
DVDの整理に伴い、欠番が多数あり

   

分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認18

ＳＰＳＤによる認知症を抱える家族を支える研修ＤＶＤ

認知症の人の心を感じて
～もし自分が認知症になったら～

●SPSD(認知症になりきって認知症を演じることができる専門的な技術を持った
　人)による事例紹介
●認知症の人と家族とのかかわりを「嫁」「娘」「妻」のケースに分けて実演。

24分
特定非営利活動法人
アビリティクラブたすけあい

 

認19 認知症の人といっしょに生きる
●認知症という病気と認知症の行動・心理症状への対応
●認知症ケアを施設改革のきっかけに
●「新たな支え合い」を地域につくる

68分 社会福祉法人浴風会ケアスクール  

認22
認知症啓発DVD
うんまく「ボケ」りゃいいさ飯綱町

●大好きなおばあさん(紙芝居)キラキラサンバ〈歌)
●きらきらサンバ(体操)  飯網町社会福祉協議会  

認40 自分らしい明日のために　早見優が案内する成年後見制度

●オープニング
●成年後見制度の概要
●法定後見制度～後見人の選任と仕事
●任意後見制度とは
●エンディング

31分 社団法人民事法務協会 2009年

認45
認知症の人から学ぶ
クリスティーン・ブライデン講演より

●パート1　認知症の旅が始まった頃（21分）
●パート2　認知症の人の体験（16分）
●パート3　認知症の人が求めるケアとは（19分）

＊認46と同じ内容

56分 （株）シルバーチャンネル 2007年

認46
認知症の人から学ぶ
クリスティーン・ブライデン講演より

●パート1　認知症の旅が始まった頃（21分）
●パート2　認知症の人の体験（16分）
●パート3　認知症の人が求めるケアとは（19分）

＊認45と同じ内容

56分 （株）シルバーチャンネル 2007年

認47 求められる地域介護サービスと認知症ケア

●2枚組DVD
●第1巻　小規模多機能型居宅介護とは
●第2巻　小規模多機能型居宅介護の実際

＊専36と同じ内容

1巻:32分
2巻:81分

東京シネ・ビデオ株式会社 2009年

京都市長寿すこやかセンター　DVD貸出目録（2023年4月3日更新）

[分類]
    認…認知症　　介…介護　　 専…専門職向け　　 健・医…健康・医療 　　社協…社会福祉協議会　　福用…福祉用具　　人権…権利擁護、高齢者虐待　　他…その他



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認48
認知症ケア第1巻　手探りで切り開いた認知症ケア

きのこエスポアール病院の30年

●1984年につくられた日本で初めての認知症専門病院、きのこエスポアール病院
　の認知症ケアの歩み

73分 NHK厚生文化事業団 2012年

認49
認知症ケア第2巻　自分らしく生きぬくために

小規模多機能拠点　大畑の家

●2005年開設の長野県上田市真田町にある小規模多機能拠点大畑の家
●センター方式を使ってケアの点検

91分 NHK厚生文化事業団 2012年

認50
認知症ケア第3巻　早期診断
そして人生は続く太田正博さんの10年

●52歳でアルツハイマー型認知症と診断された太田正博さん
●デイケアに通いながら講演活動を続けてきた太田さん
●デイケアスタッフ上村さん、妻の栄子さんの関わり方

104分 NHK厚生文化事業団 2012年

認51
パーソン・センタード・ケアを実践する
～ドーン・ブルッカー講演より～

ドーン・ブルッカー教授は、我が国へのパーソン・センタード・ケアと認知症ケアマッ
ピング（ＤＣＭ）の導入に関わってきた。
　日本でのパーソン・センタード・ケアを語るうえで欠くことのできない講師陣を迎え
開催された「パーソン・センタード・ケア特別講演会―もっと現場、地域に根付かせ
るために―」から、ドーン・ブルッカー教授の講演を抜粋。

78分 ＮＰＯシルバー総合研究所 2004年

認52
パーソン・センタード・ケアの実践
認知症ケアマッピングをご紹介します

●認知症ケアマッピングをご紹介します
●認知症ケアマッピングの流れを見てみよう
●フィードバックの様子を見てみよう

15分 ＮＰＯシルバー総合研究所 2009年

認53
認知症そのこころの世界　～認知症の人は何を感じているの
か～

①私たちが見ている「現実の風景」
②認知症の人が見ている「本人の世界」
③認知症模擬演技者が感じたことを伝えます。

　疑似体験をすることで、３つの事例をより深く考察する事が出来ます。
　その違いを見て認知症・本人の世界を理解すると共に、これから私たちに出来る
認知症・本人との関わりについて考えてみましょう。

*認54と同じ内容

20分
特定非営利活動法人
アビリティクラブたすけあい
株式会社　　シルバーチャンネル

認54
認知症そのこころの世界　　～認知症の人は何を感じている
のか～

①私たちが見ている「現実の風景」
②認知症の人が見ている「本人の世界」
③認知症模擬演技者が感じたことを伝えます。

　疑似体験をすることで、３つの事例をより深く考察する事が出来ます。
　その違いを見て認知症・本人の世界を理解すると共に、これから私たちに出来る
認知症・本人との関わりについて考えてみましょう。

*認5３と同じ内容

20分
特定非営利活動法人
アビリティクラブたすけあい
株式会社　　シルバーチャンネル

認60
アニメーション
三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー提供作品
しわ

「認知症」と「終りの住処」をテーマにしたアニメーション 89分 三鷹の森ジブリ美術館 2011年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認62 ひと・身体をみる認知症医療

第1回　「これまで」「いま」「これから」の認知症医療
第2回　誰のため・何のための認知症医療か
第3回　地域の医師と認知症医療（1）診療とモニタリング
第4回　地域の医師と認知症医療（2）認知症医療と地域力
第5回　認知症の身体への影響（1）自律神経機能の低下
第6回　認知症の身体への影響（2）錐体外路症状
第7回　認知症の人に見られる一般症状
第8回　つくられるBOSD
第9回　認知症の薬物医療

191分 株式会社ケアネット 2015年

認63 毎日がアルツハイマー

この家族に元気をもらう。わたしの母、ひろこさんは、アルツハイマーになって2年。
わたしの親不孝歴29 年。
2010 年1月、オーストラリアを引き上げたわたしと母の「毎日がアルツハイマー」の
物語です。<DVD紹介文より>

93分 株式会社シグロ 2012年

認64
認知症の“人の気持ち”
～思いを理解してかかわる～

認知症の基礎知識～もしご家族に聞かれたら
「寄りそうケア」ってどんなケア？　　　　「思いを理解してかかわる」とは
認知症は脳の病気。脳に注目してみよう！
アルツハイマー型認知症の特徴とは
同じことを何回も聞いてくる人　どうしたらいい？
認知症の人を焦らせたり不安にさせてはいけない理由
「中核症状」と「行動心理症状」
　認知症介護のポイント

