（別添２－３）
2021年2月28日現在
講師一覧表
資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
③人権啓発に係る基礎知識
①井上 計雄

修了評価
担当の有無

弁護士(H3/4)
法律事務所
・弁護士(12年9か月)

無

法律事務所
・弁護士(17年3か月)
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(H15/4)

②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
②永田 悦子

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

介護老人福祉施設

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

・介護職員(14年)

有

(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目

介護老人福祉施設

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・介護職員(7年1か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(H15/3)

②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
③渡邊 涼子

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

有

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員(18年)

(10)振り返り/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(H16/6)

②自立に向けた介護

介護支援専門員(H17/5)

(3)介護の基本/全項目

介護老人福祉施設

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・生活相談員(2年8か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/

・介護支援専門員（1年6か月）

⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑤田中 俊之

社会福祉士(H15/4)

・副施設長(1年7か月)
居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(2年10か月)
有料老人ホーム
・管理者(1年8か月)

法人本部
・所長(5年5か月)

無

資格(取得年月日)
講師氏名

担当

科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(2)介護における尊厳の理解/

⑥竹村 亨

修了評価
担当の有無

社会福祉士(H12/5)

①人権と尊厳を支える介護

介護支援専門員(H18/5)

②自立に向けた介護

有料老人ホーム

(3)介護の基本/全項目

・介護支援専門員(1年)

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目

居宅介護支援事業所

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/

・介護支援専門員(7年3か月)

無

⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護 有料老人ホーム
・管理者(7年)
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H7/4)

①人権と尊厳を支える介護

社会福祉士(H14/4)

②自立に向けた介護

介護支援専門員(H13/6)

(3)介護の基本/全項目

介護老人福祉施設

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護職員(5年11か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/

・介護支援専門員(2年3か月)

⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護 通所介護
⑦橘 友味子

・介護職員(2年)

無

・生活相談員(9年2か月)
在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
・生活相談員(7か月)
居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(7か月)
介護老人福祉施設
・介護支援専門員(6年1か月)

⑧橋本 みゆき

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H11/5)

(2)介護における尊厳の理解/

社会福祉士(H13/5)

①人権と尊厳を支える介護

介護支援専門員(H13/6)

②自立に向けた介護

介護老人福祉施設

(3)介護の基本/全項目

・介護職員(9年6か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護支援専門員(4年)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所介護

(6)老化の理解/全項目

・生活相談員(3年)

(7)認知症の理解/全項目

居宅介護支援事業所

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・生活相談員(1年5か月)

(10)振り返り/全項目

在宅介護支援ｾﾝﾀｰ

有

・介護支援専門員(9ヵ月)
介護老人福祉施設
・副施設長(2年)
介護老人福祉施設
・施設長(7年1か月)
(2)介護における尊厳の理解/

⑨杉原 圭祐

社会福祉士(H16/4)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(2年)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・生活相談員(5年)
通所介護

無

・生活相談員(3年)
居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(6年7か月)
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

栄養士(H20/3)
管理栄養士(H25/5)
通所施設

⑩森 雅之

・栄養士(1年8か月)
介護老人福祉施設
・介護職員(3年11か月)
介護老人福祉施設
・管理栄養士(7年5か月)

無

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がいの理解/全項目

担当の有無

医師(S47/6)
大学
・教員(講師・医師)
(20年11か月)

⑪橋本 篤孝

修了評価

無

大学
・教授(14年)
診療所
・医師(9年)
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

看護師(H2/5)
介護支援専門員(H17/5)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がい者の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/
①介護の基本的な考え方
②介護に関するこころのしくみの基礎的理解
⑫栗本 恵

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
④生活と家事
⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

介護老人福祉施設

有

・看護師(13年4か月)
訪問看護
・訪問看護師(1年3か月)

⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解

介護老人福祉施設

⑭総合生活支援技術演習

・看護師(7年8か月)

(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目

看護師(S63/6)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目

有料老人ホーム

(8)障がい者の理解/全項目

・看護師(1年7か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/

介護老人福祉施設

①介護の基本的な考え方
⑬松田 雅美

・看護師(1年9か月)

