娠で手術が
必要であると診断される。医師はこれまでにも彼女や子供たちを幾度となく診
断しており、この母親の幼児虐待の事実も知っている。そこで彼は、この手術
中に不妊処置を行うことを考えるが、サンドラはこれを拒み、ボニーも本人の
同意がなければ違法だとして反対する。

若い夫婦の間に脊髄披裂の障害をもった子供が生まれた。子供の一生には大き
な障害が伴うという。医師は、さしあたっての脳障害の危険を小さくするため
の手術に同意を求めるが…。母親は障害児を育てることを恐れ、自分たちが手
術に同意さえしなければ赤ん坊は死に、問題は解決すると考えている。そして
この子供に愛情を感じている父親に対し、自分か子供かの選択を迫る。子供が
死ねば、彼は一人きりになってしまうのだと…。

第1巻

第2巻

第4巻

第3巻

第5巻

第7巻

第6巻

私たちは一人ひとりの生命に
どのような価値を見いだすのでしょうか

日 本 語 版 監 修　　赤林　　朗　東京大学大学院 医学研究科 医療倫理学分野 教授
日本語版翻訳監修　　赤林　　朗　東京大学大学院 医学研究科 医療倫理学分野 教授
　　　　　　　　　　佐藤　雅彦　大正大学 講師
　　　　　　　　　　田渕　勝彦　田渕医院 院長
　　　　　　　　　　西村多寿子　東京大学大学院 医学研究科 公共健康医学専攻 客員研究員

1995年 制作

全7巻

生命倫理を考える―終わりの
ない 7編の物語

セット本体価格　100,000円
※分売不可

7 つの短編物語からなるこのビデオシリーズは、近年の医学ならびに医療技術の進歩に伴い
浮上してきた倫理的、法律的、経済問題についての議論をより有意義なものとするため、カ
ナダ国立映画制作庁が制作した作品を日本語化したものです。いずれの物語にも見る人の考
えを制限してしまうような結論を設けていないため、示された問題がどのように解決される
べきかを見る人それぞれに考えてもらうことができます。

13分

15分

15分

13分

13分

15分

13分

バイリンガル版
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2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

23分

22分

19分

本体価格　18,000円

本体価格　18,000円

本体価格　18,000円

いろいろな性 ～好きになる性～

いろいろな性 ～心の性・表現する性～

性的指向と性自認（解説編）

異性を好きになるか、同性・両性を好きになるか、あるいは誰にも恋愛感情を抱かないといった性的指向は、嗜
好や志向とは異なる「指向」であり、本人が選択できるものではないと考えられています。本巻は、同性愛者（ゲ
イ、レズビアン）である生徒たちのドラマを見ながら、好きになる性の多様性について考える映像教材です。
・「授業実施のための展開案」PDF 付属

統計によると、人口の約 8％前後が LGBTs であると推定されています。これは 30 人のクラスでいえば約 1～ 2
人の生徒が該当するということになります。しかし、学齢期の早い段階での教育を待ち望まれていながら、教員
自身の正確な知識や理解が追いついていないという現状があります。本巻では、性の多様性を解説し、LGBTs
を取り巻く社会の動きなども紹介し、その理解を深めます。

体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男でも女でもないと自認するXジェンダー、自身の性自認に揺
れ動くクエスチョニング…、心の性、表現する性は実に多種多様です。近年は学校などにおける多目的トイレの
設置や男女共用制服の整備など、徐々に教育現場でも取組まれてきています。自分が何者であるのかという戸惑
いや揺らぎを経験する生徒たちの物語を見て、心の性や表現する性について考えます。
・「授業実施のための展開案」PDF 付属

第1巻

第3巻

第2巻

性の多様性について考え、議論する映像教材

総監修　　日高　庸晴　宝塚大学看護学部教授

2018年 制作

全3巻
みんなで考えるLGBTs

セット本体価格　 54,000円
各巻本体価格　 18,000円

性的指向と性自認の多様性について社会の関心が高まっています。2019 年、義務教育とし
てはじめて LGBTをはじめとするセクシュアルマイノリティ（LGBTs）を扱う道徳の教科
書が登場し、学校教育においても性の多様性を学ぶ必要性が認知されつつあります。 本シ
リーズは、性の多様性を人間の個性の一つとして学ぶ機会ととらえ、LGBTs の当事者であ
る児童生徒が、ありのままの自分でいいという自己肯定感、自尊感情を育むことを目指した
映像教材です。字幕版選択可。
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心

　
　理

2019年 制作 2019年 制作24分 31分
本体価格　40,000円 本体価格　40,000円

2019年 制作

全2巻

アタッチメント（愛着）の理解と
虐待による歪みへの支援

監　修　　青木　豊　目白大学 人間学部 子ども学科 教授／あおきメンタルクリニック 代表

アタッチメント（愛着）のメカニズムを分かりやすく解説！
本作は，アタッチメント（愛着）のメカニズムを分かりやすく解説し，虐待による愛着の歪
みを支援するための情報を提供する映像教材です。「アタッチメントとは何か？」「アタッチ
メントの型分類」「アタッチメントの型とアタッチメントの障害の関係」など再現映像やア
ニメーションを用いて分かりやすく解説します。また，アタッチメント関係に問題を持った乳幼児－養育者への支援例をご紹介します。

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　 80,000円
各巻本体価格　 40,000円

発達性協調運動障害
（DCD）の理解と支援

2019年 制作 2019年 制作17分 22分
本体価格　40,000円 本体価格　40,000円

2019年 制作

全2巻

配信本体価格　　 70,000円
（年間ご利用料金）

セット本体価格　 80,000円
各巻本体価格　 40,000円

監　修　　中井　昭夫　武庫川女子大学 教育研究所／大学院 臨床教育学研究科
　　　　　　　　　　　子ども発達科学研究センター 教授

近年着目されている発達性協調運動障害（DCD）につい
て解説した映像教材！
DCDは単に「不器用」「ぎこちない」「運動音痴」と捉えられることが多く、自閉症スペク
トラム障害（ASD)、注意欠如・多動性障害（ADHD）、 限局性学習障害（SLD) に比べ我が
国ではその理解や支援が立ち遅れていましたが、「協調」という重要な脳機能の発達の問題である神経発達障害のひとつです。 DCD
について様々な症状を通して概説し、診断基準や診察方法の紹介・作業療法士による支援の具体例を通して、DCDに関する気づきか
ら診断、適切な支援までを分かりやすく解説します。大学、専門学校での授業を中心に、子育て支援、保育、教育現場はもとより、医療・
療育現場に関わる多様な場面で活用できます。

