
ビ デ オ テ ー プ　編
（２７０本）



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

きょうの健康　家庭の医学（全１０巻）

1   ①高血圧
●高いままでいると　●食事と運動
●若い人の治療　●お年寄りの治療

５８分 ９８年

2   ②糖尿病からあなたを守る
●検査の意味　●安心は禁物　境界型
●食生活のアドバイス　●運動のアドバイス

５８分 ９８年

3   ③心臓病
●症状のない心筋虚血　●心筋虚血の最新治療
●気になる不整脈　●リハビリテーション

５８分 ９８年

4   ④脳梗塞
●サインを見逃すな　●痴呆との関係
●再発を防ぐ　●リハビリテーション

５８分 ９８年

5   ⑤４０代からの健康管理
●がんに備える　●心筋梗塞に備える
●脳卒中に備える　●心の病に備える

５８分 ９８年

6   ⑥健康診断で異常があったとき
●高コレステロール値　●高い血糖値
●肝機能　●高尿酸値

５８分 ９８年

7   ⑦いざという時
●突然の頭痛　●突然の意識障害
●突然の呼吸困難　●突然の腹痛

５８分 ９８年

8   ⑧入浴健康法
●疲労回復のコツ　●血圧にやさしい入り方
●肩こり・腰痛予防　●胃腸を整える

５８分 ９８年

9   ⑨高齢者のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
●介護のポイント　●寝たきりにならないために
●在宅ケアをする時　●施設に入る時

５８分 ９８年

10   ⑩更年期を明るく
●体はこう変わる　●心の不安を除く
●成人病の対策　●治療法選択のヒント

５８分 ９８年

救急医療　ビデオ講座

11 　①観察と判断
●意識障害の観察　●呼吸の観察
●脈拍の観察　●出血の観察
●骨折の観察

２８分 ９９年

12 　②起動確保と搬出(Ⅰ)
●異物除去法　●起動確保
●一人で搬出するやり方

２５分 ９９年

13 　③人工呼吸と搬出(Ⅱ)
●二人以上で搬出するやり方
●口対口人工呼吸法　●口対鼻人工呼吸法
●人工呼吸に伴う胃膨満の対策

２５分 ９９年

編集：ＮＨＫ ＮＨＫソフトウェア

監修：日本医科大学教授
大塚敏文

企画製作：新世出版㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

14 　④心マッサージと人工呼吸の組み合わせ
●胸骨圧迫式心マッサージ
●救助者一人の場合の組合せ
●救助者二人の場合の組合せ　●幼児の場合

２３分 ９９年

15 　⑤止血法と包帯法
●直接圧迫止血法　●間接圧迫止血法
●ショック　●包帯法の基本パターン
●三角巾の折り方

２１分 ９９年

応急手当ビデオシリーズ　これだけは知っておきたい応急手当

16     応急手当の基本①
●命を助ける応急手当
●急病の時の応急手当

２０分 ９７年

17     応急手当の基本② ●事故やけがの応急手当 ２７分 ９７年

18     お年寄りの応急手当 ●緊急時の対応・気になる症状への対応 ２２分 ９７年

おまかせくださいあなたの老後　社会資源を知る

19
　　第１巻　介護支援専門員（ケアマネジャー）
　　　　　　　　の役割

８分 ００年

20
　　第２巻　自宅に訪問してもらい
　　　　受けるｻｰﾋﾞｽⅠ

居宅療養管理指導・訪問看護と訪問ﾘﾊ １０分 ００年

21
　　第３巻　自宅に訪問してもらい
　　　　受けるｻｰﾋﾞｽⅡ

訪問介護・訪問入浴介護 １６分 ００年

22     第４巻　自宅から通所して受けるｻｰﾋﾞｽ　 短期入所・通所介護・通所ﾘﾊ １６分 ００年

23     第５巻　自宅の設備などを整えるｻｰﾋﾞｽ　
福祉用具の貸与
購入費および住宅改修費

１０分 ００年

24     第６巻　その他の居宅介護ｻｰﾋﾞｽ　
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護

７分 ００年

25     第７巻　施設介護ｻｰﾋﾞｽ　
介護老人福祉施設・介護老人保健施設
介護療養型医療施設

１６分 ００年

26     第８巻　生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　
老人福祉ｾﾝﾀｰ・公民館
憩いの家

１４分 ００年

監修：広島文教女子大学人間科学部教
授　蛯江紀雄

製作：（株）ﾃｯｸ映像ｱｶﾃﾞﾐｰ

監修：日本赤十字社医療センター看護
部　看護部長：森光徳子

監修：日本医科大学教授
大塚敏文

企画製作：新世出版㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

地域支援コーディネートマニュアル

27

    第１巻  地域支援システムと
                  コーディネート
　　～在宅介護支援センターと
　　　　　　コーディネート機能～

●日本の高齢化社会と在宅介護支援センター
●在宅介護支援センターの成り立ち
●地域型在宅介護支援センターの役割
●基幹型在宅介護支援センターの役割　他

２０分 ０３年

28
    第２巻  コーディネート力
                基礎編
　　～コーディネートの定義と手法～

●コーディネートの定義
●連携の一致点の作り方
●コーディネートは人脈づくり
●全人脈マップをつくる

１８分 ０３年

29

    第３巻  コーディネート力
　　　　　　　  ステップアップ編
　　～マインドマネジメントと
　　　　モチベーションスキル～

●コーディネーターのマインドマネジメント
●ネガティブタイプとポジティブタイプ
●コーディネートシーン
●モチベーションスキル

１８分 ０３年

30

    第４巻  実践コーディネート術
　　　　　　　   ケース対応別編
　　～一人暮らし・老老・同居
　　　　・近距離・遠距離・痴呆性高齢者～

●一人暮らし高齢者のケース
　（実態把握・介護予防プラン）
●同居介護のケース
　（担い手の数・健康度・介護のイメージ）　他

２６分 ０３年

31

    第５巻  実践コーディネート術
　　　　　　　   地域資源・ネットワーク編
　　～住宅改修・福祉用具
　　　・NPO・ボランティア
　　　・老老所・商店街・地域福祉計画～

●第１部　「暮らしの場」を支える
　（住宅改修・福祉用具）
●第２部　「暮らし」を支えるネットワーク
　（福祉系NPOとの連携・ボランティア、老老所、商
店街との連携・地域福祉計画との連携）

