
介護職
向け オンライン動画研修

受付時間  平日9:30～18:00

E-mail　academy_sales@medley.jp
本件に関するお問い合わせ　アカデミー事業推進室

0120-279-456
【対応言語】日本語・ベトナム語・ミャンマー語・

英語・中国語・インドネシア語・ロシア語

多
言語

にも対応しています！

順次拡大中!

会　社　名　 株式会社メドレー

本社所在地 〒106-6222
東京都港区六本木3-2-1
住友不動産六本木グランドタワー22F
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お悩み解決！
メディパス

アカデミー介護なら
 全て解決！

拠点が多く、勤務時間もバラバラ、
研修のための時間がとれない・・・

1

研修にお金を
かけられない…

2

外部研修の内容を
共有するのが難しい…

3

研修の進捗状況や記録を
管理するのが大変…

4

どう
にか

ならないかな…

ー介護の現場における研修のお悩みー

オンラインでいつでもどこでも受講可能！
プロの講師による研修動画をオンラインで、
いつでも、どこでも、気軽に受講いただけます。
様々な動画コンテンツ2,000本以上をご用意。
研修計画を自由にアレンジできます。

外部研修にかかっていたコストを大幅削減！
従来かかっていた講師の人件費、会場費、出張費
などの費用を大幅に削減。
通常の研修は動画を使い、専門的な研修は
外部講師に任せましょう。
また、研修に参加できなかった職員・スタッフへ
動画を共有しフォローしましょう。

▶動画研修の受講状況を人事評価の一つの定量的指標として
　ご活用いただけます。

▶実地指導の際の資料としてもお使いいただけます。

これはすごいぞ！

POINT!

1

POINT!

2



山路を登りながら
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充実した便利な機能

繰り返し行う
新入社員研修

組織内の情報や
ノウハウの共有

導入実績 1,700施設以上

全員参加が難しい
集合研修

※2019年12月現在

⃞介護事故・ヒヤリハット研修
⃞介護における日常の実技講習
⃞介護職員向け基礎知識・実技研修
⃞訪問介護新入社員向け研修
⃞サービス提供責任者向け研修
⃞レクリエーション動画
⃞中間管理職研修
⃞倫理及び法令遵守
⃞メンタルヘルスケア研修
⃞医療的観点における高齢者の特徴、
　高齢者に多くみられる症状・疾病

⃞喀痰吸引等研修について
⃞財務会計・事業経営・
　創業時支援研修
⃞ケアマネ受験対策
⃞介護福祉士受験対策
⃞介護予防
⃞介護事業所向け料理
⃞ボディメカニクス
⃞コミュニケーションスキル
⃞福祉用具選定（ベッド）
⃞『終活』のいろは

また、動画に
合わせた研修資料の
ダウンロードも可能です。

ハンディカムやスマ
ートフォンで撮影し
た動画をアップロー
ドして効果的に共有
できます。

自社で撮ったオリジナルの
研修動画もアップロード可能

かんたん!
いつでも気軽に
受講できるわ！

かんたん操作で
らくらく受講

プロの講師による
研修動画は2,000本以上

ベトナム語 ミャンマー語 英語

中国語 インドネシア語 ロシア語

多言語対応動画も充実スマホやタブレット、パソコン
からどこでも視聴可能

カリキュラム ⃞

こんな時に便利！
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サポートデスク

ID管理と安心サポート

【施設A】 【施設B】 【内定者】

統括管理者

受講者

【本社】

施設管理者
施設管理者は一施設内の
職員グループや個別の職員
に対して適切な研修を割り
当て、その進捗状況を把握
できます。

職員・スタッフのスキルレベ
ルや役職、職務などに応じ
て割り当てられた適切な研
修カリキュラムを受講でき
ます。

統括管理者は全体の研修
計画を立て、施設や職員グ
ループの設定を行い、研修
受講状況の進捗管理を行
います。

0120-279-456
画面操作でのご不明点や機能についてのご質問などは
サポートデスクへお気軽にご相談ください。

お申し込み前、導入をご検討中のお客さまもこちらにお電話ください。

【受付時間】平日9:30～18:00

研修受講状況を把握する
どの施設のどの職員の研修が進んでいないか把握することで、
声かけを行い研修受講を促すことができます。
また、実地指導の際に見られる「研修計画と実施記録」を
簡単に作成できます。
CSVデータのダウンロードも可能です。

研修の理解を深める
動画視聴後に選択式のテストを受けることができ、
自身の理解度をチェックできます。

レポート
研修受講後、学習した内容について自身の感想や
学習の要点を入力することで受講レポート（記録）
として活用できます。

安心の

POINT!

1

POINT!

2

POINT!