形成と型分類

理解と気づきのポイント

治療と支援

診断と支援

第1巻

第1巻

第2巻

第2巻

第 1巻では，人間が持っている複数の行動制
御システムの 1つであるアタッチメントの定
義を解説し，ストレンジ・シチュエーション
法 (SSP) によるアタッチメントの型分類を実

第 1 巻では、発達性協調運動障害（DCD）
とはどのような障害なのか、そして、家庭や
学校などでの気づきのポイントについて解説
します。自閉症スペクトラム障害、注意欠如・

第２巻では、アタッチメントの型とアタッチ
メントの障害の関係について，イラストやア
ニメーションなどを使って分かりやすく解説
します。また，アタッチメント関係に問題を

第 2 巻では、DCD をどのように診断し、
どのように支援すればよいか解説します。
DSM-5 における診断基準について解説する
とともに、指対立試験、継ぎ脚歩行など微細

写で再現します。また，アタッチメントを形成する要素、アタッチメントの型
から予想できる将来像などについて，イラストとアニメーションを使って分か
りやすく解説します。

多動性障害、限局性学習障害という主な神経発達障害の概要とDCD との関係
性を解説するとともに、DCDは、いわゆる身体の問題ではなく「協調」とい
う脳機能が原因であることを、ボールを使った運動を例に解説します。
また、「衣服の着脱がむずかしい」「文具や楽器操作が苦手」「運動が苦手」な
どといった、各発達段階でのDCDの症状を映像とイラストで再現し、気づき
のポイントを解説します。

持った乳幼児 - 養育者への支援例として，相互交渉ガイダンス (IG) や養育者へ
のカウンセリングなど実写で再現します。

神経学的徴候 (SNSs) による診察の様子を紹介します。また、DCDの支援の具
体例として、「身体機能指向型アプローチ」と「活動指向型・参加指向型アプロー
チ」の有効的な組み合わせ、子どもの主体性を促す工夫など、作業療法士の支
援アプローチの実際や薬物療法の可能性について紹介します。



66 67 

心
　
　
理

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

50分

50分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

個性の芽生え Becoming You

社会性の発達 Becoming Social

自立性の発達 Becoming Independent

0 ～ 2 歳は赤ちゃんの個性の基盤が育まれていく重要な時期。好む遊び、発する言葉、周りで起こる出来事への
反応などが赤ちゃんの個性や才能を発達させていく。人の性格のもとになる “気質 ” とは？子どもが個性を伸ば
し健全に成長していくために保護者が知っておくべきことは？反応を見る実験や脳スキャンを使った分析から明
らかにしていく。

赤ちゃんが歩き、話し、意思を持ってひとり立ちしていく過程を解明。親から少しずつ離れ自立心が育まれてい
く過程では、自己主張が始まり怒りや葛藤が生じながら、それをがまんしたり、気持ちをそらしたりする方法を
身に付けて、一歩ずつステップアップしていく。同時に言語や思考力、他者と協力する力も発達し、赤ちゃんの
世界は広がっていく。

まだ言葉をもたない赤ちゃんでも、実はさまざまな方法で周囲の人との関係を築き、ソーシャルスキルを身につ
けている。自分の気持ちを表情や行動に出して伝え、そして相手の様子を見て気持ちを理解したり共感したりで
きるようになっていく。よい行い・悪い行いをするパペットを用いた実験や、他者の心の理解についての実験な
どからわかった、赤ちゃんのもつ道徳性や共感力に一同は驚く。

第1巻

第3巻

第2巻

2019年 制作

全3巻

赤ちゃん
心の発達のふしぎ

セット本体価格　120,000円
各巻本体価格　 40,000円

原版 2015年 制作

日本語字幕・英語字幕版

日本語字幕版監修　　岩立　京子　東京学芸大学 教育学講座幼児教育学分野 教授

赤ちゃんの心の中が見えてくる！
0 ～ 2 歳までの赤ちゃんの心の発達のふしぎな世界を、さまざまな実験や観察から解き明か
す。イギリスの 200 人もの赤ちゃん対象に、心理学・保育・医学の専門家チームが行った大
プロジェクト。実験や観察は広くかわいいラボでメインに行い、さらに自宅での生活や遊び
の観察、最新の分析装置を使った解析も行って、赤ちゃんの心の中を探っていく。 赤ちゃ
んの個性、社会性、自立心の発達についての最新の知見を知ることで、あなたが赤ちゃんを
見る目は変わるはず！

写真：©Voltage TV Productions Ltd写真：©Voltage TV Productions Ltd

写真：©Voltage TV Productions Ltd写真：©Voltage TV Productions Ltd

写真：©Voltage TV Productions Ltd写真：©Voltage TV Productions Ltd

写真：©Voltage TV Productions Ltd写真：©Voltage TV Productions Ltd

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

45分

41分

45分

48分

36分

本体価格　60,000円

本体価格　60,000円

本体価格　60,000円

本体価格　60,000円

本体価格　60,000円

発達の障害とは何か？

知的障害児の発達と支援 ―包括的発達支援プログラム―

人との関わり ―幼児期の知的障害・自閉症スペクトラム障害―

共に学ぶ ―学齢期の知的障害・自閉症スペクトラム障害―

本巻では、知的障害、自閉症スペクトラム障害、視覚障害、聴覚障害、学習障害、注意欠陥／多動性障害などの
発達の障害の概略を学ぶとともに、38 歳で福祉施設で介護士として働くダウン症のMさんの育ちや、現在の仕
事、生活、趣味の紹介を通して発達の障害とその支援について考えます。また「発達の最近接領域」理論に基づ
く「足場づくりから足場はずし」の考え方や、障害を理解しアセスメントをするための実践も紹介します。