２９分 ０３年

32 家族に痴呆（ぼけ）がおこった時
●痴呆を正しく理解するために
●介護するにあたって　他

監修：長谷川和夫
企画：(福)全国社会福祉協議会

製作：第一法規出版㈱ ２０分 ９０年

33
在宅介護をはじめるために
－ねたきりをふせぐ―

●介護するにあたって
●一日の流れにそって介護してみましょう　他

監修：竹内　孝仁
企画：(福)全国社会福祉協議会

製作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分 ９０年

寝たきり老人ゼロ作戦（全３巻）

34 　　①寝たきり老人ゼロをめざして ３０分

35 　　②生きる意欲を支えるもの ３０分

36 　　③地域ケアの実現 ３０分

出演：高室　成幸（ケアタウン総合研究
所所長）

制作・発行：日本シネセル株式会
社

制作・NHKソフトウェア 発売：第一法規出版㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

痴呆性老人の家庭介護

　　①痴呆の理解と支援サービス
●痴呆に気付くとき　●痴呆とは　●何処へ
●介護の重要性
●在宅保険福祉サービスの利用　他

３０分

　　②家庭介護の実際
●家庭介護の基本的な心構え
●日常生活についての介護
●問題行動への対応

３０分

38 快適介護のお手伝い　高齢者のための福祉機器アドバイス
制作協力：兵庫県社会福祉事業団　玉
津福祉センター

制作・企画：兵庫県高齢者生きが
い創造協会

１８分 ９０年

39
知って安心　使って重宝
　　―高齢者と福祉機器―

制作協力：東京シネ・ビデオ㈱
制作：社会福祉・医療事業団
（財）長寿社会開発センター

３０分

これからの総合在宅ケア　　訪問看護在宅ケア推進モデル事業（全２巻）

　　①箕面市、松戸市、遠野市、松本市 ４０分 ９１年

　　②三本木町、羽咋市 ３０分 ９１年

37

40

制作協力：保健福祉・政策情報センター 企画・制作：第一法規出版㈱

監修：厚生省大臣官房老人保健福祉部
制作：社会福祉医療事業団、
　（財）長寿社会開発センター



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

ビデオで学ぶ介護の基礎知識（全１４巻）

41 　　①社会福祉概論
監修：一番ヶ瀬康子
（日本女子大学教授）

４５分

42 　　②老人福祉論
監修：前田大作
（日本社会事業大学教授）

５０分

43 　　③障害者福祉論
監修：小島蓉子
（日本女子大学教授）

５０分

44 　　④リハビリテーション論
監修：小川孟
（横浜市総合リハビリテーションセンター
長）

４５分

45 　　⑤社会福祉援助技術
監修：吉澤英子
（大正大学教授）

４０分

46 　　⑥レクリエーション指導法
監修：薗田碩哉
（日本レクリエーション協会人材開発本
部長）

４０分

47 　　⑦老人・障害者の心理
監修：三澤義一
（筑波大学教授）

５０分

48 　　⑧家政学概論
監修：林雅子
（文化女子大学教授）

４５分

49 　　⑨栄養・調理
監修：吉松藤子
（大妻女子大学教授）

４０分

50 　　⑩医学一般
監修：岡上和雄
（中央大学教授）

５５分

51 　　⑪精神保健
監修：大塚俊男
（国立精神・神経センター精神保健研究
所老人精神保健部長）

５５分

52 　　⑫介護概論
監修：中島紀恵子
（日本社会事業大学教授）

５０分

53 　　⑬介護技術
監修：中島紀恵子
（日本社会事業大学教授）

５５分

54 　　⑭障害形態別介護技術
監修：中島紀恵子
（日本社会事業大学教授）

５０分

発行：ＮＨＫエデュケーショナル・
中央法規出版



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

55 みんながいきいき在宅介護 企画・編集：全国社会福祉協議会 制作：第一法規出版㈱ ３８分

ビデオで見る老人保健福祉計画

56 　　①老人保健福祉計画の基本的な考え方 ２７分

57 　　②市町村における老人保健福祉計画への取り組み ３６分

58 　　③老人保健福祉計画作成の実務 ４３分

　　①寝たきりの原因と予防 ２７分 ９２年

　　②寝たきりを防ぐ地域の活動：彦根市、三本木町 ３０分 ９２年

ビデオで学ぶ　老人訪問看護制度

60 　　①老人訪問看護制度の概要 ２２分

61 　　②老人訪問看護ステーション　開設のノウハウ ２２分

62 　　③老人訪問看護ステーション　事例Ⅰ ４０分

63 　　④老人訪問看護ステーション　事例Ⅱ ３６分

64 　　⑤老人訪問看護ステーション　事例Ⅲ ４０分

寝たきりにならないために・させないために
　寝たきり老人ゼロ作戦（全２巻）

59

企画：中央法規出版
発行：中央法規出版
ＮＨＫエデュケーショナル

監修：厚生省大臣官房老人保健福祉部 企画・制作：第一法規出版㈱

監修：京極高宣（日本社会事業大学教
授）
推薦：厚生省老人保健福祉局　老人福
祉計画課・老人保健課

発行：中央法規出版
ＮＨＫエデュケーショナル



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

在宅介護のための住宅改造（全２巻）

　　①「住宅改造相談」編 ３０分 ９３年

　　②「高齢者にやさしい住宅改造のポイント」編 １９分 ９３年

痴呆性老人の理解と介護（全２巻）
　－希望ある明日のために－

　　①痴呆性老人の理解 １８分 ９３年

　　②痴呆性老人の介護と支援サービス ２３分 ９３年

67 高齢者の在宅ケア　－保健・福祉の連携－
ホームヘルパー活動事例
　茨城県北相馬郡守谷町と岩手県東磐井郡藤沢
町の紹介

企画：（財）長寿社会開発センター ３０分 ９４年

新しい体位変換のテクニック

68 　　①自然な動きを知ろう ２０分

69 　　②基本的体位変換 ２０分

70 　　③応用的体位変換 ２５分

在宅ケア支援シリーズ
　　福祉用具(1)～(10)巻

71 　　①福祉用具（１）　移動編
「移動」を安全に行うための福祉用具とその使用
法、介護の方法について解説。

２７分

72 　　②福祉用具（２）　入浴編
入浴に対する正しい基礎知識と入浴を支援する機
器の解説。

２５分

73 　　③福祉用具（３）　排泄編
排泄等に対する正しい基礎知識と排泄の介助・工
夫についての解説。

３０分

66

65

監修：加倉井周一（東京大学医学部教
授）／寺山久美子（東京都立医療大学
教授）／野村歓（日本大学理工学部教
授）／村松秩（茨木県立医療大学教授）

企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱

企画：川島みどり
監修・指導：紙屋克子

制作：中央法規出版

企画・制作：保健・福祉政策センター 発売：第一法規出版㈱

企画・制作：保健・福祉政策センター 発売：第一法規出版㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

74 　　④福祉用具（４）　ベッド編
ベッドと関連用具に対する正しい知識を身につけて
いただくために製作したものです。

２５分

75
　　⑤福祉用具（５）
　　　　　食事編―食べる機能の改善

具体的な用具の利用紹介。摂食の際の人体メカニ
ズム・食べる機能障害を改善するために。在宅で
の自立した食生活などを紹介。

２９分

76
　　⑥福祉用具（６）
　　　　　自助具編―生活の幅を
　　　　　　　　　　　　　広げるために

自助具とは、日常の動作を少しでも自分でできるよ
う工夫した福祉用具のことです。その様々な使用例
と日常生活における工夫を紹介。

２６分

77
    ⑦福祉用具（７）
　　　　　住環境編―バリアフリーに向けて

在宅をリフォームしたり、改造を行っている実例を
通し、住環境整備の留意点を紹介。

２８分

78     ⑧福祉用具（８）　コミュニケーション編

障害や病気により「話す・聞く」などのコミュニケー
ション機能の障害に対する福祉用具の種類と使用
例を紹介。老人性難聴・言語障害・失語症も詳しく
ふれています。

２８分

79     ⑨福祉用具（９）　外出編
豊かな生活を送るために外出は重要なことです。
外出を助ける福祉用具を中心に紹介し、移動のた
えの手段・バリアフリーもふれています。

２８分

80     ⑩福祉用具（１０）　選定・導入ポイント
福祉用具の選定と導入のポイントを重要項目ごと
に沿って解説します。

２８分

81
高齢者ケアプランとは何か
（一人ひとりをみつめるチームケア）

推薦：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

企画・制作：中央法規出版 ４０分 ９５年

［老人訪問看護ステーション］運営の実際（全５巻）

82
　　①老人訪問看護制度の概要と
　　　　　　　　　　　ｽﾃｰｼｮﾝの開設

２５分 ９５年

83 　　②ｽﾃｰｼｮﾝの運営事例Ⅰ（宮城・兵庫）
●若林訪問看護ステーション【宮城県】
●西宮市訪問看護センター【兵庫県】

３４分 ９５年

84 　　③ｽﾃｰｼｮﾝの運営事例Ⅱ（長野・熊本）
●訪問看護ステーションなかの【長野県】
●阿蘇郡医師会訪問看護ステーション【熊本県】

３５分 ９５年

85 　　④ｽﾃｰｼｮﾝの運営事例Ⅲ（北海道）
●訪問看護ステーションみなみ【北海道】
●函館訪問看護ステーション【北海道】

３８分 ９５年

86 　　⑤ｽﾃｰｼｮﾝの運営事例Ⅳ（広島）
●御調町老人訪問看護ステーション【広島県】
●老人訪問看護事業協会の設立について

２７分 ９５年

監修：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

発行：中央法規出版・
ＮＨＫエディケーショナル

監修：加倉井周一（東京大学医学部教
授）／寺山久美子（東京都立医療大学
教授）／野村歓（日本大学理工学部教
授）／村松秩（茨木県立医療大学教授）

企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

ビデオで学ぶ在宅介護支援センター（全３巻） 　

87 　　Ⅰ在宅介護支援センター設立から運営 ２０分 ９６年

88
　　Ⅱ在宅介護支援センター
　　　　　　　　　　　一日の仕事の流れ

１８分 ９６年

89 　　Ⅲ在宅介護支援センター活動の実際
●郡山市星ケ丘在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
●延岡市中央在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
●大阪市「地域在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」ｼｽﾃﾑ

