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番　号 D　　V　　D　　名 時間 内　　　　　　　　　　　　　　容 制作年

DC-001
痴呆の人から学ぶ～クリス
ティーン・ブライデン講演より

56分

　ﾊﾟｰﾄ1．診断を受けた当初の状況、その後の状況など
から必要な支援について学ぶ//ﾊﾟｰﾄ2．障害のために
どのような体験をしているかについて学ぶ//ﾊﾟｰﾄ3．認
知症の人が求めるｹｱについて学ぶ

2005

DC-002 介護の新しい視点ＩＣＦ 25分
　１．認知障害をとらえるICFの視点　２．医学ﾓﾃﾞﾙと社
会ﾓﾃﾞﾙによる介護　３．ICFの視点を活かしたｹｱの実践
４．ICFの分類をｹｱに活かす

2006

DC-003
利用者のニードと食事・入浴・
排泄におけるケア

38分
　１．ICFの視点から見直す食事の介護　２．ICFの視点
から見直す入浴の介護　３．ICFの視点から見直す排泄
の介護

2006

DC-004 ＩＣＦの視点によるケアプラン 25分
　１．ICFの障害のとらえ方　２．ICFの視点を活かすｹｱ
ﾌﾟﾗﾝ　３．本人の可能性を活かす介護

2006

DC-005
いつまでも自分らしく生きるた
めに

26分

　認知症の母親を息子夫婦が様々なシステムを利用
し、介護する様子。老後を自分らしく生きるとはどのよう
なことか、また、介護に関わる者として、共に目指すケア
とは何なのかを考える。

2006

DC-006 はりのある生活をめざして 28分
　介護認定では要支援である比較的元気な2人の高齢
者が自分の生活をどのように組み立てているかを描く。

2006

DC-007 歩くことが自立への一歩 25分

　麻痺のある高齢者が、施設から在宅へのﾌﾟﾛｾｽの中
で、PTやOTなどの協力を受け、自立歩行のための具
体的な目標を設定する過程や退所後のﾘﾊﾋﾞﾘによって
杖を使って散歩できるまでに回復する過程を追う。

2006

DC-008
介護現場のリスクマネジメント
施設編　第1巻

28分

　富山県の特養での転落事故から介護現場における「ﾘ
ｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」とは？を考える。事故原因の発生からその
後の対応、個別ｹｱの重要性、再発防止に向けての取り
組みなど。

2005

DC-009
介護現場のリスクマネジメント
施設編　第2巻

29分
　「利用者の満足」をﾓｯﾄｰとした「ｸﾛｽﾊｰﾄ栄・横浜」での
ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを意識したよりよい介護への取り組みのよう
す。

2005

DC-010
看護・介護職のための“持ち上
げない”移動・移乗技術

37分

　●技術の基本原理　●利用者に合わせた介助方法
の選択　●持ち上げる動作の限界　●基本的な技術の
紹介/ﾍﾞｯﾄﾞ上の移動・仰臥位から側臥位へ・ﾍﾞｯﾄﾞから
車いすへ　など

2006

（ 高 齢 者 福 祉 ）
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DC-013
核心をはずさない相談援助面接の技法

面接への招待 118分

「電話によるｲﾝﾃｰｸ」と「訪問による面接」をとおして、相
談援助面接のひとつの事例を１時間のﾄﾞﾗﾏとして再現。
相談援助面接に用いられる知識や技法を徹底解説。
保健・医療・福祉のあらゆる領域で働く対人援助職者に
とって応用が可能。

2007

DC-014
虐待防止シリーズ
高齢者虐待
－尊厳を奪わないために－

26分

介護をされる側、する側ともに、行政や民間の介護サー
ビスを受けることに引け目を感じ、虐待を我慢し、介護
の負担を家庭内で抱え込んでしまう現実がある。対応
法をわかりやすく解説している。

2008

DC-015
認知症の基礎知識とケア
第4巻　認知症の支援
～ケアの手がかりと周辺症状への対応～

21分

患者が早期診断を受け、自身の生活を可能な限り維持
し、家事援助ｻｰﾋﾞｽや通所ﾘﾊﾋﾞﾘ等の制度を利用しなが
らの在宅介護から、やがて施設ｹｱへと移行するﾌﾟﾛｾｽ
を追って、その対応の仕方を理解する。