本巻では、教育的支援を受ける場の一つである、筑波大学附属大塚特別支援学校幼稚部の取り組みを通して、知
的障害・自閉症スペクトラム障害などがある幼児への「人との関わり」の支援の方法を学びます。幼稚部で重要
となる更衣、排せつ、食事、遊びといった生活の指導の様子を紹介するとともに、設定保育「表現」の授業では、
音楽活動を通して、幼児がさまざまな表現手段を学び、「人との関わり」を支援するポイントを解説します。

本巻では、実践女子大学長崎研究室で実施されたダウン症であるA君の 3歳から 7歳までの発達支援プログラ
ムの実践を紹介します。　「アセスメント→指導目標の設定→指導・支援→振り返り」のプロセス、「発達の最近
接領域」の考え方に基づいた、段階的援助の方法を、実際の指導場面でのシミュレーションによって学びます。
A君の 5年間の成長のプロセスを見ることで、発達の障害の支援を実践的に理解します。

本巻では、山梨大学教育学部附属特別支援学校での小学部・中学部の授業実践を通して、学齢期の障害のある子
どもが「共に学ぶ」姿を紹介します。小学部では、教師と児童が様々な活動を「一緒に行うこと」を通して、児
童が主体的に学んでいく様子をみていきます。中学部では、生徒同士が共に学ぶ授業実践を紹介します。生徒が
仲間と話し合いをして課題を発見して解決していく「旅」をテーマにした授業などを紹介します。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

総監修　　長崎　　勤　実践女子大学

監　修　　吉井　勘人　山梨大学

監　修　　長崎　　勤　実践女子大学

監　修　　若井広太郎　筑波大学附属大塚特別支援学校

監　修　　吉井　勘人　山梨大学

2019年 制作

全5巻
発達の障害と特別支援教育

社会参加に向けて ―青年期の知的障害・自閉症スペクトラム障害―

本巻では、山梨大学教育学部附属特別支援学校での高等部の授業実践を通して、知的障害・自閉症スペクトラム
障害の子どもが豊かな「社会参加に向けて」主体的で協同的に学ぶ取り組みを紹介します。生徒が主体的に進路
を選択・決定し、「生活する力」、「働く力」、「余暇を充実して過ごすための力」などを高めていきます。現場実
習では、生徒が仕事への理解を深め、働くことへのやりがいを感じるようになる様子を紹介します。

第5巻

監　修　　吉井　勘人　山梨大学

特別支援教育の現場を見て、支援を実践的に学ぶ
本シリーズでは、発達支援や特別支援教育の現場の実践を紹介しながら、知的障害児や自閉
症スペクトラム障害児の発達や障害の特性をどのようにして理解し、人と関わる力や社会性
の発達を支援・指導していったらよいか、乳幼児期から、学齢期、また青年期まで生涯発達
に沿って学びます。特別支援学校（幼稚部、小学部、中学部、高等部）の教育現場の映像を
多数収録し、発達段階別に行われるより実践的な支援への理解を深めます。

セット本体価格　300,000円
各巻本体価格　 60,000円
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2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

2018年 制作

50分

60分

50分

60分

50分

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

本体価格　40,000円

ADHDを解き明かす ローリーの事例  ADHD and Me

ウタ・フリスが探る自閉症の世界  Living with Autism

自閉症児の教育支援 アメリカの現場から  Louis Theroux: Extreme Love -Autism

てんかんの支援と治療 イギリスの青年たちの選択  Epilepsy and Me

ADHDは不注意や多動性、衝動性を主症状とする発達障害で、英国では子どもの 5%、大人の 3%がADHDと
診断されており、ときに犯罪を犯してしまうこともある。英国のタレント、ローリー・ブレムナーは自身の行動
から、大人になってADHDを疑うようになった。今回この番組でローリーがADHDについて精神医学や心理学、
遺伝学の専門家へ取材して理解を深め、そして自身のADHDの検査を行った。その検査結果と、彼の決断とは…？
（原版 2017年制作）

アメリカ・ニュージャージー州に自閉症児専門の学校がある。学校の目的は、自閉症の子どもたちが抱える種々
の問題行動を減らし自立できるよう支援し導くことである。この学校のある 5人に注目し、密着取材した。先生
は生徒たちに何かしら進歩があるように懸命にサポートし、保護者は計り知れない苦労を伴いながらも愛と思い
やりをもって毎日接している。プレゼンターはBBCで幅広い話題のドキュメンタリーを手掛けるルイ・セロー。
彼の取材から、自閉症児の本当の姿が見えてくる。（原版 2012年制作）

心理学者ウタ・フリスは約 50 年前、世界の見方が全く異なる自閉症児に出会って興味を持ち、以来研究を続け
てきた。この番組では、ウタ・フリスが自閉症の人たちの世界の複雑さ、人とのかかわり、驚異の能力などを紹
介する。年月日の曜日を正確に言い当てる少年、行動を練習することでコントロールする女性など、様々なタイ
プの自閉症者も紹介しながら、自閉症の世界を解き明かす。（原版 2014年制作）

てんかんとは脳の異常によりてんかん発作を繰り返す疾患で、種類によっては学習障害や注意障害をきたすこと
もある。この番組で紹介するのは、見守りを要するてんかんの若者たち。成人用見守り施設への入所と就労を希
望するエイミー、車を運転することを夢見て服薬治療しながら教習に励むオリビア、外科的治療を検討しはじめ
た 14 歳のトーマスらが登場。年齢や生活スタイル、治療法がまったく異なる彼らに約 2か月間取材し、彼らが
未来を決める正念場に密着する。（原版 2015年制作）

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

日本語字幕版監修　　梅永　雄二　早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授

2018年 制作

全5巻

シリーズ 発達障害と
その近接領域

セット本体価格　200,000円
各巻本体価格　 40,000円

発達障害やその近接領域について取り上げた BBC番組のオムニバスシリーズ。専門家の解
説、教育・就業現場での支援の取材、家族との生活の様子、治療、トレーニング、アセスメ
ントなどの取材から、英国や米国での発達障害にまつわる実情を知る。