４５分 ９６年

90 おばあちゃん　はつらつ 企画：京都府寝たきり防止推進京都会議 １９分 ９６年

わかりやすい在宅介護のポイント（全４巻）

91 　　①介護の基本
●介護の心構え　●居住環境を整える
●寝たきりになる原因　●退院して…

３０分 ９５年

92 　　②朝の目覚めから午前中は･･
●生活のリズムを作る　●朝食の前に
●食卓　●排泄　●シーツ交換

３０分 ９５年

93 　　③午後の介護は･･･ ●体をきれいにする　●床ずれ ３０分 ９５年

94 　　④リハビリ、睡眠、応急手当

●寝ている姿勢を変える　●リハビリ
●介護者のための体操　●睡眠
●応急手当のいろいろ　●気分転換の散歩
●介護用品のいろいろ　●公的サービス

３０分 ９５年

95 老けてたまるか 制作：東映㈱　教育事業部 ２９分

96 いきいき老後 制作：東映㈱　教育事業部 ３０分

97
公的介護保険で変わるこれからの介護
　―制度の内容と利用方法―

これまでの福祉サービスと公的介護保険はどこが
違うのでしょうか？

監修：日本医科大学教授　竹内孝仁
　日本社会事業大学教授　村川浩一

制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３１分 ９８年

監修：松村静子（在宅看護研究センター
代表）

販売：㈱トップ・アイ

発行：中央法規出版
ＮＨＫエデュケーショナル

監修：厚生省老人保健福祉局老人福祉
計画課



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

すこやか家族のシルバー在宅介護（全２巻）

　　第１巻　片まひ・虚弱編 ３５分 ９７年

　　第２巻　寝たきり編 ３５分 ９７年

わかりやすい痴呆性老人の在宅介護（全２巻）

　　第１巻　老人性痴呆症とは？
　　　　　　　初期症状の特徴とその対応

３５分 ９８年

　  第２巻　問題行動と具体的介護方法
　　　　　　　支援制度・サービス

３５分 ９８年

100
困難事例等の対応技術 ケア計画の作成と記録・
報告の技術Ⅰ

独居で虚弱な高齢者への援助
痴呆高齢者と多くの困難を抱えた家族への援助

監修：山崎イチ子（愛知江南短期大学）
新津ふみ子（ケア・コーディネーション研
究所）

制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３５分 ９８年

101
困難事例等の対応技術 ケア計画の作成と記録・
報告の技術Ⅱ

重介護を要する家族への援助
監修：山崎イチ子（愛知江南短期大学）
新津ふみ子（ケア・コーディネーション研
究所）

制作：東京シネ・ビデオ㈱ ２５分 ９８年

介護の手引き（全３巻）

102     ①家庭介護の準備

●寝たきり老人の看護の心得
●寝室の整え方
●寝具の選び方と使用方法
●寝巻きの選び方・作り方

３０分

103     ②家庭介護の実際
●老人の食事　●楽な姿勢で寝かせるには
●体位の変え方　●床ずれの予防と手当
●敷布の取り替え方

３０分

104     ③寝たきりにさせないために
●排尿と排便の世話　●洗面と身じまい
●洗髪　●入浴　●身体を拭くには
●家庭でできるリハビリ

３０分

98

99

監修：平井淳（筑波大学名誉教授） 発売：日本サンテ㈱

監修：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

発売：第一法規出版㈱

監修：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

発売：第一法規出版㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

105      ①基礎編

大学進学を契機に親元を離れ独居生活に入る障
害者の生活を通してケアマネジメントがどのように
活用され、障害者の自立生活がどのように確立さ
れていったかを見ていくなかでケアマネジメントの
基本的な援助システムを理解する。

２７分

106      ②応用編１
●事例１　独居暮らしで寝たきりに近い男性高齢者
●事例２　脊椎ポリープで下半身不随となった女性
が夫やその両親の介護を受けて生活する。

３８分

107      ③応用編２

●事例３　痴呆性で寝たきりの高齢者を介護する
息子夫婦の介護の様子
●事例４　常時吸入・吸引を必要とし、食事もすべ
て経管栄養という重介護の男性を介護する妻

３８分

108
温かい心　確かな手　生活を支える仕事
      （ホームヘルパー養成講習ビデオ
　　　　　　　　　　　　　　　新２級課程）

●ケース１：高齢者世帯へのホームペルパーの援
助が利用者の寝たきりを克服し家庭崩壊の危機か
ら家族の絆を取り戻した事例。
●ケース２：高齢者介護の中でも大変に難しいとい
われる痴呆性高齢者にかかわるホームヘルパー
の仕事を見ながら、痴呆性老人への理解と日常生
活における介護のポイントを学ぶ。

  企画：東京都福祉人材開発センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３５分

〈ｼﾘｰｽﾞ〉在宅介護支援センター  ケアマネジメント（全２巻）

109      ①他人の世話にはなりたくない
　介護ニーズがあるのに福祉サービスを拒否する
人。明治・大正・昭和初期に生まれ育った人々の価
値観。それに対応しなければならない相談員。

２０分 ９７年

110      ②親をみるのは嫁のつとめ
　”嫁が親の世話をするのはあたりまえ”という世間
の風潮。寝たきりの姑の介護に疲れはてている
嫁。この現実を解決するためには？

２０分 ９７年

111 ホームヘルパーと ケアマネジメント

●ケアマネージメントに密接に関わるホームヘルプ
活動
●ケア計画作成・実施までのヘルパーの役割とモ
ニタリング

推薦：厚生省老人保健福祉局　老人福
祉計画課
監修・指導：大阪市立大学教授　白澤政
和

制作：ジャパン通信情報センター ３３分

 ケアマネジメントの技術
（ホームヘルパー養成研修実技講習指導者用ビデオ）

企画制作委員会：岩田克夫（全国在宅
介護支援センター協議会会長）／
蛯江紀雄（廿日市高齢者ケアセンター
長）／
高橋紘士（立教大学社会学部教授）／
時田智恵子（潤生園鴨宮ケアセンター）

製作：㈱テック映像アカデミー

企画：（財）長寿社会開発センター 製作：東京シネ・ビデオ㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

〈ｼﾘｰｽﾞ〉在宅介護支援センター　 鼎談  （全３巻）

112      ①なぜ必要か

　新ゴールドプランのめざす福祉サービスは、生活
を支える援助の実践です。ニーズの早期発見と、
利用者の立場から自立支援を行うことが、在宅介
護支援センターの役割です。

２０分 ９７年

113      ②その役割と機能

　利用者本位に徹し、設置母体にとらわれない公
平性・中立性を保つことが求められます。地域の
ネットワーク形成をすすめるためにも、新時代に向
かってその役割は重大です。

２０分 ９７年

114      ③相談員の役割
　”あそこに相談すれば何とかしてくれる！”住民の
信頼を得ることが、在宅介護支援センターの活動
の源泉です。相談員の自己研鑽が求められます。

２０分 ９７年

 高齢者ケアのための感染症予防（全５巻）

　身近な感染症予防である「手洗いの基本」から、
高齢者ケアの現場での感染の可能性が高い「Ｏ－
１５７」「ＭＲＳＡ」「Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎」「疥癬」の予
防について、分かりやすく解説していきます。

115      ①手洗いの基本

　高齢者のケアをする際にも、石鹸を使い流水で強
めにもみ洗いすれば、短時間でほとんどの菌を除
去できます。このビデオでは、最も身近で有効な感
染の予防対策である「手洗い」の基本と、一般的な
消毒薬をご紹介。

１２分 ９８年

116      ②Ｏ－１５７と食中毒

　病原性大腸菌Ｏ－１５７は、熱に弱く、一般的な食
中毒の予防法を守っていれば感染の心配はありま
せん。このビデオでは、食品の購入方法や保存の
ポイント、食材についた菌の除去、残った料理の保
存法、一般的な食中毒の予防法などについて解
説。

１４分 ９８年

117      ③ＭＲＳＡ
　ＭＲＳＡの除菌の方法や、保菌者に対してサービ
スを提供するときのポイントについて解説。

１３分 ９８年

118      ④Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎
　食事や排泄、入浴を介助するときのポイントや、
食器や器具、寝具の方法などについて解説。

１１分 ９８年

119      ⑤疥癬（ひぜんだに）
　疥癬の病状やその特徴、感染者のケアをするとき
のポイント、器具や寝具の消毒方法などについて
解説。

１１分 ９８年

監修・指導：香川県坂出保健所所長
西原修造

制作：㈱ジャパン通信情報センター

鼎談：岩田克夫（全国在宅介護支援セン
ター協議会会長）
蛯江紀雄（廿日市高齢者ケアセンター
長）
高橋紘士（立教大学社会学部コミュニ
ティー福祉学部教授）

製作：㈱テック映像アカデミー



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

 老人看護：アルツハイマー病（全３巻）

120      ①混乱状態への対応 ２８分 ９１年

121      ②退院後の計画 ２８分 ９１年

122      ③患者とのコミュニケーション ２８分 ９１年

123  嚥下困難介護マニュアル

嚥下の仕組み、嚥下障害の見極め方はもちろんの
こと、食前体操や口腔ケア・アイスマッサージの方
法、さらには、食事介護の実際に至るまでを、ＣＧ
や実写を折り混ぜ詳しく解説。