７４分 （株）シルバーチャンネル 2015年

認65
本人の視点で認知症ケアを考える
～クリスティーンと共に～

Disk１　第１部
　　「はじめに～サバイバー　認知症と共に豊かに生きる」　３４分
　　「認知所の人と家族を支える」　２０分
　　「クリスティーン＆ポールのＱ＆Ａ,Ｄｉａｌｏｇｕｅｓ」　４２分
Disk２　第２部
　　「リレートーク　本人からのメッセージそして未来へ・・・」　６７分

１６３分 （株）シルバーチャンネル

認66
ユマニチュード
優しさを伝えるケア技術

介護を拒む、同じことを何度も尋ねる、突然大声をあげる、攻撃的になる、食事を
とらなくなった、徘徊するなど「認知症の症状」とされる多くの問題について、ユマニ
チュードによる解決法をご紹介します。
　収録内容
　　　●味覚が変わった　　　　　　  　 ●近づいても気がつかなかったり、すごく驚く
　　　●行動が変だ　　　　　　　　　　  ●若い頃のことばかり言う
　　　●物を出したり入れたりする　　 ●よく不安げになったり抵抗する
　　　●ケアを始める前の準備　　　　 ●注意分散のテク

１２０分 デジタルセンセーション（株）

認67
認知症高齢者とのコミュニケーション法
実践から学ぶバリデーション

アルツハイマー型認知症および類似の認知症の高齢者とのコミュニケーションを
行うための方法の一つです。認知症の高齢者に対して、尊敬と共感をもって関わ
ることを基本とし、お年寄りの自尊心を回復し、引きこもりに陥らないように援助す
る実用的なテクニックです。認知症のお年よりだけでなく、ケアワーカーや、お年寄
りの介護をする家族のためにも役に立ちます。
①プロローグ　　　②バリデーションとは　　③基本的態度  ④バリデーションの導
入
⑤基本的テクニック　　⑥バリデーションの実際　　⑦ワーカーコースでのフィード
バック ⑧現場の声　　⑨グループバリデーション　　⑩バリデーションのもたらすも
の

49分
特定非営利活動法人
全国コミュニティライフサポートセンター



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認68
優しい認知症ケア　ユマニチュード　第1巻
ユマニチュードって何だろう　－入門編

フランス生まれの認知症ケア・ユマニチュードを初めて学ぶ人のための入門編で
す。イヴさんが介護に悩む家族を訪問し、『特別講義』を行いました。自身の介護
体験も交えて、ユマニチュードが生まれた背景や哲学、「見る」「話す」「触れる」「立
つ」など基本の柱について語り尽くします。

112分 NHK厚生文化事業団 2018年

認69
優しい認知症ケア　ユマニチュード　第2巻
ユマニチュードをやってみよう　－実技編

家庭で「ユマニチュードを実践してみたい」という人のために、誰にでもできる基本
の技術をインストラクターによるお手本の映像と解説で伝える実技編です。認知症
の介護でよくある困った状況は、なぜ引き起こされるのか？ユマニチュードを使っ
た対応をミニドラマを交えて紹介します。

68分 NHK厚生文化事業団 2018年

認70
優しい認知症ケア　ユマニチュード　第3巻
私のユマニチュードっ　－家族の実践編

地域の介護力を上げるためにユマニチュードの普及に乗り出した福岡市の取組
や、自宅での介護に取り入れている家族の実践を紹介します。また、イヴさんが認
知症の介護の悩みに答えます。

52分 NHK厚生文化事業団 2018年

認サポ１ 認知症を知り地域をつくるキャンペーン　（VHS)
●厚生労働省では「認知症」と言葉を改めました
●認知症になっても適切なサポートがあれば普通の暮らしをつづけられる
●認知症のことをよく理解し安心して暮らせる町を作りましょう

13分 厚生労働省老健局

認サポ2
認知症サポーター100万人キャラバン(2009年4月改訂版)
（原版）

●「認知症を知り地域をつくる10力年」キャンペーン

＊認サポ3,4と同じ内容
＊認サポ使用ＤＶＤとして貸出し多数

15分 NPO法人地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ3
認知症サポーター100万人キャラバン(2009年4月改訂版)
（コピー）

●「認知症を知り地域をつくる10力年」キャンペーン

＊認サポ2、4と同じ内容
＊認サポ使用ＤＶＤとして貸出し多数

15分 NPO法人地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ4
認知症サポーター100万人キャラバン(2009年4月改訂版)
（コピー）

●「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーン
　
＊認サポ2、3と同じ内容
＊認サポ使用ＤＶＤとして貸出し多数

15分 NPO法人地域ケア対策ネットワーク 2009年

認サポ5

認知症サポーター養成講座スーパーマーケット編（2009年4
月改訂版）
（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●スーパーマーケットで起こる認知症の方やその家族の方との、悪い対応例を
　 代表例として紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き

11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ7
認知症サポーター養成講座　金融機関編

（旧）（新バージョンあり）

●金融機関で起こる認知症の方やその家族の方との悪い対応例を代表事例とし
　 て紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き

6分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2010年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ9

認知症サポーター養成講座 　マンション編（2009年4月改訂
版）
（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●マンションで起こる認知症の方に対する管理人の悪い対応例を代表例として
　　紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き
＊認サポ10と同じ内容

11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ10

認知症サポーター養成講座 　マンション編（2009年4月改訂
版）
（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●マンションで起こる認知症の方に対する管理人の悪い対応例を代表例として
　　紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き
＊認サポ9と同じ内容

11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ12

認知症サポーターキャラバン(2014年4月改訂版)
（コピー）

（旧）（新バージョンあり）

＊認サポ13,14と同じ内容
＊認サポ使用ＤＶＤとして貸出し多数

15分 NPO法人地域ケア政策ネットワーク 2014年

認サポ13

認知症サポーターキャラバン(2014年4月改訂版)
（コピー）

（旧）（新バージョンあり）

＊認サポ12,14と同じ内容
＊認サポ使用ＤＶＤとして貸出し多数

15分 NPO法人地域ケア政策ネットワーク 2014年

認サポ16
アニメ
おばあちゃんが認知症になった
デジタル紙芝居

＊認サポ使用ＤＶＤ（小学生用） 13分 中京区認知症連携の会

認サポ17
アニメ
おばあちゃんが認知症になった
デジタル紙芝居

＊認サポ使用ＤＶＤ（小学生用） 13分 中京区認知症連携の会

認サポ19
バアちゃんの世界　－その手のひらのぬくもりは世界一の贈
り物－

第1話　涙の理由
第2話　明日一緒に

13分 小野薬品工業株式会社 2012年

認サポ20
バアちゃんの世界　－その手のひらのぬくもりは世界一の贈
り物－

第1話　涙の理由
第2話　明日一緒に

13分 小野薬品工業株式会社 2012年

認サポ21
バアちゃんの世界　－その手のひらのぬくもりは世界一の贈
り物－

第1話　涙の理由
第2話　明日一緒に

13分 小野薬品工業株式会社 2012年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ22
認知症サポーター養成講座　金融機関編（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●金融機関で起こる認知症の方やその家族の方との悪い対応例を代表事例とし
　　て紹介