②介護に関するこころのしくみの基礎的理解

有

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
④生活と家事
⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解
⑭総合生活支援技術演習

介護老人福祉施設
・看護師(12年6か月)

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(8)障がいの理解/全項目

修了評価
担当の有無

医師(S52/6)
病院
・医師(23年)

⑭安井 敏裕

無

診療所
・医師(12年2か月)
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目

准看護師(H1/3)
介護老人福祉施設
・看護士(1年11か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がい者の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/
①介護の基本的な考え方
⑮小西 津喜代

②介護に関するこころのしくみの基礎的理解
③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
④生活と家事
⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

無
介護老人福祉施設
・看護士(11年)

⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解
⑭総合生活支援技術演習
(2)介護における尊厳の理解/

正看護師(H8/4)

①人権と尊厳を支える介護

通所施設

②自立に向けた介護

・看護職員(9年11か月)

(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(8)障がい者の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/
①介護の基本的な考え方
⑯大壁 由香利

②介護に関するこころのしくみの基礎的理解

無

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解

介護老人福祉施設

④生活と家事

・看護職員(5年7か月)

⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解
⑭総合生活支援技術演習

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

修了評価
担当の有無

理学療法士（H12/5）
⑰水野 雄二郎

(4)介護・福祉サービスの理解と連携
②医療との連携とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

通所リハビリ
・理学療法士（2年10ヵ月）

無

訪問リハビリ
・理学療法士(10年1か月)
社会福祉士(H17/4)
知的障害者更生施設
・生活支援員(16年)
知的障害者授産施設
⑱田中 加代

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携
③障がい者総合支援制度およびその他制度

・生活支援員(3年)
就労移行事業

無

・生活支援員(1年)
就労移行事業
・生活支援員(1年)
就労移行事業
・主査(10年)
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H15/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
⑲松田 友理子

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員(8年)
・生活相談員(5年)

有

(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目

居宅介護支援事業所

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・介護支援専門員(5年1か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(H21/4)
訪問介護
・訪問介護員(6年3か月)

②自立に向けた介護
⑳入江 真理

(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

訪問介護

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者

(6)老化の理解/全項目

・訪問介護員

(7)認知症の理解/全項目

無

(10年6か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H16/3)

(2)介護における尊厳の理解/

㉑元田 孝子

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(3年)

(3)介護の基本/全項目

訪問介護

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・訪問介護員(2か月)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

訪問介護
・訪問介護員
・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
(13年11か月)

有

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

修了評価
担当の有無

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H20/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
㉒梶川 操

(3)介護の基本/全項目

介護老人福祉施設

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護職員（2年1か月）

有

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員(11年1か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H6/1)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H11/5)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
㉓峯 尚子

(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員(8年)
訪問介護
・訪問介護員(11年5か月)
・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(1年)
居宅介護支援事業所

有

(5年5か月)
訪問介護
・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
・訪問介護員(7年7か月)
訪問介護
・管理者(7年1か月)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㉔岡本 ふみ子

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

介護福祉士(H15/5)
通所介護
・介護職員(3年2か月)
介護老人福祉施設
・介護職員(1年)

(6)老化の理解/全項目

訪問介護

(7)認知症の理解/全項目

・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・訪問介護員

(10)振り返り/全項目

有

(13年1か月)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H19/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㉕安藤 大補

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員（4年6か月）
有

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所介護

(6)老化の理解/全項目

・介護職員（1年6か月）

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・介護職員（8年2か月）

資格(取得年月日)
講師氏名

担当

科目番号、科目名／項目番号、項目名

修了評価

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

担当の有無

介護福祉士(H18/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㉖平川 愛衣

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目

有

介護老人福祉施設
・介護職員(15年1か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

㉗河田 千穂

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H14/3)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H22/6)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(5年8か月)

(3)介護の基本/全項目

有料老人ﾎｰﾑ

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護職員(2年7か月)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