監修：松下秀明（熱川温泉病院リハビリ
テーションセンター言語療法科科長）

企画・制作：老人病院情報セン
ター／丸善㈱

３０分 ９８年

痴呆性老人の正しい介護 （全３巻）

124      ①老人性痴呆とは ３０分

125      ②介護の方法と実際 ３０分

126      ③早期発見と予防 ３０分

127
ビジュアル老人看護百科SALUS
ベッドサイドのリハビリテーション

●早期リハビリと看護
●急性期のリハビリ訓練
●リスク管理

監修：竹内孝仁（日本医科大学教授） 発行：㈱ダイレック ２０分 ９３年

128
ケアマネジメントと介護サービス計画
―介護支援専門員の活躍―

●事例１　ある訪問看護ステーションの取組みから
●事例２　在宅介護支援センターにおける介護支
援専門員の働き

監修：日本社会事業大学教授　村川浩
一

企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３７分

129 よりよい介護生活を送るために

●さまざまな介護サービスの利用で在宅生活を送
る
●福祉用具の活用で「ゆとり」をとり戻す
●夫婦の協力と地域の支援で痴呆の親を介護する

監修：金城大学副学長　井上千津子 企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱ ２８分

すこやかシルバー介護（全８巻）

130
　  ①寝たきりの人の介護１
　　　～在宅介護の準備～

●在宅介護の準備　●介護に適した部屋
●シーツの取りかえ方　●床ずれの予防
●体調チェック表　●福祉サービスについて

３０分 ９８年

制作・発行：ＮＨＫソフトウエア

監修：松村秩(東京都立医療技術短期大
学教授)

企画・製作：小学館プロダクション

翻訳・監修：島内節（東京医科歯科大学
医学部保健衛生学科教授）

オリジナル版制作：米国看護協
会出版部



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

131
　  ②寝たきりの人の介護２
　　　～からだをきれいにさわやかに～

●からだのふき方　●便器の使い方
●尿器の使い方　●おむつのけ方
●しものお世話　●自力でトイレに行く工夫

３０分 ９８年

132  　 ③楽しい食事の工夫
●歯が悪くなった人のための食事
●のみ込みが悪くなった人のための食事
●食が細くなったときの料理

３０分 ９８年

133  　 ④痴ほう症の人の介護

●痴ほう症の主な原因（アルツハイマー病、血管
性）
●痴ほう症の人に起きやすい症状
　（妄想、徘徊、せん妄、異常行動、暴力行為）
●一人で抱え込まないために

３０分 ９８年

134  　 ⑤寝たままできるリハビリ体操
●腹式呼吸と肩の運動
●股関節とひざの運動
●腰と腹筋の運動

３０分 ９８年

135  　 ⑥安心できる住まいの工夫

●家の中の危険なポイント
●玄関や居室の段差解消の工夫
●使いやすいトイレの工夫
●安全な浴室の工夫
●住宅改造のポイントと相談窓口

３０分 ９８年

136  　 ⑦便利な福祉用具の選び方

●ベッドの選び方　●車いすの選び方
●ポータブルトイレの選び方
●移動用リフトの種類
●福祉用具を選ぶポイント
●福祉用具のための助成制度

３０分 ９８年

137  　 ⑧知っておきたい福祉サービス
●福祉サービスの種類　●訪問サービス
●通所サービス　●入所サービス
●相談窓口

３０分 ９８年

138
痴呆になっても安心して暮らしたい
　　痴呆性高齢者グループホーム

●グループホームとは、なんのためのどんな住ま
いなのでしょうか？
●そこでの毎日は、どんな暮らしなのでしょうか？
●スタッフの関わりは？家族はどのように関わって
いる？

全国痴呆性高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協
会

２０分

ひとりで行う体位・変換と移動

139     体位
●麻痺の有無と基本体位のとらせ方
●諸事例における体位の工夫

１８分 ９１年

140     体位変換

●麻痺がない場合とある場合の援助…仰臥位から
側臥位にする。
●仰臥位から座位にする
●側臥位から座位にする

１５分 ９１年

141     移動
●座位にする　●椅子（車椅子）に座らせる
●ストレッチャーに移す
●歩行介助・車椅子での移動

企画・監修：日本赤十字社医療センター
看護部

制作・販売：㈱インターメディカ ２０分 ９１年

企画・監修：日本赤十字社医療センター
看護部

制作・販売：㈱インターメディカ

制作・発行：ＮＨＫソフトウエア



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

老人介護ビデオシリーズ　らくらく安心介護のコツ（全８巻）

142
    お年寄りの心とからだ
　　（お年寄りの体を知る・お年寄りの心を知る）

●お年寄りの体を知る＝内臓機能の衰え／運動機
能の衰え／感覚機能の衰え／その他の老化現象
●お年寄りの心を知る＝長い人生経験／老人扱い
は禁物／役立っている実感が大切／さまざまな心
の変化

２０分 ９８年

143     食事のお世話

●食べやすい調理の工夫●食べやすい姿勢づくり
●食事は家族といっしょに、和やかに●片麻痺で、
起きられる場合のお世話●寝床の上で食事をする
場合のお世話●寝たままで食事をする場合のお世
話●健康なお年寄りへの心づくい●問題がある時

２５分 ９８年

144     清潔のお世話(1)　入浴

●安全なお風呂場とは●入浴にあたって気をつけ
ること●入浴前の健康チェック●片麻痺があって
も、ひとりで入れる入浴法●介助が必要な時の入
浴法●介助する場合の体の洗い方●シャワー浴
や入浴サービス

２０分 ９８年

145     清潔のお世話(2)　清拭・部分浴

●寝たままでの体の拭き方（清拭）●手や足、陰部
の洗い方（部分浴）●ベッドで行う洗髪の方法●洗
顔・ひげそりのお世話●歯磨き・入れ歯洗浄のお世
話●整髪と目のお手入れ●鼻と耳のお手入れ●
爪と皮膚のお手入れ

２５分 ９８年

146     排泄のお世話(1)　トイレ・ポータブルトイレ

●安全で使いやすいトイレ●ひとりでトイレに行け
る場合●トイレで介助が必要な場合●ポータブルト
イレを使う場合＝ポータブルトレイの設置／片麻痺
があって、ひとりで使う場合／お世話が必要な場合
●排泄のお世話がうまくいくポイント●便秘を解消
するには

２０分 ９８年

147     排泄のお世話(2)　差しこみ便器・オムツ・失禁

●尿器の上手な使い方＝尿器の当て方／介助が
必要な場合●便器の上手な使い方＝便器の準備
／腰が上げられる場合／腰が上げられない場合●
オムツにする前に●オムツの上手な替え方●失禁
がある場合

２５分 ９８年

148     からだの移動

●上体を起こすお世話●ベッドから椅子への移動
法●立ち上がるお世話●車椅子の用い方●体を
動かすお世話のコツ●歩く時のお世話●転倒を防
ぐ安全対策●階段の上り下り●段差の越え方

２５分 ９８年

149     快眠のための工夫と床ずれ防止

●快適な寝具の選び方●シーツを上手に敷くには
●寝巻きの工夫と着せ替え方●快眠のための用
具の工夫●眠れない時のお世話●床ずれの原因
とできやすい部位●床ずれを予防しよう

２５分 ９８年

150
見て知る介護実習入門
　 Vol.1　介護保険制度と介護ｻｰﾋﾞｽ

原案監修：市川一宏（ルーテル学院大学
社会福祉学科教授）

製作著作：丸善株式会社 ２９分 ００年

 監修：日本赤十字社医療センター看護
部　看護部長　森光徳子

制作・販売：㈱インターメディカ



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

151
見て知る介護実習入門
　 Vol.2　介護施設とは

原案監修：平田文子（前三育学院短期
大学看護学科教授）

製作著作：丸善株式会社 ２６分 ００年

これからの痴呆介護のためのﾋﾞﾃﾞｵｼﾘｰｽﾞ　

152
　　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの実践から学ぶⅠ
　　グループホームで創る生活

京都・グループホームはつね ４０分

153
　　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの実践から学ぶⅡ
　　ぼけても　その人らしく

横浜・グループホーム青葉台 ４０分

三好春樹の老人介護実技教室

154     ①寝返りの自立法、介助法　基本編
「体位変換」はできても、「寝返り介助」ができない
看護婦や介護職では老人には関われない。老人主
体という新しい発想の寝返りの自立法・介助法。

３８分 ９７年

155     ②寝返りの自立法、介助法　応用編
高くて狭いベッド、柔らかいマットが老人の自発的
寝返りのじゃまをしています。床ずれの居所治療を
する前に老人の自発性を引き出そう。