＜事例１＞ＡＴＭの操作に困る
＜事例２＞通帳と印鑑がない

５分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2010年

認サポ23

認知症サポーター養成講座スーパーマーケット編（2009年4
月改訂版）（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●スーパーマーケットで起こる認知症の方やその家族の方との悪い対応例を
　代表事例として紹介

＜事例１＞売り場での困った行為　　＜事例２＞　レジで手間取り困った
＜事例３＞行方不明

１１分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2014年

認サポ26 やっぱりサブちゃんのチャーハンは最高！

子ども向けのアニメ
　「実行機能障害」とは？どのように接したらいいのか？をストーリー仕立てで学べ
る。

（ストーリー）
　おじいちゃんが「チャーハンを作る」と言って1時間以上経った。様子を見に台所
に行くと、置いてあったのは、切りかけの玉ねぎと人参―。そこに帰ってきたお母さ
んは「誰かわからないけど助かる」という。
　このやりとりを不思議に思ったあーちゃんは、お父さんから認知症について教え
てもらう。

17分 さつま町地域包括支援センター 2015年

認サポ27 やっぱり笑顔のサブちゃんがいい

子ども向けのアニメ
　認知症の人の「物忘れ」とは？どのように接したらいいのか？をストーリー仕立て
で学べる。

（ストーリー）
　さっき食べたはずのご飯を「食べてない」というおじいちゃんに対し、お母さんは
本当のことを言わない。
　このやりとりを不思議に思ったあーちゃんは、お父さんから認知症について教え
てもらう。

12分 さつま町地域包括支援センター 2015年

認サポ28 銀の皿CM

認知症の母親と息子夫婦、孫が食卓を囲んでいるシーン。

●認知症の母親が、幼い息子を育てていた頃に戻っている。
●孫が認知症のおばあちゃんの気持ちを察して、言葉をかける。

2分30秒 株式会社 ライドオン・エクスプレス 2015年

認サポ29

認知症サポーターキャラバン(2014年4月改訂版)

（旧）（新バージョンあり）
●「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーン 15分 NPO法人地域ケア対策ネットワーク 2014年

認サポ30

認知症サポーターキャラバン(2014年4月改訂版)

（旧）（新バージョンあり）
●「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーン 15分 NPO法人地域ケア対策ネットワーク 2014年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ31

認知症サポーターキャラバン(2014年4月改訂版)

（旧）（新バージョンあり）
●「認知症を知り地域をつくる10カ年」キャンペーン 15分 NPO法人地域ケア対策ネットワーク 2014年

認サポ32 ＤＶＤＢＯＯＫ　認知症の人とともに

1.　認知症と診断された頃に感じていたこと①
2.　認知症と診断された頃に感じていたこと②
3.　どのようなサポートが求められるか
4.　認知症の人が自分でできることを増やすために
5.　認知症本人のためのサポート
6.　ともに新しい地平を拓く
7.　講演「私は私になっていく」

90分 クリエイティブかもがわ 2016年

認サポ35

認知症サポーター養成講座 　マンション編（2009年4月改訂
版）
（原本）

（新バージョンあり）

●マンションで起こる認知症の方に対する管理人の悪い対応例を代表例として
　　紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き
11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ36

認知症サポーター養成講座 　マンション編（2009年4月改訂
版）
（原本）

（新バージョンあり）

●マンションで起こる認知症の方に対する管理人の悪い対応例を代表例として
　　紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き
11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ37
認知症サポーター養成講座　金融機関編（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●金融機関で起こる認知症の方やその家族の方との悪い対応例を代表事例とし
　　て紹介

＜事例１＞ＡＴＭの操作に困る
＜事例２＞通帳と印鑑がない

※進行台本付き

５分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2010年

認サポ38
認知症サポーター養成講座　金融機関編（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●金融機関で起こる認知症の方やその家族の方との悪い対応例を代表事例とし
　　て紹介

＜事例１＞ＡＴＭの操作に困る
＜事例２＞通帳と印鑑がない

※進行台本付き

５分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2010年

認サポ39

認知症サポーター養成講座スーパーマーケット編（2009年4
月改訂版）
（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●スーパーマーケットで起こる認知症の方やその家族の方との、悪い対応例を
　 代表例として紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き

11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ40

認知症サポーター養成講座スーパーマーケット編（2009年4
月改訂版）
（原本）

（旧）（新バージョンあり）

●スーパーマーケットで起こる認知症の方やその家族の方との、悪い対応例を
　 代表例として紹介
●医療法人敦賀温泉病院院長　玉井医師の解説

※進行台本付き

11分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2009年

認サポ41 認知症サポーター養成講座　訪問業務編

●集金業務で
●約束の日時に訪問したら・・・

　　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ42
認知症サポーター養成講座 スーパーマーケット編

（新バージョンあり）

●売り場での対応
●レジでの支払い
●店舗内で行方不明
●同じ商品を何度も購入

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

３４分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ43 認知症サポーター養成講座　交通機関編

●鉄道の自動改札で
●バスの終点停留所で
●夜間のタクシー乗務中に

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

２３分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ44 認知症サポーター養成講座　マンション管理編

●共有廊下にて
●水漏れの原因は・・・

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ45 認知症サポーター養成講座　金融機関編

●ＡＴＭ操作が困難
●窓口・店頭での対応
●口座残高についての苦情

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

24分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ46 支援キャンペーン「帰宅」

認知症は85歳以上の4人に１人がかかるといわれています。超高齢社会の日本で
は、すべての人に関わるとても身近な問題です。大切なのは「お互いさま」の精神
で、地域みんなで助け合うこと。街を徘徊している認知症の方を近所の女子高生
が家まで送り届けるシーンを描くことで、地域でサポートすることの大切さを表現し
ました。

30秒 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2014年

認サポ47 支援キャンペーン

認知症になっても、周囲の理解と支えがあれば、新しい事を覚えたり何かをはじめ
たりする事ができるということを実際の認知症患者とその周囲の方のドキュメンタ
リーでリアルに描いています。認知症だからと諦めるのではなく、周囲の正しい理
解とサポートがあれば「輝ける」のだという事実をポジティブに表現しています。
◆第34回沖縄広告協会広告賞　新聞部門　一般営業広告　金賞　テレビ部門30
秒以上CM　銀賞

60秒 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2015年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ48 支援キャンペーン「小中学生サポーター」

全国の小中学校で認知症サポーターへの取り組みが進んでいます。これは世界
でも珍しいことです。 認知症サポーターが大勢いる街は安心な街になる。本講座
の受講や認知症の方たちと積極的にふれ合う子どもたちの活動が、これからの日
本を支える大きなチカラになっていくことを、事例を紹介しながら伝えていく企画で
す。