強迫性障害 心の中の魔物  OCD: A Monster in my mind

強迫性障害は不安やこだわりが過剰で、日常生活に支障が出る疾患である。当事者の心の中の状態はとても深刻
で、恐怖、罪悪感、強迫観念や強迫行為、そして死にとらわれている人もあり、その生活は悪夢だとも例えられ
る。この番組では、心理学者ウタ・フリスが強迫性障害の歴史や特徴、最新の研究を紹介し、そして人間の脳と
心のかかわりの謎に迫る。清潔へのこだわりが強く家族や恋人にも心配されるリチャード、認知行動療法を試す
ソフィーなどの当事者も登場する。（原版 2015年制作）

第5巻

日本語字幕・英語字幕版

原版 2012年～ 2017年 制作

写真：©BBC 2017写真：©BBC 2017

写真：©BBC 2014写真：©BBC 2014

写真：©BBC 2012写真：©BBC 2012

写真：©Voltage 2015写真：©Voltage 2015

写真：©BBC 2015写真：©BBC 2015
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2020年 制作

2020年 制作

2020年 制作

2020年 制作

15分

15分

16分

15分

障がい者グループホームではたらく看護師～利用者に寄り添って健康で心地よい生活がおくれるように～

障がい者グループホームではたらく生活支援員～家族のような気持ちで利用者の笑顔と共に～

地域活動支援センターではたらく生活相談員～利用者の目線に立って感じ取り暮らしが豊かになるように～

障がい者福祉施設ではたらく音楽療法士～音楽を通じて笑顔を引き出し心身を豊かにする～

〇プロローグ　〇グループホームとぅもろうの紹介　〇看護師 Kさんの紹介　〇図表 Kさんの一日のスケ
ジュール　〇胃ろうによる水分補給　〇筋肉の緊張をやわらげ硬縮を防ぐように努める　〇翌日の薬の準備　
〇各フロア職員に利用者の飲む薬の確認作業　〇たんの吸引　〇胃ろうによる経管栄養　
〇胃ろうによる薬の注入〇口腔ケア　〇夕食時の利用者の投薬チェック　〇利用者の体調管理などの記録記入　
〇夜間巡回　〇Kさんからのメッセージ～これから看護師を目指す人たちへ～

〇プロローグ　〇地域活動センターふれあいの森あじさいについて　〇生活相談員Kさんの紹介　
〇図表Kさんの一日のスケジュール　〇訪問１～在宅訪問～　
〇ケース会議～市の社会福祉士との連携会議　〇Kさんインタビュー　
〇Kさんからのメッセージ～これからこの世界に入ってくる人たちへ～

〇プロローグ　〇新宿区あゆみの家紹介　〇音楽療法士Oさんの紹介　
〇図表Oさんの一日のスケジュール　〇送迎　〇栄養・水分補給　〇音楽療法１～団体～　
〇職員サプライズお別れ会　〇食事介助　〇職員インタビューOさんについて　〇音楽療法２～個別～　
〇スヌーズレン　〇エピローグ　〇Oさんからのメッセージ～これからこの世界に入ってくる人たちへ～

〇プロローグ　〇グループホームとぅもろうの紹介　〇生活支援員Tさんの紹介　
〇図表Tさんの１日のスケジュール　〇利用者送迎　〇水分補給介助　〇入浴誘導　〇ドライヤーかけ　
〇食事介助　〇レクリエーション（ペガーボール）　〇口腔ケア　〇職員インタビュー　
〇Tさんからのメッセージ～これからこの世界に入ってくる人たちへ～

第1巻

第3巻

第3巻

第2巻

福祉の現場での仕事を観る
2020年 制作

全4巻

ふくしの仕事Ⅲ
障がいを持った人に寄り添う仕事 障害者福祉サービス編

セット本体価格　 35,000円
各巻本体価格　 9,000円

シリーズ３作目のDVD「ふくしの仕事Ⅲ」は障害者福祉サービス編です。様々な障がい者
福祉施設ではたらく多職種の仕事をわかりやすく実際の映像で表現しています。今回は「看
護師」「生活支援員」「生活相談員」「音楽療法士」のはたらく姿を描いています。

監　修　　NPO法人ピアネット北

監　修　　牧嶋　誠吾

監　修　　社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

監　修　　NPO法人ピアネット北

新 作

総監修　　NPO法人ピアネット北
　　　　　牧嶋　誠吾
　　　　　社会福祉法人新宿区障害者福祉協会

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 13,500円（セット 52,500円）とな
ります。
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2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

15分

15分

15分

15分

15分

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

小規模多機能型居宅介護ではたらく介護職員～地域の暮らしに寄り添う職場で～

訪問看護ステーションではたらく看護師～ご家族・利用者が安心して過ごせるように～

デイサービスではたらく介護職員～全ての利用者が楽しい１日であるように～

グループホームではたらく介護福祉士～アットホームな雰囲気で利用者と一緒に生活をする～

◯プロローグ　◯小規模多機能型居宅介護とは　◯新人職員 Kさん紹介　◯インタビュー ～この職業についた
きっかけ～　◯Kさんの１日の仕事を紹介　・入浴誘導・介助　・昼食準備　・訪問　・地域住民との交流　・
レクリエーション　・定例会議　※各場面Kさんがその時思っていること、気をつけていること、やりがいを
インタビューで交えながら　◯施設長インタビュー　Kさんについて～これから期待すること～

◯プロローグ　◯デイサービスとは　◯介護職員Nさん紹介　◯インタビュー～この仕事についたきっかけ～ 
◯ Nさんの１日の仕事を紹介・送迎・血圧・体温測定・リハビリ体操・レクリエーション ・トイレ誘導・入浴誘導・
利用者とのトラブル対処　※各場面Nさんがその時思っていること、気をつけていること、やりがいをインタ
ビューで交えながら　◯先輩職員インタビュー～Nさんの仕事ぶりと人柄について～　◯エピローグ～この世
界に入ってくる人たちへ～