３０分 ９７年

156
    ③起き上がりの自立法、介助法
　　　基本編

老人はなぜ寝たきりになるのか？それは自分で起
き上がれないからだ、というシンプルで実践的な立
場から”寝たきり脱出”の方法を提出する。

３３分 ９７年

157
    ④起き上がりの自立法、介助法
　　　応用・工夫編

老人と握手して思い切り握ってもらって下さい。痛
いくらいの力があれば一人で起き上がれるはず。

３３分 ９７年

158
    ⑤新しい介護の道具学
　　　　　　　　　　ゲスト・山田ゆたか

「高い・狭い・マットが柔らかい」ベッドが諸悪の根
源。

３１分 ９７年

159
    ⑥立ちあがりの自立法、介助法
　　　基本編

立ち上がりの動作の生理的曲線を知らずには介助
できない。

２５分 ９８年

160
    ⑦立ちあがりの自立法、介助法
　　　チェック編

介護用品や手すりの位置をチェックしてみよう。 ２４分 ９８年

161
    ⑧立ちあがりの自立法、介助法
　　　離床介助編、入浴介助編

介護者の腰痛予防と生活的入浴のために。 ２５分 ９８年

162
    ⑨床からの立ちあがりの自立法、介助法
   　　基本編

これで畳の生活もＯＫ。日本の老人の介助に必要
不可欠な方法論。

２５分 ９８年

163
    ⑩床からの立ちあがりの自立法、介助法
   　　応用編

片マヒ者の場合の床からの立ち上がり。 ２３分 ９８年

監修：生活とリハビリ研究所 指導：三好春樹

監修：高齢者痴呆介護研究・研修東京セ
ンター　主任研究主幹　永田久美子

発行：東京シネ・ビデオ㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

いつまでもすこやかに　自立した生活を送るために

164
    ①転倒・骨折予防(1)　なぜ必要なの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょう

　骨折のもとになる転倒を無くすために、転倒を引
き起こすさまざまな要因から、転倒・骨折の予防に
ついて考え転倒・骨折をおこさない日常生活におけ
る注意点や改善策について見ていきます。

２４分

165
　　②転倒・骨折予防(2)　転ばない体づくり
　　　～介護予防教室から～

　「転ばない体づくり」を中心に全国の介護予防教
室におけるプログラムや運営の手引となることを目
的に、東京都老人総合研究所との連携のもとに、
取り組んでいる板橋区の赤塚保険福祉センターの
取組。

２８分

高齢者のためのレクリエーション援助

166
　  ①高齢者レクリエーション援助の
　　　　　　　　　　　　　　　基礎的理解

要介護、支援高齢者の生活を理解した上で、どの
ような考え方と方法でレクリエーション援助を勧め
ていけば良いのか、基本的な考え方と流れを解説

１９分 ００年

167
　  ②高齢者の個人ニーズに応じた
　　レクリエーション（通所施設篇）

通所施設における、個人または仲間でできる様々
なレクリエーションを紹介。通所施設としてのレクリ
エーション援助のポイントやレクリエーションワー
カーとボランティアの関わり方を解説。
●手芸（きのこ作り）　●カレンダー作り　●音楽教
室　●絵画教室　●健康体操　など

２３分 ００年

168
 　 ③高齢者の個人ニーズに応じた
　　レクリエーション（入所施設篇）

入所施設で、要支援・要介護者等の個人・仲間で
出来るレクリエーションを紹介。レクリエーション
ワーカーの関わり方を解説。
●手芸　●書道　●絵画　●ぬり絵　●合唱　●気
晴らし（麻雀・囲碁）　●散歩　など

２３分 ００年

169  　 ④要支援高齢者のグループゲーム

要支援高齢者を対象としたレクリエーショングルー
プゲームを紹介。ゲームを展開するためのグルー
ピングのポイントや各ゲームの目的、レクリエーショ
ンワーカーの留意点などを解説。
●たぐりよせ　●お皿のせ　●コロコロ　●文字カー
ド・色カード　●足輪リレー　など

２７分 ００年

170  　 ⑤要介護高齢者のグループゲーム

目的意識・活動意欲のある要介護高齢者を対象と
したグループゲームを紹介。ゲームへの参加を促
す面接のポイントなどを解説。また各ゲームの目
的、ゲームを展開する上でのレクリエーションワー
カーの留意点をご紹介。
●連想ゲーム　●バックマンゲーム　●生け花　●
大掃除　●Ｅ．Ｔ　など

２５分 ００年

監修：　日本社会事業大学社会福祉学
部教授  千葉和夫／（財）日本レクリエー
ション協会

制作：丸善株式会社

監修：東京都老人総合研究所　副所長
鈴木隆雄

企画・制作・発行：東京シネ・ビデ
オ株式会社



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

171  　 ⑥痴呆症高齢者のグループゲーム

痴呆性の方ばかりのグルーピングではなく、一緒に
活動してくれる要支援や要介護の高齢者の参加を
歓迎するオープン的なグルーピングがゲームを活
性化し効果的です。レクリエーションスタッフの役割
や留意点にも触れます。
●砂文字　●ビュービュー　●ペーパーボール投げ
●ゆらしっこ玉入れ　●ピン倒し　など

監修：　日本社会事業大学社会福祉学
部教授  千葉和夫／（財）日本レクリエー
ション協会

制作：丸善株式会社 ２４分 ００年

172
共感的理解と基本的態度の習得
　－対人援助技術の基本－
（ホームヘルパー養成研修・実技講習用ビデオ）

事例１　利用者の視点とホームヘルパーの視点
事例２　利用者への援助と家族への援助

監修：上野谷加代子（桃山学院大学教
授）／小山隆（同志社大学助教授）／岩
間伸之（大阪市立大学講師）

企画：（財）長寿社会開発セン
ター
制作：東京シネ・ビデオ㈱

２９分 ００年

173
ぼけと向きあう日々
　―痴呆性老人の介護―

痴呆性老人を介護する家族が、痴呆をどのように
受け止め、支えていけば良いか、また介護する家
族も、される高齢者も追いつめられることなく生活し
ていくためにはどうしたら良いかを考えていただくと
共に、いくつかの例を通して痴呆性老人に対する
理解を深めていただくために制作。

監修：杉山孝博（川崎幸病院副院長）
企画：（社）呆け老人をかかえる家族の
会

制作：東京シネ・ビデオ㈱ ４６分 ９８年

福祉用具の活用法シリーズ（全５巻）

174 　　①ケアプランと福祉用具の活用

●Ｓさんの日常
●ケアマネージャーと理学療法士との連携
●ケアマネージャーと福祉用具提供事業者との連
携
●福祉用具導入にあたっての留意点　他

２２分 ０３年

175 　　②起居動作の介護と褥そう予防

●在宅または施設で見る起居動作の介助風景
●市川先生による起居動産の介助法と褥瘡予防
の用具・ベッドから車椅子への起居動作・褥瘡予防
のために

１７分 ０３年

176 　　③車イスの選び方

●車イス使用の実際
●車イスの種類とそのポイント
●従来の車イスと移乗しやすい車イス
●スライディングボードの活用　他

２３分 ０３年

177 　　④移乗のためのリフトの利用

●リフトを使った入浴の実際
●リフトの種類
●吊り具の種類と選択のポイント
●市川先生によるリフト装着のポイント　他

１９分 ０３年

178 　　⑤福祉用具と住宅改修の併用

●理学療法士の係ったケース…福祉用具と住宅改
修の併用により、利用者Ａさんの日常生活動作が
向上して在宅生活における意欲が出てきている。ど
ういうプロセスを経て福祉用具の導入と住宅改修
に至ったかを分かりやすく描く。

２０分 ０３年

監修：京極高宣（日本社会事業大学学
長）／市川洌（福祉技術研究所）

企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

179
　第１巻　身体拘束はなぜいけないのか
　～拘束廃止の理念と取組の進め方～

●今でも行われている拘束
●身体拘束の近視となる具体的行為
●拘束を容認する考えを生み出した歴史的背景と
福岡宣言　他

２３分 ０２年

180
　第２巻　身体拘束がなくなる介護の方法と工夫
　～組織的な取組と基本的ケアの徹底～

●身体拘束を廃止している施設での点描
●身体拘束廃止に向けて組織的な取り組みの事
例　他

２６分 ０２年

181
　第３巻　いきいきと暮らす介護の方法と工夫
　～環境の整備とチームケアによる取り組み～

●環境上の整備と工夫
●座位姿勢保持の工夫
●身体拘束廃止を実現した施設の取り組みのド
キュメント

２６分 ０２年

182 　第４巻　介護現場におけるリスクマネジメント

●骨折をさせないために身体拘束を希望する家族
の苦渋の選択
●事故に備えた体制づくりの重要性
●ある転倒事故を教訓に、職員が一丸となって事
故対応マニュアルを再検討する後キュメント　他