30秒＋90秒 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2016年

認サポ49 認知症サポーター養成講座　金融機関編

●ＡＴＭ操作が困難
●窓口・店頭での対応
●口座残高についての苦情

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

24分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ50 認知症サポーター養成講座　金融機関編

●ＡＴＭ操作が困難
●窓口・店頭での対応
●口座残高についての苦情

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

24分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ51 認知症サポーター養成講座　金融機関編

●ＡＴＭ操作が困難
●窓口・店頭での対応
●口座残高についての苦情

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

24分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ52 認知症サポーター養成講座　訪問業務編

●集金業務で
●約束の日時に訪問したら・・・

　　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ53 認知症サポーター養成講座　訪問業務編

●集金業務で
●約束の日時に訪問したら・・・

　　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ54 認知症サポーター養成講座　訪問業務編

●集金業務で
●約束の日時に訪問したら・・・

　　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ55 認知症サポーター養成講座 スーパーマーケット編

●売り場での対応
●レジでの支払い
●店舗内で行方不明
●同じ商品を何度も購入

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

３４分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ56 認知症サポーター養成講座 スーパーマーケット編

●売り場での対応
●レジでの支払い
●店舗内で行方不明
●同じ商品を何度も購入

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

３４分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ57 認知症サポーター養成講座 スーパーマーケット編

●売り場での対応
●レジでの支払い
●店舗内で行方不明
●同じ商品を何度も購入

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

３４分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ58 認知症サポーター養成講座　交通機関編

●鉄道の自動改札で
●バスの終点停留所で
●夜間のタクシー乗務中に

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

２３分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ59 認知症サポーター養成講座　交通機関編

●鉄道の自動改札で
●バスの終点停留所で
●夜間のタクシー乗務中に

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

２３分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ60 認知症サポーター養成講座　交通機関編

●鉄道の自動改札で
●バスの終点停留所で
●夜間のタクシー乗務中に

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

２３分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ61 認知症サポーター養成講座　マンション管理編

●共有廊下にて
●水漏れの原因は・・・

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ62 認知症サポーター養成講座　マンション管理編

●共有廊下にて
●水漏れの原因は・・・

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年

認サポ63 認知症サポーター養成講座　マンション管理編

●共有廊下にて
●水漏れの原因は・・・

　（悪い対応例＆望ましい対応例）

16分 NPO法人　地域ケア政策ネットワーク 2018年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

認サポ64 認知症サポーターキャラバン(2021年1月改訂版)

令和3年度から配布される“認知症サポーターの証”が、従来のオレンジリング等
だけでなく「認知症サポーターカード」が、新たに加わることに対応した内容となっ
ております。

＊認サポ14【2014.4 改訂版】とは、上記の内容が異なっております。
＊認サポ64～68は同じ内容

15分 全国キャラバン：メイト連絡協議会 2021年

認サポ65 認知症サポーターキャラバン(2021年1月改訂版)

令和3年度から配布される“認知症サポーターの証”が、従来のオレンジリング等
だけでなく「認知症サポーターカード」が、新たに加わることに対応した内容となっ
ております。

＊認サポ14【2014.4 改訂版】とは、上記の内容が異なっております。
＊認サポ64～68は同じ内容

15分 全国キャラバン：メイト連絡協議会 2021年

認サポ66 認知症サポーターキャラバン(2021年1月改訂版)

令和3年度から配布される“認知症サポーターの証”が、従来のオレンジリング等
だけでなく「認知症サポーターカード」が、新たに加わることに対応した内容となっ
ております。

＊認サポ14【2014.4 改訂版】とは、上記の内容が異なっております。
＊認サポ64～68は同じ内容

15分 全国キャラバン：メイト連絡協議会 2021年

認サポ67 認知症サポーターキャラバン(2021年1月改訂版)

令和3年度から配布される“認知症サポーターの証”が、従来のオレンジリング等
だけでなく「認知症サポーターカード」が、新たに加わることに対応した内容となっ
ております。

＊認サポ14【2014.4 改訂版】とは、上記の内容が異なっております。
＊認サポ64～68は同じ内容

15分 全国キャラバン：メイト連絡協議会 2021年

認サポ68 認知症サポーターキャラバン(2021年1月改訂版)

令和3年度から配布される“認知症サポーターの証”が、従来のオレンジリング等
だけでなく「認知症サポーターカード」が、新たに加わることに対応した内容となっ
ております。

