
（別添２－３） 

令和1年10月24日現在 

講師一覧表 

講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

①大森 寿志 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H23/4) 

有 

 

通所リハビリテーション 勤務 

・介護職員(10年0ヶ月) 

②岡田 充代 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H25/4) 

無 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(8年9ヶ月) 

③宮前 綾子 
(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 

 

無 

一般社団法人 

・研修補助(3年11ヶ月) 

一般財団法人 勤務 

・人権啓発、人材育成(17年2ヶ月) 

④石川 悟子 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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)障がいの理解/全項目 

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

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 

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 

看護師(S63/9) 

有 

病院 

・看護職員(1年10ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・看護職員(4年10ヶ月) 

病院 

・看護職員(10ヶ月) 

病院 

・看護職員(3年9ヶ月) 

介護老人保健施設 勤務 

・看護職員(12年11ヵ月) 



講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

⑤西林 周平 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

①人権と尊厳を支える介護 

②自立に向けた介護 

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 

(8)障がいの理解/全項目 

社会福祉士(H23/3) 

精神保健福祉士(H24/3) 

無 
 

介護老人保健施設 

・相談業務(6年11ヶ月) 

⑥森 美子 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H18/3) 

有 

 

グループホーム 勤務 

・介護職員(12年4ヶ月) 

⑦西村 好裕 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H24/4) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(11年4ヶ月) 

⑧片山 翔平 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H24/4) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(12年9ヶ月) 

    



講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

⑨北吉 貴雅 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H24/4) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(12年9ヶ月) 

⑩斉藤 敦志 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士（H23/4） 

有 

 

グループホーム 

・介護職員(11年1ヶ月) 

⑪芝 美保 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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)障がいの理解/全項目 

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

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 

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 

看護師(H1/6) 

有 

病院 

・看護職員(6年7ヶ月) 

病院 

・看護職員(2年4ヶ月) 

介護老人保健施設 

・看護業務(11年7ヶ月) 



講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在 の職業(経験年数) 

⑫樋口 佐江子 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H20/4) 

有 

 

介護老人保健施設 

・介護職員(12年4ヶ月) 

⑬田中 由希子 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H22/4) 

有 

 

通所リハビリテーション 勤務 

・介護職員(10年4ヶ月) 

⑭畑頭 秀紀 
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

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 

作業療法士(H12/5) 

無 

病院 

・リハビリ業務(1年11ヶ月) 

病院 

・リハビリ業務(1年5ヶ月) 

介護老人保健施設 

・リハビリ業務(4年3ヶ月) 

病院 

・リハビリ業務(1年3ヶ月) 

介護老人保健施設 勤務 

・リハビリ業務(9年0ヶ月) 

⑮山本 智恵子 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H22/4) 

有 

 

グループホーム 勤務 

・介護職員(12年9ヶ月) 



講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

⑯田中 弓子 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H16/4) 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(3年2ヶ月) 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(12年1ヶ月) 

⑰成定 浩平 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H22/4) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(11年6ヶ月)  

⑱小北 祐介 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H22/3) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員(8年4ヶ月) 

⑲渡邉 勝成 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H14/5) 

介護支援専門員(H16/3) 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(3年10ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(1年1ヶ月) 

グループホーム 勤務 

・介護職員(13年0ヶ月) 



 

 

 

 

 

 

 

 

講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

⑳山口 創太 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H27/4) 

無 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員（6年11ヵ月） 

㉑今野 賢太郎 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H25/4) 

有 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員（9年5ヵ月） 

㉒竹内 まゆみ 

((2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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)障がいの理解/全項目 

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

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 

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6)老化の理解/全項目 

 

看護師(H6/5) 

有 

病院 

・看護職員(1年) 

病院 

・看護職員(2年2ヵ月) 

病院 

・看護職員(9年4ヵ月) 

訪問看護ステーション 勤務 

・看護職員(4年2ヵ月) 



 

 

 

 講師氏名 担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名 

資格(取得年月日) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

㉓岩村 庸教 

(1)職務の理解/全項目 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援 

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医療の連携/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と生活支援技術/全項目 

(10)振り返り/全項目 

介護福祉士(H24/4) 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(6年0ヶ月) 

サービス付き高齢者向け住宅 

・介護職員(0年4ヶ月) 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員（2年2ヵ月） 

・支援相談員(1年10ヵ月) 

 