２４分 ０２年

183
気道感染予防
　～肺炎を防ぐために～

いつまでも健やかに、自立した生活を送りたいと考
えるのは私たちみんなの願いです。
　高齢者の方が自立した生活を続けていくために
は、要介護状態になるのを防ぎ、悪化させないこと
です。そのためには、転倒による骨折や閉じこもり
を予防することが大切ですが、気道感染がひきおこ
す肺炎を予防することも大切です。　高齢者の肺炎
は寝たきりの原因になるだけでなく、生命にかかわ
る怖い疾病です。このビデオでは、肺炎をひきおこ
す大きな要因である気道感染の予防の視点から肺
炎を防ぐポイントについてみていきます。

監修：工藤宏一郎（国立国際医療セン
ター副院長）
／藤谷順子（　　〃　　リハビリテーション
科医長）

企画・制作：東京・シネビデオ㈱ ２８分

足と健康（全３巻）

184 　　第１巻　靴による足の障害

靴が原因と思われる足の障害や疾患を訴える人
（特に女性）が年々増加しています。靴が原因で起
きる足の疾患（外反母趾・ハンマー趾・足底筋膜
炎・中骨骨頭痛・アキレス腱周囲炎・陥入爪・足の
においなど）およびその治療法と予防法について、
それぞれ詳しく解説しています。

２３分

185 　　第２巻　靴による身体の障害

靴の善し悪しにより健康状態が大きく左右されま
す。足に合わない靴を履いていると、腰痛・頭痛・膝
痛・高血圧症、さらにはストレスや全身疲労を引き
起こします。足と靴の不適合から起きる身体の障害
を症状別にその原因と予防法を解説するとともに、
ハイヒールによる障害についても詳解されていま
す。また、東洋医学に基づいた足の健康に有効な
指圧やマッサージも紹介されています。

１７分

身体拘束をしない　そこからケアをはじめる
（全４巻）

監修：田中とも江（上川病院総婦長・拘
束廃止研究所所長）

監修：石塚忠雄（城南病院院長）
企画・制作：キリシマプロモーション

製作：丸善㈱

企画・制作：東京シネ・ビデオ㈱



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

186 　　第３巻　足に良い靴の選び方

足と靴の不適合が足の障害、ひいては身体全体の
障害の原因になっています。この巻では、健康を維
持するための良い靴とは、靴を買うときの良い店の
条件とは、また良い靴を長く履くための管理と手入
れの仕方など、正しい靴の選び方と履き方のポイン
トを具体的に解説しています。

監修：石塚忠雄（城南病院院長）
企画・制作：キリシマプロモーション

製作：丸善㈱ １７分

187 気軽に体操　今日も元気

●横になっての体操…寝たままできる
●ネコの体操…猫のように伸びをして
●椅子に座っての体操…仕事の途中で
●歩く…健康ウォーキング
●リズム体操…運動の前に

監修指導：武井正子（順天堂大学助教
授）
企画：テレビ朝日福祉文化事業団
協力：全国老人クラブ連合会

制作：ビデオ・パック・日本 ３０分

中・高年者のための健康づくりセミナー（全２巻）

　　①成人病予防のためのやさしい食生活 ３２分

　　②成人病予防のためのやさしい運動 ２９分

189 骨粗鬆症にならないために
監修：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

企画・制作：第一法規制作情報セ
ンター

３０分

190
新寝たきり老人ゼロ作戦（全２巻）
　－高齢者の健康と暮らしの安全チェック－

監修：厚生省老人保健福祉局老人保健
課

企画・制作：第一法規制作情報セ
ンター

各３０分

骨粗しょう症による寝たきり防止
　－あなたの骨大丈夫ですか？－

191
　　①いま、骨があぶない
　　＜骨粗しょう症って何？＞

●骨粗しょう症は寝たきりにつながる病気
●骨粗しょう症で、骨はどう変化する？
●骨粗しょう症の症例
●骨を丈夫にする３つのポイント

２４分

192
　　②私たちの骨はどうなってる？
　　＜骨を知ることが、骨粗しょう症予防の第一歩
　　＞

●骨密度とは　●骨はカルシウムの銀行
●年齢、地域による骨密度の変化
●骨密度を高めるには

２８分

193
　　③骨の貯金を始めよう
　　＜丈夫な骨をつくる食事と運動＞

●骨粗しょう症はお年寄りだけの病気じゃない
●カルシウムの多い食べものとは
●骨粗しょう症を防ぐ、おいしい食事献立例
●スポーツと骨密度の関係
●年齢にあわせた運動で、骨を丈夫に

２６分

194
　　④寝たきりを防ぐ暮らしの工夫
　　＜高齢期の骨粗しょう症への対応＞

●お年寄りの多くは骨粗しょう症
●骨折は寝たきりの１番の原因
●骨折を防ぐための住宅
●骨折とリハビリテーション

２８分

188

推薦：厚生省保健医療局健康増進栄養
課

企画・制作：㈱トップ・アイ

監修：厚生省保健医療局健康増進栄養
課

企画・制作：第一法規出版



番号 題　　　　　　　名 内　　容 企画・編集 発行・発売 時間 制作年

195 　　⑤骨粗しょう症の検査と診断
●骨粗しょう症にかかりやすい人は
●骨密度を測る
●骨粗しょう症の診断

推薦：厚生省保健医療局健康増進栄養課企画・制作：㈱トップ・アイ １７分

元気なお年寄りになるための
楽しいリハｱﾝﾄﾞレク体操（全５巻）

★お年寄りが好む耳なじみの楽しい音楽に振り付
けをしております。
★楽しく歌えるように歌詞の字幕が入っています。

196 　　①第１巻　習得編
１．今日も元気でありがとう
２．蘇州夜曲　３．通りゃんせ
４．ああ人生に涙あり　５．お富さん

２２分 ９７年

197     ②第１巻　活用編
１．今日も元気でありがとう
２．蘇州夜曲　３．通りゃんせ
４．ああ人生に涙あり　５．お富さん

１８分 ９７年

198     ③第２巻　習得編
１．今日も元気でありがとう
２．浜辺の唄　３．箱根八里
４．３６５歩のマーチ　５．いい湯だな

２６分 ９７年

199     ④第２巻　活用編
１．今日も元気でありがとう
２．浜辺の唄　３．箱根八里
４．３６５歩のマーチ　５．いい湯だな

２１分 ９７年

200     ⑤解説編

１．老人施設のリハビリテーション
２．心理的な面から見たリハ・レク体操
３．リハ・レク体操について
４．音楽療法の観点から
５．それぞれの体操について

２２分 ９７年

８０２０（はちまるにいまる）運動  （全３巻）
―あなたの歯と一生つきあえる―

201     ①人生８０年・歯の寿命

●歯を磨くと出血、放置すると歯槽膿漏に
●歯の寿命はいまだに40～60年
●歯を失うと全身に影響が…
●虫歯はどう進行する？
●10人に8人は歯周病

３０分

202     ②歯周病の原因と予防

●歯を支える組織が壊される
●細菌類の巣窟（プラークと歯石）が原因
●進行した歯周病も治せる時代に
●大切な歯磨き習慣
●進歩した歯科の治療技術

３０分

203     ③正しい歯の手入れの仕方

●自己流では磨き残しが…
●奥歯や歯と歯ぐきの境を念入りに
●正しい磨き方　●出血する場合は
●デンタルフロス、歯間ブラシの使い方
●歯にいい食べ物は

３０分

推薦：中島健一（日本社会事業大学助
教授）

制作：㈱エスティープランニング

監修：石川烈（東京医科歯科大学教授） 販売：㈱予防健康出版社
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204 小松一座の生活リハビリ体操

だれでも歌えるように作曲されたオリジナル曲（お
年寄りが３拍子ぐらい遅れてもついていける）で、歌
詞の一部を替えれば（替え歌）あなたの施設の歌
に早変わり。三好春樹と小松一座が、リハビリ体操
に新風を吹き込みます。

考案：三好春樹 ７分 ９８年

205
―ゆとりある老後をめざして―
健康は自らつくる

わが国は、世界一の長寿国となりました。が、人生
８０年時代の後半を寝たきりで過ごすとかボケてし
まうということでは、せっかくの長生きが悔やまれる
ことにもなりかねません。
　この作品では、生涯を通じた健康こそ高齢社会に
おける最も重要な要素の一つととらえ、それも若い
うちから、自らの老後まで見通したうえで、心身共
に健全な生き方を考え、実行していく必要性を訴え
ました。