3

３つの権限があります
全体を管理する 統括管理者権限
各施設・事業所の責任者の 施設管理者権限
介護職員・スタッフの 受講者権限

お
気

軽に
ご相談ください

!
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Ｅラーニング

　視聴した動画についての理解度を

確かめるため、選択問題が出題され

ます。 動画の中に、重要なワードや説

明が出てくるので、きちんと見た受講

者であれば正解できるレベルの難易

度となっています。

　管理者は各受講者の解答状況や

正答率もチェックできます。

学ぶ

オリジナル
動画アップロード

　既存コンテンツにはない、自社オリ

ジナルの動画をアップロードできま

す。 例えば、入社時のオリエンテーシ

ョンや、介護の仕事に対する経営者

の考え、共有すべき社内業務といっ

た動画を共有可能です。

　特に文化の異なる外国人スタッフへ

は言葉や文章で説明するよりも動画

を使って説明する方がより効果的に

伝わります。

共有

採用時の
適性テスト

　職員の採用時、その応募者の介護

職員としての適性を、客観的に測る

一つの指標として、70問の適性テスト

をご利用できます。　介護の現場で必

要とされる「コミュニケーション力」

「思いやりと誠意のある態度」「人に対

する信頼感」「レジリエンス力（ストレ

スに対する回復力）」の４軸評価とな

ります。

採用

充実した便利な機能さらに！
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活用事例

　うちはスタッフの数が全体で500人
以上。知識や経験にもバラつきがあるた
め、各職員のレベルに合うように研修計
画を立て、その後の進捗状況を管理す
ることが私の役目です。これまでExcelで
管理しつつ、かつ大量の資料をファイリン
グし対応していましたが、今は「メディパ
スアカデミー介護」で管理しています。実
地指導の際にも、データとしてまとまっ
ているので、必要な情報を短時間で提示
でき、便利さを感じています。
　もちろん全ての研修をオンラインでと
は考えていません。特に重要な研修は外
部講師にお願いしています。この外部講

師の研修をセッティングする際、できる
だけ多くの職員に受講して欲しいので、
これまでは同じ内容の研修を複数回行
っていたのですが、それでも当日急に都
合が悪くなり受講できないことがありま
した。「メディパスアカデミー介護」を導入
してからは、その場で動画を撮って、アッ
プロードすることで参加できなかった職
員にも共有できるようになりました。
　また、介護福祉士やケアマネージャーの
試験対策講座は、受験を考えている職
員に好評なようで、よく見られています。
それだけでも導入の価値はあったと思い
ます。

研修の運営が楽になりました

訪問介護事業者

大規模組織の
経営層

　当時の課題は「職員の定着」でした。
給与のアップや、シフトの調整をしました
が、なかなか離職率を下げることはでき
ませんでした。
　ある時、他施設の先輩に相談したとこ
ろ「殆どの退職理由は人間関係。働き始
めの右往左往している時に、周りがちゃ
んとサポートしないと、そのまま職場に
馴染めず辞めてしまう。」とアドバイスを
もらいました。確かに新人の離職が多
かったので、職場に馴染めていないの
では？と感じ、新人に対しての研修を増
やすことにしました。忙しい中、時間をと
って研修を行うことは反感をかうのでは？

と思いましたが、続けるうちに確実に離
職者が減ってきました。約１年経った頃、
離職者ゼロの月が続き、そこでようやく
研修の重要性を感じたのです。
　研修を繰り返す。継続する。そのため
に選んだのが「メディパスアカデミー介
護」でした。いつでもどこでも視聴できる
オンライン動画であるという点、研修資
料がダウンロードできる点が最も惹か
れたポイントでした。入浴、排泄、食事の
三大介助については先輩職員が指導し
ていますが、感染症や身体拘束、法令遵
守、プライバシー保護、といった研修は
動画で行っています。

離職の抑制につながりました
施設管理者

研修担当者

　おかげさまで、昨年、事業所が３つに
なりました！で、特定事業所加算を考え
始めたんです。やっぱりイイ職場にしたい
じゃないですか。働くスタッフにも良く思
われたいじゃないですか。なので、加算に
ついてインターネットで調べて、市役所
に相談に行ったんです。話を聞いてみる
と思っていたよりもハードル高くないか
も？…と。
　で、ちょっと頑張ってみました。特定事
業所加算の算定要件の中に「全従業員
に対する個別の研修計画と実施」という
要件があって、研修はそれまでもやってい
ましたし、記録もとっていましたが、正直整

理できていませんでした。加算まで考えて
いなかったので雑な感じでしたね。「メ
ディパスアカデミー介護」を導入してか
らは、スタッフからの研修レポートをオン
ラインで集約できて、簡単に出力もでき
るようになったので、加算用の資料作成
に役立っています。
　あと、それまでは集合研修でやってい
たので、スタッフのスケジュール調整とか
大変でしたね。直行直帰のスタッフもい
ますし、ちょっと数人集まるというだけで
も、シフトで動いているのでなかなか難
しいんですよね。オンライン研修は良いと
思いますね。