2007

DC-016
認知症の基礎知識とケア　第5
巻　人権の擁護と施設リスク管
理

29分

虐待防止法、成人後見制度、個人情報保護法、地域福
祉権利擁護事業など、高齢者の権利擁護に関わる法
律、制度の概略を理解する。 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など。

2007

DC-017
古武術式
カラダにやさしい介助術
介護福祉士　岡田慎一郎

60分

体を痛める介護に、新風。筋力に頼らない体の使い方
で負担を軽く！日本古来の身体操法を独自に介護へ
応用。  武術家甲野善紀氏に師事し、共同開発した介
護術。

2006

DC-018
古武術式
続　カラダにやさしい介助術
介護福祉士　岡田慎一郎

70分

ＴＶ・雑誌で話題騒然の楽らく介護術の実践篇！
ﾒﾃﾞｨｱで話題沸騰の前作には収録していない新しい介
護術が満載！武術家甲野善紀氏に師事する気鋭の介
護福祉士、岡田慎一郎のＤＶＤ第二弾。

2008

DC-019
ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ

vol.1 心の奥に気づくには？
　　[メッセージの読み取り]

30分

▼禁帯出▼ 認知症の方の、心の奥から発しているメッ
セージに「気づき」、「解釈」し、「ケア」を行うことが求め
られる。 「目を見て」「本人の声を傾聴して」、心の奥に
気づくにはどうすれば良いかをドキュメンタリーで紹介。

2006

DC-020
ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ

vol.2 居場所探し
　　　[帰宅願望]

30分
▼禁帯出▼ 突然外出や歩き回りをされる認知症の方
の、理由や原因に「気づき」、どのように支援していくか
をまとめた一本。

2006

DC-021
ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ

vol.3 おいしく食べるには？
　　　[食のケア]

30分

▼禁帯出▼ 入居を拒んで拒食した方や、手づかみで
食べる方へのケアを通して、身体的・心理的・状況的・
環境的要因による行動障害の背景を明らかにしていく。
更に食べたい意思を実現するための「メニューづくり」の
様子を紹介。

2006

DC-022
ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ

vol.4 気持ちのよい排泄とは？
　　　[排泄のケア]

30分
▼禁帯出▼ ひとり一人の排泄パターンを把握＆記録
し、その人の自尊心を傷つけない、ソフトな誘導のケア
技術が大切であるということを確認する。

2006
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DC-023
ひとり一人が輝く認知症ケアシリーズ

vol.5 不安や怒りの裏づけ
　　　[不穏・興奮・攻撃]

30分
▼禁帯出▼　突然、怒り出す方の例をもとに、認知症の
興奮や怒りといった行動障害の実態を明らかにする。ま
た、興奮状態を鎮めるチームケアの効果を紹介。

2006

DC-024 認知症の人といっしょに生きる 68分

認知症による行動障害への適切なかかわり方を、生活
場面で、事例対比をもとに解説。さらに、利用者主体の
サービスのために事業者はどのような職場改革を行うべ
きなのか、また地域はどのように本人や家族を支えるの
かを映像でわかりやすく伝える。

2008

DC-025
福辺流介助術　上
～介助する人、される人に負担
のない技法～

50分

双方に負担の少ない福辺流介助術の特徴や心得を講
義形式で説明し、基本となる実技をていねいに解説しま
す。無駄な力を使わない効率的な技法でありながら、相
手の意欲と力を引き出す、テクニックを伝授。