◯プロローグ　◯訪問看護ステーションとは　◯訪問看護とは　◯訪問看護師Yさん紹介　◯インタビュー～
この仕事についたきっかけ～　◯同僚インタビュー～Yさんの仕事ぶりと人柄～　◯Yさんの１日の仕事を紹
介・スタッフミーティング・在宅訪問１（軽度の認知症及びうつ症状）・在宅訪問２（ALS 患者）理学療法士と
のやりとりも交え　※各場面Yさんがその時思っていること、気をつけていること、やりがいをインタビュー
で交えながら　◯エピローグ～この世界に入ってくる人たちへ～

◯プロローグ　◯グループホームとは　◯介護福祉士 Sさん紹介　◯インタビュー～この仕事についたきっか
け～　◯ Sさんの１日の仕事を紹介・申し送り受け・バイタルチェック・家庭菜園収穫～利用者とともに～・
トイレ誘導・レクリエーション・理学療法士による機能訓練体操・昼食・お昼寝誘導・訪問診療往診手伝い・地
域交流　※各場面 Sさんがその時思っていること、気をつけていること、やりがいをインタビューで交えなが
ら　◯グループホーム管理者インタビュー～ Sさんの仕事ぶりと人柄について～　◯エピローグ～この世界に
入ってくる人たちへ～

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

福祉の現場での仕事を観る

総監修　　髙瀬　義昌　医療法人至髙会 たかせクリニック 理事長
　　　　　牧嶋　誠吾

2019年 制作

ふくしの仕事Ⅱ
地域で支え合い生きていく 地域密着型サービス編

セット本体価格　 40,000円
各巻本体価格　 9,000円

この映像は、福祉の現場での職員の働く姿を通じ、どういう意識や工夫、やりがいを持って
仕事をすすめているかを描くことで、これから福祉の仕事に就こうと考えている方の参考と
していただきたいと願い作成しました。今回は地域密着型サービス編です。

地域包括支援センターではたらく社会福祉士 ～利用者の真意を聴き取り支援する～
◯プロローグ　◯地域包括支援センターとは ◯社会福祉士とは　◯社会福祉士 S さん紹介 ◯インタビュー～こ
の仕事についたきっかけ～ ◯ Sさんの１日の仕事を紹介 ・自宅訪問１（ベッド設置を検討する利用者） ・地域
交流センター訪問（ガスが止まってしまい入浴を希望する利用者） ・自宅訪問２（玄関で転倒、胸骨にヒビが入っ
てしまい手すりを付けてもらった利用者 ※各場面 Sさんがその時思っていること、気をつけていること、やり
がいをインタビューで交えながら ◯地域交流センター職員インタビュー～ Sさんの仕事ぶりと人柄について～ 
◯エピローグ～この世界に入ってくる人たちへ～

第5巻

全5巻

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 13,500円（セット 60,000円）とな
ります。

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

2019年 制作

13分

13分

14分

11分

10分

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

本体価格　9,000円

高齢者福祉施設における看護師 ～自宅に近い看護を目指して～

高齢者福祉施設における管理栄養士 ～おいしい食事で笑顔を～

高齢者福祉施設におけるケアマネジャー ～いつも利用者のそばに～

高齢者福祉施設における介護スタッフ ～笑顔が働く力に～

御子柴さんは高齢者福祉施設で働く看護師長です。180 名の利用者の薬を管理しながら、施設の中にいる医療職
として、他の専門職と連携しながら利用者の命を守っています。御子柴さんは、ここを利用者の生活の場として
考えているので、利用者の望みに沿いながら、自宅に近い看護を目指しています。

榎本さんは、高齢者福祉施設で働くケアマネジャーです。常に施設にいるので、利用者の健康状態を観察し、他
職種と連携しながら、ケア計画をたてるとができます。また、利用者とのコミュニケーションも取りやすく、生
きるお手伝いをしている実感を感じることができます。

桃木野さんは、高齢者福祉施設で働く管理栄養士です。施設で暮らす高齢者のアレルギーや好き嫌い、健康状態
を考えながら、栄養バランスをとれた食事を提供します。食事の時間は、桃木野さんにとって、嚥下や噛む力な
ど利用者の食事の様子を観察する大事な時間です。その経験を生かし、施設にいる他の専門職の意見を聞きなが
ら、利用者にどう食事を楽しんでいただこうか、桃木野さんは工夫しています。

村井さんは、高齢者福祉施設で働く介護スタッフです。移動や排泄、食事の介助などを行っています。介護福祉
士の資格を持っていませんが、仕事をしながら介護福祉士の資格を取ろうと頑張っています。コミュニケーショ
ンの中から生まれる利用者の笑顔が村井さんの働く力になっています。

第1巻

第4巻

第3巻

第2巻

福祉の現場での仕事を観る

総監修　　社会福祉法人清明会

2019年 制作

ふくしの仕事Ⅰ
現場で働く職員の想いや工夫

セット本体価格　 40,000円
各巻本体価格　 9,000円

福祉施設には、いろいろな仕事があり、介護職、看護師、ケアマネジャー、栄養士など、多
く他職種の人々が連携しながら利用者の生活を支えています。中には、福祉職でなくても、
施設の力となり働いている人もいます。この映像は、そうした職員の働く姿を通し、どうい
う意識や工夫、やりがいを持って仕事をすすめているかを描くことで、これから福祉の仕事
に就こうと考えている方の参考としていただきたいと願い作成いたしました。

高齢者福祉施設における運転・設備・安全・衛生、防火防災管理 
谷津さんは、バスの運転士や営業職を経て、この施設に運転士として転職しました。施設に来てから、様々な資
格をとり、現在は、施設のいろいろな仕事を担っています。また、他の介護職から操作を教わるなどして、経験
のなかったリフトや車いすを操作することができるようになりました。そうした谷津さんにとって、利用者とふ
れあいのあるこの仕事は、人と関わり成長できる職場と考えています。

第5巻

全5巻

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 13,500円（セット 60,000円）とな
ります。
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2015年 制作

全1巻

アニメで見る
高齢者介護の自殺・心中予防
介護の現場では、介護する側にも大きな負担が発生し、介護に
まつわる自殺や心中が起こっています。国や自治体はその支援
体制の整備を進めていますが、十分に行き渡っていないという
のが現状です。この映像教材では、介護にまつわる自殺と心中、
二つの事例を紹介し、その予兆や、状況への介入方法の例を紹
介しています。社会福祉の立場から、介護者にどのように寄り
添い、支援を行っていけばよいのか、考えていきましょう。