特定事業所加算の申請に便利です
　「メディパスアカデミー介護」の導入に
よって、非常に大きな効果を得ることが
できました。一つ目はコスト削減です。こ
れまで研修講師を全国の拠点へ派遣し
ていました。会場の手配、移動交通費、
宿泊費、人数分の資料の準備、講師の人
件費など、合算すると年間2,000万円以
上に膨らんでいました。「メディパスアカ
デミー介護」を導入し、各地の研修回数
を減らしたことで、1/4の500万円以下
までコスト削減できました。
　二つ目は人事考課の改善です。これま
では上長の定性的な評価となっていま
したが、動画の視聴を一つの指標とした

ことで、分かりやすい努力目標を設定す
ることができました。結果、平等に機会
が与えられ、不公平感を払拭しました。
　三つ目は業務の標準化です。今後ます
ます外国人の職員が増えます。日本では
常識と思われることも、外国人にとって
は初めて知ることだったりします。例えば
入浴の習慣がない国から来た方は、入浴
介助はどのように行えば良いか想像もつ
かないと思います。もちろん現場で指導
するのですが、事前に知識だけでも入れ
ておくことで理解も大きく変わってきま
す。「標準」を伝えるには動画は最も適し
ていると考えています。

コスト削減！ 人事考課改善！ 業務標準化！
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当メディパスアカデミーにご興味を持って頂きましたら、
先ずは１週間限定のお試しライセンスをお申し込みください。
（※すぐに導入したいという方は３へ進んでください。）

メディパスアカデミー介護から広がる未来 導入までの流れ

離職率を低減

今後もさらなる
機能追加で
広がる可能性!

資格取得
＋

キャリアアップ

サービスの標準化
外国人の職員・スタッ
フが増えて行くにあた
り動画研修は欠かせ
ないものに。

ご検討1

お試し2
0120-279-456へお電話ください。
担当スタッフがお試しライセンスを発行し、サービスに
関するご質問にお答えいたします。 また、画面操作の
説明を行いながら実際の管理画面や研修動画をご覧いただけます。

導入決定3

ご検討後、導入を決めたら再度

0120-279-456へお電話ください。
担当スタッフが適切なライセンス数をご提案いたします。
お申込書をメールにてお送りいたしますので、押印の上、
必要事項をご記入頂き、FAXまたはメールにてご返信ください。

サービス
開始4

希望の開始日より1週間程度前に、研修を管理される方の
「統括管理者ライセンス」の仮IDを発行しメールにてお知らせいたします。
そのメールに従ってご希望のIDとパスワードを設定してください。

サポート5 職員さまの一括ユーザーID登録代行、研修計画の作成代行、
各機能の操作サポート、などサポートデスクがお応えします。

ご請求6
ご利用開始月の月末にご請求書を発行しメールにてお送りいたします。
（翌月からは口座振替にて引き落としとなりますので、口座振替申込書を
郵送いたします。）

誇りを持って働く方を
応援します。

研修は職員の
定着につながります。

ITで現場を
サポートします。
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60,000円（税別）

費用

108,000円～年間総額 導入可能！

年間基本料金

（税別）

管理者ライセンス２名様分と
職員・研修計画登録の基本サポート費用を含みます。

オリジナル動画オプション

年間  60,000円（税別）

その他オプション

10,000円（税別）/ 回　　納期 5営業日(通常は10営業日)

多言語オプション

48,000円（税別）年間個人ライセンス
1ライセンス200円（月額）×12ヶ月×20名様分

20名様分からのご契約となります。

中国語

ロシア語インドネシア語

ベトナム語

英語

ミャンマー語

職員・研修計画登録の特急オプション

1,000円（税別）/ 1名様分
職員・研修計画登録の基本サポート費用は通常料金に含まれています。
上記以外のサポートにつきましては、別途個別にご相談・お見積りいたします。

個人研修計画の作成・登録代行

お見積り例【2施設/50人の場合】

施設A 職員
30名様

ライセンス追加オプション

管理者用
１名様分

管理者
１名様

管理者
１名様

年間30,000円（税別） 個人用
１名様分 月額200円（税別）

管理者ライセンス2名様分
＋個人ライセンス20名様分

180,000円（税別）108,000円（税別） 72,000円（税別）

個人ライセンス30名様分

施設B 職員
20名様

追加オプション

追加オプション

基本料金

基本料金 年間総額

各言語  10,000円（税別）/月 ミャンマー語動画

ベトナム語動画