＊認サポ14【2014.4 改訂版】とは、上記の内容が異なっております。
＊認サポ64～68は同じ内容

15分 全国キャラバン：メイト連絡協議会 2021年

認サポ69

認知症サポーター養成講座資料

私のこと、まだわかる？
～夫は若年性認知症～

「読売TV　ドキュメンタリー　2022年12月28日　放送」

全国で600万人以上といわれる認知症当事者。
当事者の傍らには同じように不安を抱える家族がいる。
家族と共に歩む日々を取材したドキュメンタリーです。

47分

企画・製作：読売テレビ

発行：京都市長寿すこやかセンター
　　　　（読売TVより許可済み）

2023年

認サポ70

認知症サポーター養成講座資料

私のこと、まだわかる？
～夫は若年性認知症～

「読売TV　ドキュメンタリー　2022年12月28日　放送」

全国で600万人以上といわれる認知症当事者。
当事者の傍らには同じように不安を抱える家族がいる。
家族と共に歩む日々を取材したドキュメンタリーです。

47分

企画・製作：読売テレビ

発行：京都市長寿すこやかセンター
　　　　（読売TVより許可済み）

2023年
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認サポ71

認知症サポーター養成講座資料

私のこと、まだわかる？
～夫は若年性認知症～

「読売TV　ドキュメンタリー　2022年12月28日　放送」

全国で600万人以上といわれる認知症当事者。
当事者の傍らには同じように不安を抱える家族がいる。
家族と共に歩む日々を取材したドキュメンタリーです。

47分

企画・製作：読売テレビ

発行：京都市長寿すこやかセンター
　　　　（読売TVより許可済み）

2023年

認サポ72

認知症サポーター養成講座資料

私のこと、まだわかる？
～夫は若年性認知症～

「読売TV　ドキュメンタリー　2022年12月28日　放送」

全国で600万人以上といわれる認知症当事者。
当事者の傍らには同じように不安を抱える家族がいる。
家族と共に歩む日々を取材したドキュメンタリーです。

47分

企画・製作：読売テレビ

発行：京都市長寿すこやかセンター
　　　　（読売TVより許可済み）

2023年

認サポ73

認知症サポーター養成講座資料

私のこと、まだわかる？
～夫は若年性認知症～

「読売TV　ドキュメンタリー　2022年12月28日　放送」

全国で600万人以上といわれる認知症当事者。
当事者の傍らには同じように不安を抱える家族がいる。
家族と共に歩む日々を取材したドキュメンタリーです。

47分

企画・製作：読売テレビ

発行：京都市長寿すこやかセンター
　　　　（読売TVより許可済み）

2023年

認サポ74
バアちゃんの世界　－その手のひらのぬくもりは世界一の贈
り物－

第1話　涙の理由
第2話　明日一緒に

13分 小野薬品工業株式会社 2012年

介14 基本介護技術 ●やさしい介護の基本　●清潔な身だしなみ　●いのちを支えるために  財団法人介護労働安定センター 2007年

介15 介護職員初任者研修 補助ＤＶＤ ●職務の理解編  ●基本介護技術編(「介14基本介護技術」を編集したもの)  財団法人介護労働安定センター 2013年

介16
介護レベルアップシリーズ

ケアビクス

●ケアビクスの効果  ●転倒予防のケアビクス①  ●転倒予防のケアビクス②
●転倒予防のケアビクス①  ●転倒予防のケアビクス②  ●心と体のケアビクス

 財団法人介護労働安定センター 2008年

介17
介護レベルアップシリーズ

ロ腔ケア
●ロ腔ケアの意義  ●ロ腔ケアの実践  財団法人介護労働安定センター 2009年

介18

介護レベルアップシリーズ

終末期のケア
 ～いのちを支える援助的コミュニケーション～

●はじめに  ●終末期を知る  ●苦しんでいる人の理解者になること
●理解者になるための聴き方  ●苦しみの中でも穏やかにいきられるのはなぜか
●苦しみと向き合うことは
●会話実例

 財団法人介護労働安定センター 2009年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

介19
新しい排泄介護の技術
　移乗＋福祉用具＝イキイキ・ラクラク介助！

●基本介護技術　–　動作の自立法と介助法
●排泄のための移乗介助技術
●排泄に役立つ福祉用具
●排泄力を鍛える生活リハビリ

56分 中央法規出版株式会社 2009年

専28
対人援助のための合同ケースカンファレンスの方法
　～利用者本位・自己選択・自己決定の時代の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チームアプローチ～

●はじめに  ●対人援助の本質と事例研究の意義  ●事例研究の基本枠組み
●ケースカンファレンスの進め方  ●事例研究のための事例のまとめ方
●おわりに

84分 横浜市健康福祉局 2005年

専29
ユニットケアを活性化させる運営と
組織デザイン

●改めて「理念」を考える
●ユニットケアにはどのような組織がふさわしいの
●ユニットケアを機能させるための運営とは

43分 認知症介護研究・研修センター  

専32 ケアする人を支えるために
●在宅で生活する利用者と3人のケア者のそれぞれのケアについて
●ケア者とコーディネーターに必要なものとは

27分
NPO法人アビリティクラブたすけあい

 

専33
本人・家族、専門職と共有すべきケアの視点
　　　　　　　～摂食について～

●講義「摂食・嚥下向上の実践」
●講義・実習「摂食時のシーティング・ポジショニングの実際」
●講義・実習「食事介助の実際」
●講義・実習「ロ腔ケアの実際」

 京都府介護福祉士会事務局 2011年

専34

シリーズ　地域で支えるこれからの認知症ケア 第1巻
　
　    優しい笑顔で心がなごむ
   ～デイサービスにおける実践～

●デイサービスに通われている方の事例(2人)
●デイサービス所長のお話
●利用者家族のお話

31分 東京シネ・ビデオ株式会社 2012年

 専35
シリーズ　地域で支えるこれからの認知症ケア 第2巻
 
        ケアプランから始まる認知症ケア

●ケアマネージャーのインタビュー
●ご家族、民生委員のインタビュー

30分 東京シネ・ビデオ株式会社  

専36 求められる地域介護サービスと認知症ケア

●2枚組DVD
●第1巻 小規模多機能型居宅介護とは
●第2巻 小規模多機能型居宅介護の実際

＊認47と同じ内容

1巻:36分
2巻:81分

東京シネ・ビデオ株式会社 2009年

専37

観て聴いて感じ取る認知症ケア
 ～質の高い介護を目指して～

第1巻 食事の場面から終身の場面までを観て学ぶ

●本編(38分)
●竹内さんのご家族(夫・娘)の話～第1巻を柴田先生と見ながら～(41分)
●永田久美子先生のお話～本DVD活用法と第1巻について～

 東京シネ・ビデオ株式会社  

専38

観て聴いて感じ取る認知症ケア
 ～質の高い介護を目指して～

第2巻 介護福祉士、利用者同士のやりとりを観て学ぶ

●本編 事例1～3(33分)
●竹内さんのご家族(夫・娘)の話 ～第1巻を柴田先生と見ながら～(41分)
●永田久美子先生のお話 ～本DVD活用法と第2巻について～

 東京シネ・ビデオ株式会社  



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

専39

観て聰いて感じ取る認知症ケア
 ～質の高い介護を目指して～

第3巻 さまざまな利用者と介護福祉士の場面から学ぶ

●本編　事例1～3(37分)
●竹内さんのご家族(夫・娘)の話　～第1巻を柴田先生と見ながら～(41分)
●永田久美子先生のお話　～本DVD活用法と第3巻について～

 東京シネ・ビデオ株式会社  

専40 認知症のケア

●認知症は脳の病気？　　　　●認知症になるメカニズムを仮定する
●認知症になる原因とは？　　●脳トレは認知症を予防する？
●認知症にならない秘訣
●認知症の新しい分類法（葛藤型・遊離型・回帰型）
●事例：大井シゲさん　他
●将来介護職は認知症になりにくい？
●はげている人は認知症になりにくい？
●ブリコラージュは介護の世界に健在！

64分 株式会社関西看護出版

専41 若年性認知症の誤解から理解へ

●認知症の要介護者は喋らなくなる
●認知症要介護者への接し方のポイント
　　１．アイコンタクトの方法、２．やっていけない動作、
　　３．接触について、４．環境作り

●脳の部位別に見る認知症の症状
　　１．側頭葉、２．頭頂葉、３．前頭葉

●若年性アルツハイマーの特徴
　　１．生活意欲の喪失、２．逸脱行為、３．徘徊、４．常道行為、５．人格変容

●若年性アルツハイマーに対する介護
●介護スタッフのフィジカル　認知症を介護する者として、留意しなくてはならない
 　点、必要になる要素を意識する。

Disk1：85分
Disk2：74分 株式会社関西看護出版

専42 介護職に必要な医学知識とケアのポイント

●介護職が医学知識を学ぶ必要性とは　●高齢者の身体機能
●高齢者の病気の特徴・Ⅰ　　　　　　　　 ●高齢者の病気の特徴・Ⅱ
●観察について
●バイタルサインの測り方
●こんな時どうする？
●測定値の見方・Ⅰ　●測定値の見方・Ⅱ
●薬の知識Ⅰ　　　　  ●薬の知識Ⅱ
●効果を高める薬の飲み方
●医療専門職、救急車を呼ぶタイミング・Ⅰ
●医療専門職、救急車を呼ぶタイミング・Ⅱ
●救急車を呼ぶときに、準備しておく情報
●症状、状態にあわせたケアの知識と技術