本体価格　　　 20,000円

総監修　　福山　清蔵　立教大学コミュニティ福祉学部 名誉教授

著者名　　日本社会福祉学会 事典編集委員会　編
　　　　　白澤　政和　編集委員長

著者名　　井庭　崇　編著
　　　　　岡田　誠　編著

著者名　　柳澤　信夫　監修
　　　　　小松　泰喜　編
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社会福祉学事典

旅のことば 認知症とともによりよく生きるためのヒント

見て知るリハビリテーション医学

社会福祉の現場で必要な知識やガイドラインを網羅した実務レベルで活用できる中項目事典
現代日本において市場の関心も高まり、ますますその存在意義が大きくなっている社会福祉。専門家や学生が社会福祉学について
理論的な知識を深めるだけではなく、実際に社会福祉を手がけていく上で必要な予備知識や方法上のガイドライン、そしてイシュー
（論点 ･争点）なども丁寧に説明し、実務レベルでさまざまに社会福祉に関わる人びとが、現場に即して活用できるように構成さ
れた中項目事典です。

認知症とともによりよく生きるための工夫を探り、日常で使えるようにまとめた40のことば
本書は、認知症の人、その家族、そしてそれを支えている人たちにお話を聞き、「認知症とともによりよく生きる」ための工夫を探り、
それをほかの方が日常のなかで使うことができるように 40 個の「ことば」としてまとめました。
本書によって「認知症とともによりよく生きる工夫」を生活でも活かすことができるようにしたもので、介護施設や医療機関、自
治体や行政、NPO、教育関係の方など多くの人にぜひ活用していただきたい一冊です。

平易・簡潔な解説、豊富な写真を使用した、リハビリテーション医学に関わる学生のための導入教育用教科書
リハビリテーション医学を学ぶ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの卒前・卒後の学習・実習のための教科書・参考書であ
り、講義や実習に使えるテキストです。現在のリハビリテーションの実際について、「見て知る」という表題の通り、豊富な内容
をフルカラーの図表を用いて分かりやすく解説しています。また、各章末の「まとめ」「問題」は国家試験対策にも役立ちます。

2018年 制作

2018年 制作

15分

18分

本体価格　18,000円

本体価格　18,000円

市民後見人の活動

活動から見る市民後見人のポイント

第 1巻はベテラン市民後見人の齋藤さんの活動とともに市民後見人の活動の流れをみていきます。　〇市民後見
人の概略　〇齋藤さんが活動する墨田区社会福祉協議会の市民後見人養成研修の特徴（実践研修＜生活支援員＞
を経験した上で、市民後見人活動を行う）　〇齋藤さんの活動（会計手続き、被後見人の自宅の様子などの報告、
被後見人の気持ちに寄り添った活動、社会福祉協議会への会計報告、相談や連携など）

第 2巻はベテラン市民後見人と市民後見人 1年目の方の活動から見るポイント　〇伴さん（7年目）の活動（市
民後見人となった経緯、会話の中から被後見人が困っていることなどを知る）　〇佐久間さん（1年目）の活動（市
民後見人となった経緯、介護職の方との情報交換、救急時への対応、市民後見人の活動で大切に思うこと）　
〇墨田区社会福祉協議会藤藪さんの説明（在宅の方の場合について）

第2巻

第1巻

市民後見人養成研修用DVD判断能力に不安のある方に寄り添い活動する
2018年 制作

全2巻

利用者の笑顔を支える
市民後見人

セット本体価格　 35,000円
各巻本体価格　 18,000円

総監修　　社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会すみだ福祉サービス権利擁護センター

2012年 制作

2012年 制作

22分

18分

本体価格　18,000円

本体価格　18,000円

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）

生活支援員の仕事

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の内容を実際の利用者の姿と専門員の活動から紹介します。
1, オープニング　2, 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の概要　
3, サービス提供の流れ（相談受付→調整→支援計画の作成→契約→サービスの提供）実際のサービス提供の様子　
4, 利用料金の紹介　5, 成年後見制度の紹介

生活支援員は、支援計画に沿って利用者のお宅に訪問し、サービスを提供する仕事です。実際に行っている姿か
ら、その仕事内容を描いています。
1, 生活支援員の仕事内容の概要（図やイラストを用いながら紹介します）　
2, 生活支援員の仕事の様子（実際のサービス提供の様子）　
3, 生活支援員になるには？（東京都江東区の場を例に、募集方法を紹介しています）

第2巻

第1巻

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）促進と生活支援員研修用DVD
2012年 制作

全2巻

日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業）

セット本体価格　 35,000円
各巻本体価格　 18,000円

判断能力が少し低下し始め、金銭の支払いや生活費などの払い出しに不安を感じる方を支援するサービス「日
常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）」を社会福祉協議会が行っています。本DVDの第 1巻ではサー
ビスを提供する専門員の姿から「日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）」の概要を、第 2巻では
生活支援員の仕事から利用者の生活を守るためにはどのような活動を行っているかを描いています。

総監修　　社会福祉法人江東区社会福祉協議会江東区権利擁護センター あんしん江東

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 27,000円（セット 52,500円）とな
ります。

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 27,000円（セット 52,500円）とな
ります。

2016 年に成年後見制度利用促進法が施行され、全国的に市民後見人の取り組みが進んでいくと思われます。しかし、
実際の活動はどのようなことをするのか、想像しにくい面があります。本DVDには、市民後見人の具体的な活動
の様子が収録されています。また、それぞれの市民後見人の取り組みへの想いや様々な工夫も描かれています。