・介護支援専門員(3年9か月)

(6)老化の理解/全項目

居宅介護支援事業所

(7)認知症の理解/全項目

・介護支援専門員(1年9か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

居宅介護支援事業所

(10)振り返り/全項目

・介護支援専門員(5年1か月)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

有

介護福祉士(H18/4)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(8年1か月)

(3)介護の基本/全項目
㉘小松 有紀

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目

有
軽費老人ホーム
・介護職員(7年1か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

栄養士(H20/3)
管理栄養士(H20/6)
介護老人福祉施設
・管理栄養士(2年)

㉙増田 容子

無

介護老人福祉施設
・管理栄養士(3年7か月)
介護老人福祉施設
・管理栄養士(6年6か月)

㉚田中 裕子

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H19/4)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H18/6)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(11か月)

(3)介護の基本/全項目

居宅介護支援事業所

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護支援専門員(3年3か月)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

有料老人ホーム

(6)老化の理解/全項目

・介護支援専門員兼介護職員

(7)認知症の理解/全項目

(2年)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・介護職員(9年8か月)

有

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

修了評価
担当の有無

介護福祉士(H17/3)
介護老人福祉施設
・介護職員(8年)

②自立に向けた介護
㉛十時 加奈子

(3)介護の基本/全項目

通所施設

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・生活相談員 兼 介護職員

無

(3年1か月)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・生活相談員(5年)

(10)振り返り/全項目

㉜古戸 一成

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H22/4)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H23/6)

①人権と尊厳を支える介護

社会福祉士(H25/4)

②自立に向けた介護

介護老人福祉施設

(3)介護の基本/全項目

・介護職員(3年)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

通所リハビリ

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

・生活相談員(1年)

(6)老化の理解/全項目

通所施設

(7)認知症の理解/全項目

・生活相談員(4年)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・生活相談員(2年)

無

・介護支援専門員(1年)
介護老人福祉施設
・生活相談員(5年1か月)
(2)介護における尊厳の理解/

社会福祉士(H18/4)

①人権と尊厳を支える介護

軽費老人ホーム

②自立に向けた介護

・生活相談員(2年11か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

通所リハビリ
・生活相談員(1年)
通所施設

㉝中西 茂之

・生活相談員(1年)

無

居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(5か月)
介護老人福祉施設
・介護支援専門員(1年)
介護老人福祉施設
・介護支援専門員(5年1か月)

㉞水野 賢太郎

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H15/4)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H25/5)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(6か月)

(3)介護の基本/全項目

通所介護

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・介護職員(11か月)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

・生活相談員(1年1か月)

(6)老化の理解/全項目

有料老人ホーム

(7)認知症の理解/全項目

・介護職員(10か月)

(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

・生活相談員(6年)

(10)振り返り/全項目

有料老人ホーム
・介護支援専門員(7年1か月)

無

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

㉟宇佐美 亜樹

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H26/4)

(2)介護における尊厳の理解/

社会福祉士(H17/4)

①人権と尊厳を支える介護

介護老人福祉施設

②自立に向けた介護

・介護職員(7年7か月)

(3)介護の基本/全項目

軽費老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

・生活相談員(2年)

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(7か月)

(7)認知症の理解/全項目

・生活相談員(2年5か月)

(10)振り返り/全項目

通所施設

修了評価
担当の有無

無

・生活相談員(4年1か月)
(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H21/4)

(2)介護における尊厳の理解/

介護支援専門員(H23/6)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊱和田 政司

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

介護老人福祉施設
・介護職員(6年8か月)
軽費老人ホーム
・介護職員(1年)

無

・生活相談員(1年)
有料老人ホーム
・生活相談員(3年)
通所施設
・生活相談員(4年1か月)

㊲田附 愛実

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/
①人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(H22/3)

介護老人福祉施設

無

・介護職員(11年1か月)

介護福祉士(H27/4)
介護老人福祉施設
・介護職員(5年1か月)

②自立に向けた介護
㊳中岡 経

(3)介護の基本/全項目

無

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

有料老人ホーム

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(6年2か月)