＊レジュメあり

Disk1：44分
Disk2：51分
Disk3：56分

株式会社関西看護出版

専43 高齢者に多い疾患・緊急時の対処法と感染症予防

●異常の早期発見
●疾患について
●日常的な訴えとその対処法
●感染症予防

Disk1：86分
Disk2：85分
Disk3：74分

株式会社関西看護出版



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

専44 拘縮や褥瘡をつくらないリハビリ発想と技術を身に着けよう

●なぜ拘縮や褥瘡ができるのか
●R.O.M.訓練ばかりでない関節拘縮の緩和方法
●大変な体位変換の発想を交換しよう
●ベッド端座位の重要性と簡単サポートの仕方

Disk1：93分
Disk2：79分 株式会社関西看護出版

専45
豊かな生活を支える食事ケアの「い・ろ・は」点検
～口から食べるための知識と技術～

●「介護」をはじめる前にやる「い・ろ・は」
●三大介護の中での食事介護の持つ意味とその重要性
●摂食・嚥下のメカニズムと誤嚥の対応
●食事介助のための基礎知識とアセスメント
●誤嚥リスクが高い場合の「い・ろ・は」

Disk1：96分
Disk2：85分
Disk3：43分

株式会社関西看護出版

専46 ターミナルステージに沿った緩和ケア

●ターミナル前期の関わり～ギア・チェンジにおけるケア
●ターミナル中期の関わり～看取り１か月前のケア
●ターミナル後期の関わり～看取り１週間前のケア
●遺族のケア～看取り後のケア

Disk1：93分
Disk2：85分
Disk3：83分

株式会社関西看護出版

専47 生活モデルのターミナルケア

●老いに対する不安
●最期を看取れる施設で働けることの幸せ
●退所のケース　１．死亡、２．入院
●ターミナルケア
※介護スタッフの、老いと死についての認識を深めることができる内容となってい
   ます。

＊レジュメあり

73分 株式会社関西看護出版

専48 クレームをトラブルにさせない家族との関わり方

●介護アドバイザーとしての体験
●クレームとは
●クレームの解決
　　　１．原因調査、２．解決方法、３．再発防止
　　　※現場責任者のクレームの対応
 　　 ※クレームをいかにして引き出すか
●クレームの本質

●まとめ
　　見えるクレーム、見えないクレーム、家族の思いを受け止めた上でクレームに
対し、どう対応していくのか。クレームとはいかにして発生し、それをどう解決してい
くのか.。

※現場のスタッフおよび責任者の、クレームに対する考え方を改革するのに最適
　　な内容

Disk1：68分
Disk2：54分
Disk3：54分

株式会社関西看護出版

専49 生活相談員に必要な仕事力

●ケースで学ぶ相談員の仕事　～定義と事例から～
●相談員9つの視点
●相談員7つの仕事力
●これが特養・デイの相談員！～相談員の役割～
●今後求められる相談員への期待

Disk1：83分
Disk2：70分
Disk3：54分

株式会社関西看護出版



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

専50 ケアマネのお仕事論

●ケアマネージャーの仕事の問題点と解決方法
●主治医との付き合い方のコツ
●サービス担当者会議のテクニック
●モニタリングでは、何をチェックすればよいのか？
●計画書の考え方・書き方
●疾患による医療の知識
※ほとんどのケアマネージャが抱える問題点に対し、的確な解決方法を具体的に
 　解説

Disk1：68分
Disk2：69分
Disk3：69分
Ｄｉｓｋ4：54

分

株式会社関西看護出版

専51
職場のメンタルヘルスとマネジメント
―「うつ」と「うつ」の病の理解と対策―

●うつ・うつ病に見られる症状と主な原因はなにか
●うつ・うつ病の早期発見と早期介入
●うつ・うつ病と自殺　①精神療法、②薬物療法、③その他の療法他
●うつ・うつ病の治療
●留意すべきうつ・うつ病対策
●職場復帰と再発防止

＊レジュメあり

Disk1：116
分

Disk2：119
分

Disk3：43分

株式会社関西看護出版

専52
福祉用具サービス計画と多職種連携の手引き
～事故防止を視点とした訪問介護員と
                            福祉用具相談員の連携研修～

●福祉用具サービス計画と多職種連携
●事故防止を視点とした「訪問介護員と福祉用具専門相談員の連携研修連携研
  修」の意義と方法

80分
一般社団法人
   全国福祉用具専門相談員協会

専53 オムツからケアの改善点が見えてきた！

排泄の自立支援へ向けた高齢者施設での３カ月間の取り組みを追った。

  排泄ケアを真剣に考えた取り組みの中で高齢者ケア全体の改善点が数多く見え
てきた。
　新人研修などでケアの視点を考えるきっかけとなる。

30分
福島県
ＮＰＯシルバー総合研究所



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

専54 生活を支える視点

●生活の理解
・生活の５つの基本的要素　・５つの基本的要素を関連付けて考える
・生活の地域性と個別性　　・生活の共同性
 
●食事の理解
・食事の意義　・食事が摂れなくなる原因　・食事の支援
・食事が摂れないとどうなる？

●排泄の理解
・排泄の意義　・排泄ができなくなる原因　・排泄の支援
・排泄ができないとどうなる？

●活動の理解
・活動の意義　・活動ができない原因　・活動の支援
・活動ができないとどうなる？

●清潔の理解
・清潔の意義　・清潔が保てない原因　・清潔の支援
・清潔ができないとどうなる？

●睡眠休養の理解
・睡眠休養の意義　・睡眠休養がとれない原因
・睡眠休養の支援　・睡眠休養がとれないとどうなる？

37分 株式会社シルバーチャンネル

専55
講演記録から学ぶシリーズ
看取りケアの理念と実践

●ターミナルケアと看取りケア
●看護職の役割
●看取りケアとは
●認知症の看取りケアの特徴　　　　他

90分 株式会社シルバーチャンネル 2009年

専56
全国認知症グループホーム協会副代表理事岩尾貢さんのグ
ループホームでの運営推進会議の進め方
～「グループやたの」の記録～

●会議の様子　　　　　　　●ホーム長のインタビュー 46分 株式会社シルバーチャンネル 2007年

専57
実践！
スーパービジョン

●より質の高い援助実践をめざす
●職員の気づきをサポートする
●スーパービジョン体制を活かす

30分
29分
30分

中央法規出版株式会社

専58 介護保険施設での接遇マナー実践学習

●仕事の基本は挨拶から　　　●他人を受け入れる力
●接遇に必要な力　　　　　　　●介護スタッフに求められる力
●接遇の五原則　　　　　　　　 ●利用者様に受け入れられる身だしなみ
●利用者様が求める表情　　　●正しいお辞儀の仕方
●プロフェッショナルとしての立ち居振る舞い
●言葉遣いの基本

55分
60分

関西看護出版



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

健・医
１

すこやか体操　（VHS)

●すこやか体操テーマソング    ●すこやか体操テーマソング(ダンスバージョン)
●すこやか体操　　　　　　　   　●すこやか体操(スローボサノヴァバージョン)
●すこやか体操カラオケ
●すごやか体操(スローボサノヴァバーション)カラオケ