企画：（財）日本視聴覚教材センター 制作：㈱テック映像アカデミー ２５分

 おもいっきり健康法ビデオ

206 　５６円ツボ
不定愁訴を癒す５６円ツボ療法
自分で生体電流をスムーズにし、体調を整える

谷津三雄先生指導 ５４分

207 　心臓病
身体が知らせる危険信号
心臓病の前触れを予防法

石川恭三先生指導 ５２分

208 　三大痛
肩凝り、腰痛、膝痛、三大痛
原因と自分で出来る予防法・解消法

松原英多先生指導 ５５分

209 　食
身体においしい食生活！
これが医食同源だ！

新居裕久先生指導 ５８分

210 　ツボ
自分で治せるツボ療法！
左手の指そらし健康法！

谷津三雄先生指導 ５８分

211 　救急 大丈夫、いざというときの救急医療！ 松原英多先生指導 ４４分

212 老いを支えて  ＝在宅福祉とホームヘルパー＝ 企画：（財）老人福祉開発センター ３６分

213 考えていますか　あなたの老後 企画・協力：全国視聴覚教育連盟 学研 ２８分

214
老年期をどう生きるか
―心の健康―

㈱桜映画社 ３３分

215
明日になれば
―あるホームヘルパーの物語―

平成２年９月１５日敬老の日を中心にテレビ東京系
で放映

提供：社会福祉・医療事業団
製作：テレビ東京・彩の会・第一
企画

３０分

製作：日本テレビエンタープライズ
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216
街のちよっぴり先生
―高齢者の生きがいと健康づくり推進事業―

企画：（財）長寿社会開発センター 製作：東京シネ・ビデオ㈱ ３２分

217
悪質商法にご用心
―お年寄りをねらうだましのテクニック―

制作：京都市消費生活科学セン
ター

３０分

218
ハナ肇の　いきいき人生みーつけた！
―生きがいづくり探訪Ⅱ―

企画：（財）長寿社会開発センター 製作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分

219
笑顔の長寿社会のために…
【シルバー１１０番】

制作：島根県高齢者総合相談セ
ンター

３０分

220 　　①アルコール依存症の概要 ３０分

221 　　②ケース事例 ３０分

222 　　③専門職の活動 ３０分

223
長寿に乾杯・今日もいきいきと
「ことぶきリーダー」の活動紹介

企画・制作：（福）鳥取県社会福
祉協議会　ことぶき高齢者事業ｾ
ﾝﾀｰ

224
元気はつらつ　世代をこえて！
―平成１５年度構成労働白書ビデオ―

安心して家庭をつくり、子供を育てること。そして、さ
まざまな世代が協力しあいながら暮らしを楽しく生
きがいのあるものにしていくこと。そんな、豊かな人
生をつくりあげていくためのヒントをお届けします。

企画：（財）構成労働問題研究会 制作：㈱ＴＢＳ　ＶＩＳＩＯＮ ３２分 ０３年

225
ふしぎ森の仲間たち
～子どもたちとお年寄りのふれあいのために～

モモンガのジャンプ君はふしぎ森の人気者。森に木
の実を取りに出かけ、右足を骨折してしまうおばあ
ちゃん。退院後のおばあちゃんを迎えたジャンプ君
一家に、看病の毎日がはじまります。
　精一杯のお手伝いをするジャンプ君。その姿を通
して、できることをできる範囲で、実行していくうち
に、互助の精神が培われていくことを伝えます。

企画制作：（財）長寿社会開発センター 製作協力：（有）スタジオ雲雀 ３０分 ９４年

226
アニメ　飛べ！ぼくのペーパープレーン!!
～世代間交流促進アニメビデオ～

中村あつしは小学４年生。サッカーに熱中する元気
な男の子です。ある日、あつしは一人のお年寄りと
出会います。小林さんというそのお年寄りは航空機
関係の元エンジニア。河原で紙飛行機を飛ばして
いたのです。小林さんと仲よくなったあつしは二人
でこの紙飛行機作りを始めます。

企画制作：（財）長寿社会開発センター 製作協力：東映動画㈱ ３０分 ９４年

227
いつまでもここに住んでいたいから
【シルバー１１０番】

―島根の住宅改造―
制作：島根県高齢者総合相談セ
ンター

２７分

ビデオで学ぶアルコール依存症　（全３巻）
―その予防と対策―

監修：厚生省保健医療局精神保健課
制作：ＮＨＫエディケーショナル
発売：中央法規出版
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228 安心して老いるために

羽田澄子監督の「安心して老いるために」は、岩波
ホールのロードショー公開を大成功のうちに終了
し、同時にスタートした全国各地での自主上映も、
大きな成果を上げることができました。この１年間
で800ヵ所、30数万人の方々にご覧いただおたこと
になります。
　このほど、５人、１０人といった少人数での勉強会
や、教育の場等でこの作品を活用したい、という各
地から強いご要望にお応えし、さらに繰り返しご覧
いただくことによる効果を考え、ビデオ化を実施す
ることにいたしました。

制作：自由工房　　 配給：岩波ホール
２時間
３１分

９２年

229
安心して老いるために
　資料①　北欧の老人ケアシステム

●デンマーク・ある小都市の例（３４分）
●スウェーデン・老人福祉の方向（４４分）
●スウェーデン・医療と在宅ケア（３４分）

制作：自由工房　　 配給：岩波ホール
１時間
５２分

９２年

230
安心して老いるために
　資料②　オーストラリアの老人ケアシステム

制作：自由工房　　 配給：岩波ホール
１時間
１５分

９３年

社会福祉施設のための防災対策

　　①「火災予防対策」編 ２１分 ９３年

　　②「自衛消防活動」編 ２３分 ９３年

232 パッチンして！　おばあちゃん
製作：朝日新聞社／朝日新聞厚生文化
事業団／シネマ・ワーク

発行：朝日新聞社 ９０分

233 定年退職－新たな人生の幕あけにむけて－
定年後の生活をいかに過ごすかという、定年予備
軍の方々を対象に、参考にしていただくために制作
しました。

企画：（財）長寿社会開発センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３４分

234 おとしよりのための　保健　医療　福祉サービス

●相談窓口（在宅介護支援センター／高齢者総合
相談センターほか）
●在宅サービス（ホームヘルプサービス／デイサー
ビス／ショートステイ／老人訪問看護ほか）
●施設サービス（特別養護老人ホーム／老人保健
施設ほか）

監修：厚生省老人保健局
企画：中央法規出版

制作：ＮＨＫエデュケーショナル ４０分

235 宮尾すすむのイキイキ生涯青春講座
今までの会社人間から脱却し、生涯にわたってい
きいきとした人生を送っているシニアを全国に訪ね
てゆく。

企画：（財）長寿社会開発センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３５分

236
笑顔みたくてこんにちは
－老人クラブの友愛活動－

援助の必要な一人暮らしや障害の持つ高齢者の
お宅に訪問し、お話や身の回りの援助をしたりする
老人クラブの友愛活動を通し、暖かい地域づくりを
見ます。

企画：（財）全国老人クラブ連合会 製作：東京シネ・ビデオ㈱ ２４分

231

監修：自治省消防庁予防課
推薦：厚生省
企画・制作：第一法規政策情報センター

発売：第一法規出版㈱
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237
シニアドライバー
－急増する高齢ドライバーの事故－

虎吉、有田、田所の３人は、ドライブで釣りに行くの
が趣味で、大将の店でよく盃をかたむけながら釣り
談義に花を咲かせている。ある日、大将と有田は
虎吉と田所の事故経験を引き合いに出して、二人
に自分たちの歳相応の安全運転を喚起するが、二
人とも「自分たちはまだ若い！」と言って取り合わな
い。
　そんなある日、安全運転には最も自信のあった有
田が交通事故で命を落としてしまった。しかも、事
故原因に高齢化が影響している可能性があると知
り、虎吉は大変なショックを受け、自らもハンドルを
握らなくなってしまう。そんな虎吉も、真紀の勧めで
高齢者交通安全教室に参加して、「シニアドライ
バーの心得」を理解し、安全運転の自信を取り戻
す。