(7)認知症の理解/全項目
(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H22/3)

(2)介護における尊厳の理解/

介護老人福祉施設

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(6年6か月)

②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊴三村 俊

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(4年6か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

㊵石本 浩一

(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H26/4)

(2)介護における尊厳の理解/

介護老人福祉施設

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(1年5か月)

②自立に向けた介護

有料老人ホーム

(3)介護の基本/全項目

・介護職員(3年6か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

修了評価
担当の有無

無

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目

介護老人福祉施設

(7)認知症の理解/全項目

・介護職員(6年1か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目

介護福祉士(H16/3)

(2)介護における尊厳の理解/

介護老人福祉施設

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(10年)

②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊶池上 千紗都

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

介護老人福祉施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(7年)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H20/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊷吉田 弘美

通所介護
・介護職員(2か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所介護

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(1年5か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・介護職員(9年7か月)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H23/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊸正田 久乃

介護老人福祉施設
・介護職員(3年1か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

介護老人福祉施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(2年8か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・介護職員(3年1か月)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H22/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊹有馬 弥生

通所施設
・介護職員(5年)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

通所施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(8年4か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

介護老人福祉施設

(10)振り返り/全項目

・介護職員(3年6か月)

無

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

修了評価
担当の有無

介護福祉士(H26/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊺武藤 景子

訪問介護
・訪問介護員(8年6か月)

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目
(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

無
訪問介護
・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
・訪問介護員(4年7か月)

(10)振り返り/全項目
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H20/3)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
㊼萩原 拓巳

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目

介護老人福祉施設

無

・介護職員(13年1か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目
(10)振り返り/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

正看護師(H11/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目
(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目
(6)老化の理解/全項目

介護老人福祉施設

(7)認知症の理解/全項目

・看護職員(1年8か月)

(8)障がい者の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/
①介護の基本的な考え方
㊽松下 ひとみ

②介護に関するこころのしくみの基礎的理解

有

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
④生活と家事
⑥整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑦移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑧食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑨入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

介護老人福祉施設

⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護

・看護職員(4年11か月)

⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護
⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護
⑬介護過程の基礎的理解
⑭総合生活支援技術演習

資格(取得年月日)
講師氏名

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

修了評価
担当の有無

社会福祉士(H15/4)
障がい者福祉施設
・生活支援員(6年)
障がい者福祉施設
㊿入江 真矢

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携
③障がい者総合支援制度およびその他制度

・生活支援員(5年)
介護老人福祉施設

無

・生活相談員(1年)
障がい者福祉施設
・管理者（所長）
（11か月）

介護福祉士(H28/4)
社会福祉士(H30/4)
(2)介護における尊厳の理解/
51 酒井
○

寛貴

通所介護

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(4年4か月)

②自立に向けた介護

介護老人福祉施設

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

・介護職員(2年8か月)
通所介護
・生活相談員(1年9か月)
介護福祉士(H26/4)
社会福祉士(H28/4)

(2)介護における尊厳の理解/
52 朴 英浩
○

介護老人福祉施設

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(6年1か月)

②自立に向けた介護

有料老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

無

・生活相談員(3年1か月)
有料老人ホーム
・介護支援専門員兼介護職員
(11か月)
理学療法士（H12/5）

53 岡村
○

章次

(4)介護・福祉サービスの理解と連携
②医療との連携とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

通所リハビリ
・理学療法士（2年10ヵ月）

無

訪問リハビリ
・理学療法士(10年1か月)
(1)職務の理解/全項目
(2)介護における尊厳の理解/

介護福祉士(H27/4)

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本/全項目
54 﨑元
○

美夏子

(4)介護・福祉サービスの理解と連携/全項目

有

(5)介護におけるコミュニケーション技術/全項目

介護老人福祉施設

(6)老化の理解/全項目

・介護職員(9年5か月)

(7)認知症の理解/全項目
(9)こころとからだのしくみ生活支援技術/全項目

(10)振り返り/全項目