2010

DC-026
福辺流介助術　下
～介助する人、される人に負担
のない技法～

48分
実技ではベッドから車イスへの移乗、寝返り、起き上がりに
ついて、ていねいに解説します。　上巻とあわせてさらに納
得の介助法が学習できます。

2010

DC-027

在宅介護の基礎と実践　①
在宅介護の進め方/
体を動かす介助

53分
①在宅介護を始める時②介護体制を整える③好ましい住
環境①大切な基本動作②ﾍﾞｯﾄﾞの上の介助③立ち上がり
や歩行の介助

2007

DC-028
在宅介護の基礎と実践　②
食事のお世話と工夫/
健康チェック・薬の服用

52分
①お年寄りの体と食事　②お年寄りに合った調理方法　③
食事の介助④自助具の活用
①健康ﾁｪｯｸのﾎﾟｲﾝﾄ②薬の服用と管理

2007

DC-029
在宅介護の基礎と実践　③
排せつの自立と介助/
清潔の介助と工夫

60分
①ﾄｲﾚの工夫と介助②便器の介助③おむつの介助
①入浴の準備②清拭・部分浴のお世話　清拭の介助

2007

DC-030
在宅介護の基礎と実践　④
床ずれの知識・防ぎ方/
衣類の選び方と着替えの介助

54分
①床ずれの基礎知識②床ずれの予防とｹｱ
①着替えの効用②衣類の選び方③着替えの介助

2007

DC-031
在宅介護の基礎と実践　⑤
応急処置の心得/
お年寄りが気をつけたい病気

54分
①入浴の知識と介助②清拭・部分浴の世話
①お年寄りの病気の特徴　②気になる症状とかかりやすい
病気③心のケアの大切さ

2007

DC-032
在宅介護の基礎と実践　⑥
認知症の始まり/
認知症：その進行とリハビリ

58分
①痴ほう症とは②接し方とリハビリ③施設や病院を積極的
に利用する
①痴ほう症の進行　②対応と治療③社会と共に生きる

2007
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DC-033
在宅介護の基礎と実践　⑦
家庭でのリハビリ/
言語障害のリハビリ

58分

①生活のためのリハビリ　②リハビリを成功させる3つのポイ
ント　③心のリハビリ
①言語障害の基礎知識②家庭でのお世話　③有効なグ
ループ訓練

2007

DC-034
在宅介護の基礎と実践　⑧
上手な睡眠/
寝たきりを防ぐ

52分
①お年寄りの睡眠について　②生活のリズムを整える～安眠の促
進・足浴　ほか　③寝室の環境づくりと寝具の選び方
①寝たきりという症状　②寝たきりゼロへの10か条

2007

DC-035
在宅介護の基礎と実践　⑨
お年寄りを理解する/
住まいの工夫

52分
①お年寄りの大切さ②お年寄りの体を理解する
①お年寄りと住宅改造②住宅改造の基本的な条件、相談
窓口

2007

DC-036
在宅介護の基礎と実践　⑩
便利な福祉機器/
在宅介護の相談と支援

57分

①福祉機器の効用と選び方　②福祉機器の種類と使い方
③これからの福祉機器
①在宅で受けられる介護支援サービス②在宅介護支援セ
ンター　③その他の相談窓口

2007

DC-037
潜在力を引き出す介助
部分介助＆拘縮へのアプローチ

75分
利用者の力を引き出す技法と見る見る効果の出る拘
縮へのアプローチ。部分介助の理解に必要な動作の
評価項目シートつき。

2012

DC-038
介護職員初任者研修補助教材
DVD-A
職務の理解編

36分

実際の介護の現場を撮影した映像で、訪問介護・施
設介護の1日の業務の流れを例として紹介。利用者
の方々とのコミュニケーションや、多職種連携につい
て理解を深める。

2013

DC-039
介護職員初任者研修補助教材
DVD-B
基本介護技術編

135分
本編…●体位・姿勢交換●移動の介護●衣服着脱の介護
●入浴の介護●身体の清潔●食事の介護●排泄の介護
特典映像/　解説ブックレット1冊あり

2013

DC-040
よりよい介護を目指して
-高齢者虐待防止
　介護従事者研修用映像

26分

介護施設等において高齢者虐待が発生する背景には、「不適切
なケア」の存在の放置がある。介護従事者の気づきを促し、利用
者の立場に立った、よりよい介護を目指して、介護施設等による
自発的な課題発見や日々のケア改善につなげる。

2014

DC-041
よりよい介護を目指して
-高齢者虐待防止
　介護従事者研修用映像

26分

介護施設等において高齢者虐待が発生する背景には、「不適切
なケア」の存在の放置がある。介護従事者の気づきを促し、利用
者の立場に立った、よりよい介護を目指して、介護施設等による
自発的な課題発見や日々のケア改善につなげる。

2014

DC-042

認知症の生活障害かかわりかた
研修用DVD
気づき力を育てる
ドキュメント映像で学ぶDVD教材

65分

▼禁帯出▼
利用者のうまくできないことに気づき、支援できる「かかわりかた」
を学ぶ！
第1回 基礎知識編（12分）  第2回 食事支援編（20分）
第3回 整容支援編（18分）  第4回 排泄支援編（15分）