監修：総務庁交通安全対策室・警察庁
交通局

企画・制作：（社）日本損害保険
協会　交通安全推進室

３５分

238
転居者をあたたかく迎えよう
－老人クラブの仲間たち－

老人クラブの「転居者をあたたかく迎える運動」に
よって、高齢者が転居しても、その地域の仲間と、
生き生きとした生活が送れる例を紹介。

企画：（財）全国老人クラブ連合会 製作：東京シネ・ビデオ㈱ ２１分

239 老人クラブ　友愛活動のすすめ方
各地の「在宅福祉を支える友愛活動」を紹介しなが
ら、この活動を推進するポイントに触れます。

企画：（財）全国老人クラブ連合会 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分

240 新米ホームヘルパー奮戦記　やさしく歌って 提供：社会福祉・医療事業団 製作:ﾃﾚﾋﾞ東京

241 ワーキングウーマン明子の戦争

バリバリと仕事をこなし、理解のある夫との絵に描
いたようなディンクスの明子。ある打合せの席に、
ひとり暮らしの父が倒れた、という電話が入った時
からその毎日が一転します。父を引き取っての介
護と、責任ある仕事。三人暮らしに戸惑う夫とのギ
クシャクとした関係。やがて明子までが倒れてしま
います。そんな時手をさしのべてくれたのは、仕事
仲間であり、ベテランのホームヘルパーであり、
様々な福祉制度です。

提供：社会福祉・医療事業団 製作：松竹・RKB毎日放送

ボランティア基礎シリーズ

242
　　ボランティアとは
　　　「理念編」

２０分

243
    ひろげようちいさな輪を
　　　「活動編」

２０分

244
    ともにつくろう幸福な社会を
　　　「運動編」

２０分

企画：（財）富士福祉事業団
製作：サノ・アド工房　㈱映像情
報センター
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ボランティア実践シリーズ

245     婦人のボランティア活動 ２０分

246     高校生のボランティア活動 ２０分

247     病院ボランティアの招待 ２０分

248
ゆとりある老後をめざして
”１０万時間”どう生きますか

わが国の高齢社会は急速に進み、６０歳から２０年
間、つまり”１０万時間”を、何を生きがいにして、ど
う生きるのかが、大きな課題となってきています。
　この作品では、会社ぐるみで、あるいはボランティ
アとして、あるいは趣味を生かすことで、それぞれ
の生きがいとゆとりある老後をめざしている人たち
に登場していただきました。考えてみますとこの”１
０万時間”は、人生の中で自己を自由に実現できる
時間であるのです。そしてそのような生き方は、”現
役”のときから準備しておく必要があることを訴えま
した。

企画：（財）日本視聴覚教材センター
文部省選定作品

制作：㈱テック映像アカデミー ２５分

249
ゆとりある老後をめざして
生涯学習で自立・共生

人生８０年時代になり、我が国は世界一の長寿国
となりました。２５年後には、４人に１人が６５歳とい
う超高齢社会も到来することから、高齢期の過し方
が真剣に考えられるようになりました。そして高齢
者なりの自立した生き方とか、地域の中で支え合い
共に生きる必要性が指摘されています。
　この作品は、生涯学習を仲立ちとして、このことと
１０年間取り組み、今日では2,000人を上回る市民
が生き生きとした日々を送っている静岡県清水市
の清美潟大学塾の事例を描いたものです。

企画：（財）日本視聴覚教材センター
文部省選定作品

制作：㈱テック映像アカデミー ２７分

250 熟年男性の選択
会社人間だと思われがちの「熟年男性」のボラン
ティア活動とは何なのかを探る。

企画：東京ボランティア・センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分

251
名刺のいらない仲間たち
―サラリーマンのボランティア活動―

ボランティアとは非日常生活なのか。サラリーマン
のボランティア活動を通じ、仕事・地域・個人の関わ
りを考える。

企画：東京ボランティア・センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分

252
未来（あした）の風になりたい
―シニアボランティアの活動―

シニア世代を中心に活躍するボランティアグループ
の実例を紹介し、多様化するボランティア活動の地
域社会における意義について考える。

企画：東京ボランティア・センター 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ３０分

企画：（財）富士福祉事業団 製作：サノ・アド工房　㈱映像情報センター
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253

地域福祉権利擁護事業
日常生活を支える生活支援
（地域福祉権利擁護事業促進と
「生活支援員」研修用ビデオ）

誰もが、自分の住む地域で安心した生活が送れる
よう、福祉サービスに関する情報提供や利用手続
きの援助や代行、また、利用料の支払いなどの生
活を支援するための「地域福祉権利擁護事業」が、
平成11年10月からスタートしました。この事業にお
いて、利用者の直接の援助者として活躍するのが
生活支援員のみなさんです。では、地位福祉権利
擁護事業とはどのような制度なのでしょうか。それ
をビデオで見てみましょう。

企画：（社）日本社会福祉士会 制作：東京シネ・ビデオ㈱ ２３分 ０４年

コミュニケーション・スキルを磨こう（全２巻）
医療・福祉サービス利用者とのよりよい関係を目指
して

      ①耳を傾ける
●メッセージを共有しようとする熱意
●コミュニケーション・テクニック

３０分

      ②語りかける

●喜ばれる言葉と嫌われる言葉
●準言語と非言語
●ティーチング①　●ティーチング②
●コーチング
●自立支援のためのティーチングとコーチング

３０分

255

256
おつきあいの方法とそのわけ
―老人性難聴―    字幕スーパー入り

●聞こえの仕組みと老人性難聴
●老人性難聴の人との上手なつきあい方

監修：東京都心身障害者福祉センター
企画：東京都福祉機器総合センター

制作：東京シネ・ビデオ㈱ ２０分

面接への招待
―核心をはずさない相談援助面接の技法

「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時間のドラマ
に再現します。

257 　　ＶＯＬ．１
●電話によるインテーク面接「３つの対応例で学ぶ
インテークの技法」　●訪問前の配慮、玄関での観
察　●夫人との面接　●本人との面接１

６０分 ０２年

258 　　ＶＯＬ．２
●本人との面接２　●エキスパート編（電話による
インテーク面接／夫人及び本人との面接）

６０分 ０２年

259
　　基調講演　痴呆性高齢者の地域ケア
　　～最期まで自宅で
　　　　　暮らしつづけられるために～

５９分

260
　　セッション１
　　　可能な限り在宅で暮らし続けることを
    目指す

１１８分

261
　　セッション２
　　　地域を支えるケア
　　　　　・地域に支えられるケア

１１６分

254

痴呆性高齢者の暮らしを支援する新たな地域ケアサービス体系の構築
小規模多機能ケア・グループホーム・サテライトケア実践報告会

協力：（財）医療経済研究・社会保険福
祉協会　医療経済研究機構

制作著作：地域ケア政策ネット
ワーク

監修：奥川幸子（スーパーヴァイザー対
人援助職トレーナー）
渡部律子（関西学院大学教授）

企画・発行：中央法規出版㈱

監修：諏訪茂樹（東京女子医科大学看
護学部人文科学系助教授）

企画・発行：中央法規出版㈱
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262
　　セッション３
　　　サテライトケアの地域展開

１２２分

263
　　セッション４
　　　痴呆性高齢者を支える
　　　　地域のネットワーク作り

１２０分

264
　　セッション５
　　　痴呆性高齢者ケアを担う人材

１０１分

265
　　セッション６
　　　グループホームにおける長期ケア

１２１分

事例で学ぶ在宅介護の実際（全５巻）

266 　　①寝たきり予防と介護の心がまえ

在宅介護は、まず対象者を理解し、そして正しい技
術や知識を身につけることです。介護を始める前の
心構えから、寝たきりにならないための注意点（体
や心の変化）を事例を交えて解説します。

１９分 ９６年

267

268 　　③清潔を保つ
清潔の意味　全身の清拭　足浴　洗髪　おむつ交
換

１９分 ９６年

269 　　④食事介護の基本
食事の意味、調理の注意点、自助具の活用　食事
介護の実際　誤嚥の予防

１９分 ９６年

270 　　⑤福祉用具の活用と暮らしやすい住宅改造
福祉用具活用の実際　福祉用具の種類　福祉用具
選択のポイント　多種多様な福祉用具　住宅改造
のポイント　実際の改造例

２０分 ９６年

271 　　①基礎知識・準備編

●口腔ケアの目的と意義
　高齢社会と口腔ケア／口腔と全ｓン疾患との関わ
り／口腔ケアの社会的現状と問題点／口腔ケアの
効果
●口腔ケア臨床に必要な基礎知識
　全身状態の確認／全身状態の把握のキーポイン
ト／口腔内の状況の観察・把握など

４６分

272 　　②実践編

●口腔ケアシステムの実践
　開発の背景・基本コンセプト・特徴／実施前の確
認事項／手順（①口腔ケアスポンジ②舌ブラシ③
電動歯ブラシ④口すすぎ）／後かたづけなど

３９分

監修：角　保徳（国立療養所中部病院歯
科医長）

企画・発行：中央法規出版㈱

制作・発行：中央法規出版

エビデンスケアに基づくケアの実践（全２巻）
誰でもできる　高齢者の口腔ケア

協力：（財）医療経済研究・社会保険福
祉協会　医療経済研究機構

制作著作：地域ケア政策ネット
ワーク