～丸善出版 関連書籍のご案内～
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2017年 制作

2017年 制作

22分

24分

本体価格　18,000円

本体価格　18,000円

アルツハイマー型認知症

レビー小体型認知症第2巻

第1巻

認知症になっても住み慣れた地域で穏やかに暮らしていく
2017年 制作

全2巻

認知症形態別事例集
認知症とともに生きていく

セット本体価格　 35,000円
各巻本体価格　 18,000円

全1巻

リカバリー志向の地域精神保健福祉を育てるために
精神障がいピアサポート

本体価格　　　　 30,000円

2017年 制作
77分

ピアサポートは、精神障害福祉の変革をもたらす。
この作品はその実際を描いた。

総監修　　相川　章子　聖学院大学教授

私たちは、いつでもどこでも互いに支えあって暮らしている、ということ
を忘れてしまいがちです。誰かが誰かを一方的に支えることではなく、仲
間同士が互いを支え合う。つまり、相互支援の関係性が重要です。精神障
害ピアサポーターの活動が同じ障害を持つ人への支援としてとても有効に
働くのは、なぜでしょうか。このビデオでは、ピアサポーターの実際の活
動を通じて、新しい地域精神保健福祉の姿を考えます。

◯プロローグ　Aさんの現在の状況／家族構成認知症発症から現在までの経過　◯実娘YさんインタビューA
さんはどのような人だったか　◯訪問診療瀬先生の診断・ケア　◯高瀬先生インタビュー・レビー小体型認知症
とは・その症状・特徴　◯実娘Yさんインタビュー・Aさんの様子がおかしいと思ったきっかけ　◯Aさんの
訪問診療の映像を通して・高瀬先生インタビュー～住み慣れた地域で暮らし続けること～在宅診療の目から

◯プロローグ　Tさんの現在の状況／杉山先生とTさんのご家族との会話　◯Tさんのアルツハイマー型認知
症発症直後の様子　◯Tさんの様子が変だと思ったきっかけ（身内の目線から）　◯杉山先生インタビュー・ア
ルツハイマー型認知症について・認知症の自然経過について　◯小規模多機能型居宅介護ひつじ雲でのTさん
の暮らし　◯Tさん自宅の様子　◯特別収録～杉山先生がTさんの認知症の病状経過を解説する～（図表つき）

監　修　　高瀬　義昌　医療法人社団 至髙会 たかせクリニック 理事長

監　修　　杉山　孝博　社会医療法人財団 石心会 川崎幸クリニック院長
　　　　　　　　　　　認知症の人と家族の会 神奈川県支部代表

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 27,000円（セット 52,500円）とな
ります。

認知症になっても住み慣れた町で、家で住み続けたい、本人や家族の思いと、それを支える地域の力が一対となっ
てその希望を実現することが出来ました。誰もが迎える老後を考えるのによい教材です。在宅医療では、患者本
人のみならずそのご家族も含めた療養空間に対するケアが重要です。本作品で実際の在宅医療現場をご覧いただ
き在宅医療で自分らしく生きるため、またそれを支援するためのヒントをこのDVDで見つけて頂けたら幸いです。

「老々介護」高齢の夫を高齢の私が支えて

「一人暮らし」遠距離から一人暮らしの母を介護して

「介護離職」夫との時間を大切にして介護離職を選択

「若年性認知症」若年性認知症の母を介護して

「終末期の介護」父の看取りと育児を同時に乗り越えて

「男性の介護」妻を介護する男性介護者

阪本さんは 80 代の夫と二人暮らしでした。およそ 8年前に脳挫傷をおこしたあたりから頭痛がおこり、受診し
たところ、アルツハイマー型認知症と診断されました。それから食べたことを忘れたり、ありもしないことを言
うなどの症状が出始め、最後は妻のこともわからず追いかけ回すなどの症状が見られるようになり、施設へ入所
させました。現在、阪本さんは、夫を可愛そうと思いいつつも後ろめたさを感じながら施設に通っています。

長野県に住む田中さんの母親は 18 年前から一人暮らしをしています。8年くらい前に叔母から母の様子がおか
しいと知らされ、長野から東京に定期的に来るようにしました。その後、仕事にも支障が出るため退職し、母親
のもとに来る回数を増やし、福祉サービスの利用を嫌がる母親を説得しながら、必ず 1日に 1度は人がいるよう
に 1週間の予定をくみながら、現在も毎週、母親のもとに通っています。

伊藤さんの夫は、70 歳の時に脳梗塞をおこしてから、自分のスケジュール管理ができなくなるなど認知症の症
状が出はじめました。伊藤さんは、小規模多機能型居宅介護施設を利用し、働きながら介護をしていましたが、
見当識障害がひどくなった夫を家に残すことが辛くなり、退職することにしました。伊藤さんは、夫の介護は自
分がするが、私の介護は誰がしてくれるのか不安になるそうです。

遠藤さんのお母様は、暴言や物盗られ妄想などの症状が見られたため、63 歳の時、診断を受けたところ、アル
ツハイマー型認知症と診断されました。本人に告知をしたところ信じないので、遠藤さんは、デイサービスへは
ボランティアで行くのだからと説得して通わせています。しかし、これから症状が進んだ時、こうした形で施設
が受け入れてくれるかどうか不安を感じています。

重富さんは、お父様が亡くなるまで、介護を 13 年続けてきました。お父様は、病気になる前は、穏やかで優し
い性格だったのですが、認知症になってから暴言や徘徊を繰り返しました。お父様の体が元気だったため、ショー
トステイを利用しようにも断られるなど苦労する中、出産と育児が重なった重富さんは、小規模多機能型居宅介
護施設を利用して乗り切りました。

石田さんの妻は、13 年前に認知症の症状が現れはじめ、現在では、昼間は収納場所が覚えられない、何度も同
じことを繰り返す、夜は幻覚といった症状が出ています。働いている頃は、仕事中心だった石田さんは、今では、
家事全般やデイサービスへの送り出しなど妻の生活を支えています。また、近所の方たちに妻が認知症であるこ
とを伝えることによって、何かあった時に助けてもらえるようにしています。