2014
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DC-043 なぜ、介護者が虐待を… 24分

齢者虐待の事例を再現ドラマでとらえていく。高齢者に対する虐
待の背景にある、介護者自身が問題を抱えているケースが多いこ
とを訴える。■高齢者虐待防止法について　平成18年4月1日に
施行された法律の説明。杉並介護者応援団の取り組み　介護者
の会の活動をとらえたもの。

2012

DC-044
椅子で体操
楽しいリハ＆レク体操・DVD版
全4巻収録

87分

専門家によってリハビリテーションの効果を計算した動作が全て
入っています。予防期や維持期に介護職が中心となって行うリハ
ビリテーション手法として有効です。声を出して、懐かしい歌と、体
操を楽しみましょう。

2010

DC-045

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

112分

ユマニチュードを初めて学ぶ人に向けて、わかりやすく解説する
入門編です。イヴさんの両親も認知症でした。自身の介護体験も
交えて、認知症の人の奥の特徴や対応する際の考え方や技術を
お伝えします。
また、ユマニチュードが生まれた背景やその哲学、≪見る≫≪話
す≫≪触れる≫など基本の技術についても語りつくします。

DC-046

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

68分

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《見
る》《話す》《触れる》など基本の技術を、インストラクターによる手
本の映像と解説で分かりやすくお伝えする実技編です。
認知症の介護でよくある「ご飯を食べてもらえない」、「服を着替え
てもらえない」などの困った状況はなぜ起きるのか、どのように対
応すればよいのかをミニドラマを交えて解説します。

DC-047

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-家族の実践
編

68分

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
た福岡市の取り組みや、ユマニチュードを実践して半年になる2
組の家族の実践を紹介します。
また、イヴ・ジネストさんが家族を訪問し、歯磨きの対処法や寝た
きりを防ぐ秘訣、認知症の“本人の力”を引き出す方法について
解説します。

DC-048
R70ごぼう先生の健康体操
～口腔体操編～

10分

メディアでもおなじみ、介護業界で大人気の介護体操を収録した
DVDです。椅子に座ったまま行える体操だから「楽しい・安心・
ちょうどいい」テレビを見ながらごぼう先生と一緒に健康体操をし
ましょう。

DC-049
あるっく A LOOK
-見えない・見えにくい高齢者へ
の理解と安全なサポート-

48分
見えない・見えにくい高齢者への理解と安全なサポートガイド「あ
るっく」は介護施設や病院で目の見えない見えにくい高齢者の方
たちとのコミュニケーションの向上に大いに役立ちます。

DC-050
高齢者福祉における職業倫理①
身体拘束廃止編 58分

高齢者虐待防止・身体拘束廃止の視点からの職業倫理を講義す
る。
1.講師紹介(3分)　2.あるべき実践(12分)　3.身体拘束による弊害
と抑制死(16分)　4.身体拘束禁止の対象となる具体的な行為(12
分)　5.抑制ゼロの取り組み(15分）　6.参考書籍の紹介

2018

DC-051
高齢者福祉における職業倫理②
高齢者虐待防止編 96分

高齢者虐待防止・身体拘束廃止の視点からの職業倫理を講義する。
1.講師紹介(3分)　2.高齢者虐待の定義(14分)　3.氷山の一角～施設内
虐待とは(18分)　4.尊厳を冒す行為(11分)5.虐待を生まない組織に大切
なこと(8分)　6.不適切なケアを見抜く目を持つ～本当のゴールとは(16分)
介護職員のための虐待予防チェックシート(7分)　8.ケアホーム西大井こう
ほうえんの取り組み

2018

DC-052

わかりやすく！働き盛り世代の介
護保険制度を学ぼう
～もしもあなたやあなたの家族に
こんな事が起きたら～

28分
万が一事故や病気で障害を持った時にどうしたらよいのか。どの
ような公的制度を利用できるのか。またその申請方法や流れは？
元気で余裕のある今、学んでおきましょう！