＊健・医３と同じ内容

30分 京都市長寿すこやかセンター 2007年

健・医
3

すこやか体操

●すこやか体操テーマソング    ●すこやか体操テーマソング(ダンスバージョン)
●すこやか体操　　　　　　　   　●すこやか体操(スローボサノヴァバージョン)
●すこやか体操カラオケ
●すごやか体操(スローボサノヴァバーション)カラオケ

＊健・医1と同じ内容

30分 京都市長寿すこやかセンター 2007年

健・医
20

高齢者のアルコール依存症
～回復へのアプローチ～

●アルコール依存症とはどのような病気なのか
●高齢アルコール依存症者の特徴
●どのように対応するか

36分 株式会社アローウィン 2009年

健・医
23

北区おロ元気体操

●東京都「北区おロ元気体操」の意義　　●腹式呼吸　　●舌を鍛える
●唾液腺マッサージ　　●あいうえお体操　　●あごのストレッチ
●パタカラ体操　　●腹式呼吸  ●おロ元気体操の効果

17分 東京都北区 2009年

健・医
24

食べる喜びと健康　食と口腔を支援する高齢者のケア
第1巻　高齢者の食を考える

　小規模多機能型介護施設「ひつじ雲」のスタッフが中心となり地域の高齢者と共
に催す食事会を契機に、高齢者の食問題を考える柴田先生の実践を通して、 食
と健康に関すして考察する導入編です。認知症医療の専門医として知られ地域医
療に貢献している杉山孝博医師の考えも交え、人と一緒に食べる喜びと健康につ
いて考えます。

23分 東京シネ・ビデオ株式会社 2009年

健・医
25

食べる喜びと健康　食と口腔を支援する高齢者のケア
第2巻　実践に見る口腔介護と摂食・嚥下リハビリテーション

　歯科医師として在宅高齢者を訪問診療し摂食機能療法に取り組んでいる鈴木英
哲医師と歯科衛生士の活動の様子と、地域医療、福祉関係者などとの協働を通し
て、摂食・嚥下リハビリテーションの実際と、口腔介護の重要性を学び高齢者に
とっての食の問題を考えます。

23分 東京シネ・ビデオ株式会社 2009年

健・医
26

りつこ式
高齢者レクササイズ

●からだを動かす！●グループで楽しむ！●道具を使って！
●イマジネイジアム●歌・音楽に合わせて！

115分 ＭＣメディカ出版 2010年

健・医
27

高齢期は食べ盛り
～正しい知識で老化を防ぐ～

●あなたは大丈夫？高齢期の栄養
●今日からやろう！食生活の改善
●活動的な毎日で食べ盛り！

36分
キューピー株式会社

2013年

健・医
28

元気!長生き！健康体操
おなじみの民謡で楽しくできる「健康体操の教材」の決定版

●民謡メドレーで「全身体操」
●踊れソーラン節で「腰痛体操」
●俵つみ唄で「肩こり体操」
●タレント健康法

26分 有限会社ゲンキプロモーション



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

健・医
29

高齢者イキイキ
音楽に合わせてリズム運動

介護の現場で大活躍！　簡単な動きで楽しく運動！　目的に合わせて運動が選
べ、その目的と効果がわかりやすい！　施設のレクリエーションやグループワー
ク、一人暮らしの高齢者にもぴったりです！

西東社 2015年

健・医
30

季節のうたで
高齢者イキイキ体操　３２曲

高齢者の方が季節を感じて、イキイキとかんたんで楽しく歌いながら体操のできる
ＤＶＤとＣＤが２枚ついています。監修は、ＮＰＯ法人「いきいき・のびのび健康づくり
協会」会長の尾陰由美子氏。現場を知る同協会のアイデアを目一杯盛り込んだ体
操を紹介しています。

西東社 2016年

健・医
31

介護予防のための　太極拳ゆったり体操

●準備運動
●座位１　　入門編　　　　　　　　　　　●座位１　　入門編（動作説明）
●座位２　　ステップアップ編　　　　　●座位２　　ステップアップ編（動作説明）
●立位１　　入門編　　　　　　　　　　　●立位１　　入門編（動作説明）
●立位２　　ステップアップ編　　　　　●立位２　　ステップアップ編（動作説明）
●座位　  　短縮版　　　　  　　　　　　●立位　　　短縮版

118分 （株）いわきテレワークセンター 2017年

健・医
32

歌える体操レクリエーション

高齢者に大人気の曲が満載！
みんなで歌える、リズムに合せて楽しめる‼
●高齢者体操レクの進行ノウハウがよくわかる！
●無理なく動ける楽しい降り付けで、心身の機能向上！

21分 （株）学研プラス 2016年

健・医
33

コグニサイズ・コグニライフで
認知症は自力で防げる！

国立の研究機関が考案した認知症予防の決定版！
科学的に証明された方法で誰でも気軽にボケない暮らし
頭と身体をを同時に使う運動＆生活習慣が、自立した生活を維持する助けとなる!!

第1章　認知症ってどんな病気？
第2章　ＭＣＩ・認知症はこうして予防
第3章　認知症予防の決定版！コグニサイズ®＆コグニライフ
第4章　楽しくできるコグニサイズ®＆コグニライフ紹介

18分 すばる舎 2018年

健・医
34

たいそうの時間ですよ！！
Vol．１　昭和歌謡三昧

➀はじめに～体操内容の紹介と注意事項～（1:47）
②「恋のバカンス」を使用した体操の効果と動きの説明（3:35）
➂恋のバカンス実践編　（2:57）　テンポ：110ＢＰＭ
　　有酸素運動
　　　目的　　　　血液の循環をよくする。
　　　ポイント　　大きな筋肉を使いながら軽い運動を一定時間、続けて行います。
➃「愛して愛して愛しちゃったのよ」を使用した体操の効果と動きの説明（3:12）
⑤「愛して愛して愛しちゃったのよ」実践編　（4：04）　テンポ：110ＢＰＭ
　　神経筋協応運動
　　　目的　　　　神経と筋肉のつながりを良くする。
　　　ポイント　　動きの回数が減ったり、変化したりと、程よく混乱することにより
　　　　　　　　　　脳が活性化します。
⑥ 「いつでも夢を」を使用した体操の効果と動きの説明（3:24）
⑦ いつでも夢を実践編　（4：40）　テンポ：110ＢＰＭ
　　脳への刺激を与える運動
　　　目的　　　 大脳における感覚野への刺激で身体意識を高める。
　　　ポイント　 皮膚をタッチすることで、その情報が脳に届き、脳を元気にします。

23分
有限会社ドライブミュージックエンタテイ
ンメント



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

社協3
人が輝く福祉のまちづくり
　～京都市の社会福祉協議会活動～

●京都市社会福祉協議会の活動を紹介
14分 京都市社会福祉協議会 2009年

社協7

人に優しく、災害に強い、
信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティづくり
京都市の社会福祉協議会の活動
　～地域の絆づくりと生活支援～