第1巻

第2巻

第4巻

第5巻

第6巻

第3巻

認知症の人の家族からのメッセージ
2016年 制作

全6巻

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

15分

セット本体価格　 45,000円
各巻本体価格　 8,000円

総監修　　公益社団法人 認知症の人と家族の会東京都支部

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

52分

50分

35分

50分

53分

55分

本体価格　 8,000円

本体価格　 8,000円

本体価格　 8,000円

本体価格　 8,000円

本体価格　 8,000円

本体価格　 8,000円

15分

※施設外への貸出を許諾した商品は本体価格が
各巻 12,000円（セット 67,500円）とな
ります。

認知症の人と家族の会東京都支部で行っている「認知症てれほん相談」には多くの相談が寄せられています。
このDVDは、そうした実際のご家族にご出演いただき、「老々介護」「一人暮らし」「男性の介護」「介護離職」
「若年性認知症」「終末期」をテーマにそれぞれの介護過程中での介護への思いや不安、解決方法などを語っ
ていただき、介護の仕事を志す方たちや、認知症の人やその家族のケアに役立つように願い制作しました。
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2016年 制作

2016年 制作

2016年 制作

30分

60分

30分

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

本体価格　20,000円

精神保健福祉士の歴史と背景 精神障害者の人権擁護のために

精神科医療現場におけるソーシャルワーク 医療現場におけるチームアプローチ

包括的な地域生活支援のために NPO法人「じりつ」の活動

第 1巻では、精神医療の歴史と精神保健福祉士の成り立ちを、その歴史をたどりながら解説します。特に重要な
人権問題として戦前の自宅監置やライシャワー事件に代表される精神科患者の隔離政策や社会的入院の問題。そ
の象徴として 1969 年に起こったY問題を取り上げ、障害者の人権と精神保健福祉士の関わりについて考えます。
この時の事件経過を関係者として見届けた助川征雄教授に当時を振り返りながら解説をいただいています。

埼玉県で活動するNPO法人「じりつ」では、精神福祉サービス事業として、地域づくりを通した精神障害者の
支援活動を行なっています。地域の一員としての活動を通して当事者のリカバリーを促進する地域づくりを積極
的に展開する活動を取材しました。入院治療中心から地域での回復へと舵を着る精神科医療の中で地域で生活す
る当事者をどうサポートしていくのか、をソーシャルワークの視点で学びます。

第 2巻では、医療の中での精神科ソーシャルワークについて学びます。精神保健福祉士が、治療とリハビリテー
ションの行程にどう関わっているのか、を医療現場での実践に基づいて描きます。医師として数多くの看護師や
ワーカーの教育に当たってきた惠生会南浜病院、後藤雅博院長（当時）が、実際の病院内での活動の実例を紹介
しながら、医療の中でのソーシャルワークの重要性について解説します。

第1巻

第3巻

第2巻

精神障害を持つ人たちの“生きる”を支える
ソーシャルワークとは何かを学ぶ

監修・解説　　齋藤　敏靖　東京国際大学 教授

2016年 制作

全3巻

DVDで学ぶ
精神科ソーシャルワーク入門

セット本体価格　 60,000円
各巻本体価格　 20,000円

医療では、病気を治すということが重要視されますが、症状が沈静化しただけでは病気が治っ
たと言えないのが精神疾患の特徴の一つです。例えば、認知障害や対人コミュニケーション
の不良などは、社会的障害としてその人の社会生活に根本から影響します。医療から快適な
社会生活への橋渡しを担うのが、精神科ソーシャルワークという技術です。この作品は、精
神保健福祉士の役割と成り立ちを中心に、その実際の活動を紹介します。

監　修　　助川　征雄　聖学院大学 教授

監　修　　岩上　洋一　NPO法人「じりつ」 理事長

監　修　　後藤　雅博　恵生会南浜病院院長 当時

本トライアルを実際の授業や研修でご利用いただくことは、お断りさせていただいております。

❐本トライアルは、学校、企業、官公庁、研究機関等の法人およびそのご担当者の方のみお申込みいただけます。また、お申込みは日本国内に
限らせていただきます。

❐認証方式は、IPアドレス認証、ID/PW認証、もしくはその両方からお選びいただくことができます。
❐本トライアルでは、Educational Video online に収録されているすべての作品を視聴することができますが、本契約につきましては各シリ
ーズ単位でのご購入となります。

❐当申込書は、取扱い代理店様へお渡しいただくか、下記まで FAXもしくはメールくださるようお願いいたします。
               丸善出版㈱映像メディア部 FAX︓03-3512-3271  E-mail︓evo.support@maruzen.co.jp
❐お申込みの個人情報は、ご利用動向の調査・販売促進・サポート・お客様からのご質問に対する回答以外には使用いたしません。

お申込み日︓    年     月   日

トライアル開始希望日      年   月   日  より 1ヶ月間
※開始希望日は、お申込み日から５営業日以降の日付をご指定ください。

法人(機関)名
（フリガナ）

所在地

TEL︓                     FAX︓

ご担当者名
（フリガナ）

㊞

部署(課・科)名

ご連絡先住所
所在地に同じ

TEL︓                     FAX︓

電子メールアドレス ＠

認証方式の選択
いずれかに☑下さい IPアドレス認証 ID/PW認証 IPアドレス認証 ID/PW認証 の両方

登録希望 IPアドレス

※上記認証方式の選択で【IPアドレス認証】【IPアドレス ID/PW認証の両方】を選ばれた方は必ずご記入ください。

ID/PW認証に関して
認証方式の選択で、【ID/PW認証】もしくは、【IPアドレス認証 ID/PW認証の両方】を選ばれたお客様には、当社より任意の
ID/PWを１つ発行し、トライアル設定完了メールにてご案内いたします。お申込み機関に所属される学生・教職員で共有しご利
用いただくことができます。◆本契約いただくと、ID/PWはお客様側で１つ設定いただくことができます。

利用統計に関して
トライアル期間中につきましては、【ID/PW認証】でのアクセスは利用統計をご提供できませんのでご了承ください。
【IPアドレス認証】でのアクセスにおける利用統計はご提供できます。◆本契約いただくと、【ID/PW認証】【IPアドレス認証】
両方のアクセスにつきまして、管理者画面より利用統計取得が可能となっております。

備考

【サービス提供会社】               【販売会社】
丸善出版株式会社 映像メディア部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
神田神保町ビル 6F
TEL︓03-3512-3252 FAX︓03-3512-3271
E-mail︓evo.support@maruzen.co.jp           ご担当者︓         メールアドレス︓                

Educational Video Online
無料トライアル申込書

申込書はコピーしてご利用ください。
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