2018
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DC-053

わかりやすく！お年寄り世帯の
介護保険申請方法
～元気な今、知っておこう！学ん
でおこう！～

30分

お年寄り世帯の特徴を知っていただき、孤立しがちなお年寄り世
帯をご家族や周りの皆様でサポートできたらいいですね！今、
困っているお年寄りはもちろん、周りの皆様にも参考になるＤＶＤ
です。

2018

DC-054
認知症セミナー：うつと幻覚・妄
想

163分

認知症の第一人者がわかりやすく解説/　あやふやな知識、誤っ
た誤解を徹底解消
認知症の世界、医学知識、介護など、知りたいことがわかる/　介
護職＆ケアマネ＆看護師＆家族介護者の方たちに最適/　職場
研修や試験対策にも役立つ優れた教材

2015

DC-055
R70
ごぼう先生の令和イス体操：1
テクテク運動編

１３分

正しくより楽しく!　できない方が効果的!　2歳から100
歳まで楽しめるイスに座った体操を紹介します。1は、
骨と筋肉の今の元気を維持するテクテク運動編を収
録。

2019

DC-056
R70
ごぼう先生の令和イス体操：2
モグモグ食事編

11分

正しくより楽しく!　できない方が効果的!　2歳から100
歳まで楽しめるイスに座った体操を紹介します。2は、
おいしく食べられる元気を維持するモグモグ食事編
を収録。

2019

DC-057
R70
ごぼう先生の令和イス体操：3
ドキドキ脳活編

１４分
正しくより楽しく!　できない方が効果的!　2歳から100
歳まで楽しめるイスに座った体操を紹介します。3は、
楽しかった!でOK。ドキドキ脳活編を収録。

2019

DC-058
身体拘束・虐待防止研修
vol.1虐待防止編・vol.2身体
拘束防止編

22分
高齢者ケア・障害者支援に関わる誰もが受講を義務
付けられている虐待防止研修を映像化。

2020

DC-059

長編動画毎日がアルツハイ
マー Everyday is
alzheimmer's
この家族に元気をもらう

93分

関口監督が認知症と診断された母と2年半にわたり向
き合い、撮り続けた「長編動画」。
現在進行形のせきぐち一家の「毎アル」な日々をご覧
あれ。

2012

DC-060

長編動画毎日がアルツハイ
マー2 Everyday is
alzheimer's : 関口監督、イギ
リスへ行く編

51分

母との生活の中で、「パーソン・センタード・ケア
(P.C.C.＝認知症の本人を尊重するケア)」という言葉
に出合った関口監督は、自ら、認知症介護最先端の
イギリスへ飛びます。認知症ケアにとって本当に大切
なこととは-。

2014

DC-061

毎日がアルツハイマーザ・
ファイナル最期に死ぬ時.
Everyday is alzheimer's : ド
キュメンタリー映画

72分

超人気ドキュメンタリー映画シリーズがついに完結！
関口監督が国内外の医療、ケア施設を訪れ、緩和ケ
アに始まり、安楽死や自死幇助を含めた多様な死の
あり方を考察します。

2018

DC-062 みんなの認知症予防ゲーム 67分
認知症の予防を目的とし、20のゲームを集約して構
成。リハビリにもよく、コミュニケーションゲームとしても
幅広い世代が楽しめます。

2017
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DC-063

認知症をもつ人と
共に歩むケア・社会へ
英国と日本におけるパーソ
ン・センタード・ケア実践の
様々な取り組み

120分

英国、日本のパーソン・センタード・ケア実践者、研究者を
迎えて、2017年6月におこなわれた講演会を収録。よい組
織文化の７つの特徴、パーソンセンタードモデル、パーソ
ン・センタードなケアプランについて紹介。

2019

DC-064
ミッケルアート映像版：5
井戸端会議

30分

「ミッケルアート映像版」は、認知症周辺症状の改善に有効
性が確認されているミッケルアートRに、懐かしさ感じる効果
音やナレーションによる問いかけを加えたものです。介護
者の負担減を重視して製作しており、見る人がお一人でも
楽しめます。

2018

DC-065
3つの頭の体操つきみなさん
といっしょ!ごぼう先生と大笑
いライブ!イス体操

60分

こんな時代だからこそ、みなさんとワイワイつながりたい！
 1人ではなく家でもみなさんといっしょに体操をしているよう
な温もりを届けます。
ごぼう先生のお話しや、やり取りも楽しい！ライブ体操で
す。

2021
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