●京都市社会福祉協議会の活動を紹介
17分 京都市社会福祉協議会 2013年

福用6
疾病・形態別介護ビデオシリーズ2

関節リウマチ編

●プロローグ  ●川本昌代さんの朝  ●関節リウマチの特徴
●自助具を使った日々の工夫  ●ヘルパーが気をつけること
●リウマチと共に生きる

27分 ピース・クリエイト有限会社 2008年

福用7 自助具ってなあに ●事例紹介  ●自助具選びのポイント 18分
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議
会

福用8
お箸でラーメンが食べたい
～自助具の工夫で活動と参加を支える作業療法士～

●自助具　自助具に対する作業療法士の考え方を説明
●お箸でラーメンが食べたい　頸髄損傷者の願いを叶えた自助具の事例
●出演者 佐久間桃子さんのお箸自助具の作り方を紹介

16分
一般社団法人
   日本作業療法士会

2016年

人権1
社会福祉施設等における人権
私たちの声が聴こえますか

●社会福祉施設等における現状　      ●虐待の種類と現状
●身体拘束をする理由
●特別養護フィオーレ南海「抑制をしないケア」宣言までの取り組み
●経費老人ホーム至誠和光ホームでの人権擁護委員訪問活動

30分

《企画》
法務省人権擁護局
全国人権擁護委員連合会
財団法人人権教育啓発推進センター
《制作》（株）日テレアレックスオン

2007年

人権2
認知症の基本知識とケア第5巻
人権の擁護と施設のリスク管理

●人権擁護の考え方
●高齢者虐待防止法
●認知症医療における人権擁護
●介護サービス利用における人権擁護（日常生活自立支援事業など）
●経済活動における人権擁護（成年後見制度など）

29分 丸善株式会社 2007年

人権3
老いを生きる
－今日も何処かで高齢者のサインが！－

●人権教育啓発ドラマ　　●文部科学省選定
●認知症高齢者が家族から受ける虐待、地域でどう対応するか
●地域包括支援センターに相談する場面、介護家族会の場面あり

35分

《企画》
和歌山県
財団法人和歌山県人権啓発センター
《制作》共和教育映画社

2007年

人権4
虐待防止シリーズ　高齢者虐待
－尊厳を奪わないために－

●実例3   話のオムニバスドラマと解説
●事例1　介護サービスを受け入れない（高齢夫婦、夫から妻への身体的虐待）
●事例2　虐待の自覚がない（息子夫婦、父への介護放棄）
●事例3　要介護状態を受け入れられえない（娘、認知症の母への拘束）

26分 東宝株式会社　教育映像部 2008年

人権6
地域の人と共に生きる
―久万高原町社会福祉協議会の権利擁護―

久万高原町社会福祉協議会の権利擁護支援の特色 31分 全国権利擁護支援ネットワーク 2010年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

人権7
新任、横山君の初めての虐待対応
支援ネットワークで進める高齢者虐待への対応手順

●平成21年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金
　　「高齢者虐待における関連機関のネットワーク構築促進のための教材事業」
●高齢者虐待の通報を受けた福祉事務所職員の対応、地域包括支援センターと
   の連携

24分 ＮＰＯシルバー総合研究所 2009年

人権8
身体拘束廃止研修ビデオ
鳥海先生のはじめの一歩！

●東京都北区特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘副施設長　鳥海房江氏
●第1部　「暮らしの場」について考える（30分）
●第2部　「日課」について考える（30分）
●第3部　「端座位」がキーワード（30分）

90分 （株）シルバーチャンネル

人権9 身体拘束ゼロ作戦　　～やってみることから始まる～

●拘束廃止に向けての取り組み事例の紹介
・拘束廃止に向けて見えてきた問題点
・変わりはじめたケア
・事故に関する法的責任についての考え方
・身体拘束廃止を進めるための１８のチェックポイント

35分 株式会社シルバーチャンネル

人権10 わかりやすい成年後見制度の手続き

●本編
　（1）成年後見制度とは
　（2）成年後見制度を利用するにあたっての留意事項
　（3）家庭裁判所における手続きについて（主に後見について）
　（4）成年後見人の役割・義務・責任

●後見制度支援信託とは？
　（1）後見制度支援信託とは？
　（2）後見制度支援信託の利用の検討
　（3）後見制度支援信託を利用する場合の手続きの流れ
　（4）後見制度支援信託を利用することによる効果
　（5）後見制度支援信託の利用を検討するにあたっての留意点
　（6）信託契約締結後の財産管理

●サブメニュー
　（1）保佐とは
　（2）補助とは

35分 最高裁判所 2014年

人権11 わかりやすい成年後見制度の手続き

●本編
　（1）成年後見制度とは
　（2）成年後見制度を利用するにあたっての留意事項
　（3）家庭裁判所における手続きについて（主に後見について）
　（4）成年後見人の役割・義務・責任

●後見制度支援信託とは？
　（1）後見制度支援信託とは？
　（2）後見制度支援信託の利用の検討
　（3）後見制度支援信託を利用する場合の手続きの流れ
　（4）後見制度支援信託を利用することによる効果
　（5）後見制度支援信託の利用を検討するにあたっての留意点
　（6）信託契約締結後の財産管理

●サブメニュー
　（1）保佐とは
　（2）補助とは

35分 最高裁判所 2014年



分類 題名 概要 時間 企画・製作・発行 発行年

人権12 わかりやすい成年後見制度の手続き

●本編
　（1）成年後見制度とは
　（2）成年後見制度を利用するにあたっての留意事項
　（3）家庭裁判所における手続きについて（主に後見について）
　（4）成年後見人の役割・義務・責任

●後見制度支援信託とは？
　（1）後見制度支援信託とは？
　（2）後見制度支援信託の利用の検討
　（3）後見制度支援信託を利用する場合の手続きの流れ
　（4）後見制度支援信託を利用することによる効果
　（5）後見制度支援信託の利用を検討するにあたっての留意点
　（6）信託契約締結後の財産管理

●サブメニュー
　（1）保佐とは
　（2）補助とは

35分 最高裁判所 2014年

他5
高齢者の暮らしを守る防犯対策
ちょっと待った！泥棒・・・

●高齢者の暮らしを守る防犯対策 （社）日本防犯設備協会　 2007年

他11
高めよう！「見守り力」
～高齢者・障害者の消費者被害を防ぐために～～

(基礎編）
●エピソード①小さな気付きが第一歩　故郷の母が消費者被害にあっている!?
●エピソード②「気付き」を「つなぐ」　　母は見守りのお陰で、被害の一部が回復で
　　きた
●エピソード③「声かけ」は小さな勇気から　勇気を出して声をかけ、被害が防げ
　  た！
●エピソード④みんな消費者、皆で見守ろう　知的障害者・発達障害者の場合

(応用編）
●高齢者・障害者の消費者トラブルの現状と特徴
●高齢者・障害者の消費者被害と見守り
●消費生活センターの役割

40分 消費者庁 2016年


