（別添２－３）
令和４年４月１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)

修了評価
担当の有無

看護師（S62.5）
（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
枡田 知妃呂

（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／⑤以外の全項目

介護支援専門員（H13.3）
通所介護事業所
・看護師（３年７ヶ月）
特別養護老人ホーム
・看護師（１年0ヶ月）
訪問看護ステーション

無

・看護師（１年0ヶ月）
地域包括支援センター 勤務
・看護師（4年10ケ月）
地域包括支援センター 勤務
・看護師（2年0ケ月）
精神保健福祉士（H17.4）

木村 弘子

（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

被害者支援センター相談員
（18年1ケ月）

無

犯罪被害者相談員（13年7ケ月）

堀河 昌子

（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

被害者支援センター相談員
（21年0ケ月）

無

犯罪被害者相談員（9年0ケ月）

社会福祉士（H10.5.15）
介護支援専門員（H15.5）
（２）介護における尊厳の保持・自立支援

戸口 基子

主任介護支援専門員（H25.3.6）

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

・相談員（5年0ヶ月）

（３）介護の基本／全項目

・介護支援専門員（4年1月）

（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

無

・介護支援専門員（1年2ヶ月）
地域包括支援センター 勤務
・介護支援専門員（8年0ヶ月）
（３）介護の基本

川﨑 一代

介護支援専門員（H15.6.23）

②介護職の職業倫理

主任介護支援専門員（H20.12.15）

③介護における安全の確保とリスクマネジメント

居宅介護支援事業所（8年10ヶ月）

④介護職の安全

軽費老人ホーム施設長（7年0ヶ月）

無

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術
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
看護師（S62.6.3）
（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

松岡 美智代

介護支援専門員（H15.5.8）
主任介護支援専門員（24.3.1）

（３）介護の基本／全項目

老人保健施設（4年0ヶ月）

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

通所介護事業所（3年3ヶ月）

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

居宅介護支援事業所

（６）老化の理解／全項目

・介護支援専門員（11年11ヶ月）

（７）認知症の理解／全項目

地域包括支援センター 勤務

（８）障がいの理解／全項目

・看護師（4年0ヶ月）

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術／⑤以外の全項目

軽費老人ホーム施設長（3年0ヶ月）

有

礒田 登志美

（３）介護の基本／全項目

看護師（S51.5）

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

病院・看護師（7年6ヶ月）

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

訪問看護ステーション

（６）老化の理解／全項目

・看護師（1年10ヶ月）

（７）認知症の理解／全項目

通所介護事業所

（８）障がいの理解／全項目

・看護職員（18年0ヶ月）

有

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術／⑤以外の全項目
介護福祉士（H15.8.19）
精神保健福祉士（H18.4.14）
（８）障害の理解／全項目
大西 美佳子

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術
②介護に関するこころとからだのしくみの基礎的理解

障害者作業所・生活指導員（9年）
訪問介護事業所
・サービス提供責任者（6年0ヶ月）

無

障害児・者地域生活支援センター
勤務
・相談支援専門員（14年0ヶ月）

（１）職務の理解／全項目

介護福祉士（H18.4.21）

（２）介護における尊厳の保持・自立支援

訪問介護事業所

①人権と尊厳を支える介護

・サービス提供責任者（15年）

②自立に向けた介護
（３）介護の基本／全項目
山本 葉子

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／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

訪問介護事業所 勤務

（６）老化の理解／全項目

・訪問介護員（4年0ヶ月）

（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
福祉住環境コーディネーター２
級（H12.11.5）
金濱 道友

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術
⑤快適な居住環境整備と介護

福祉用具事業所
・住宅改修相談員（5年4ヶ月）

無

福祉用具事業所 勤務
・住宅改修相談員（14年0ヶ月）
作業療法士(H13.5.2)
（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携
石井 華世

➁医療との連携とリハビリテーション
（９）こころとからだのしくみと生活支援技術
➅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

山崎 清美

障害児・者

生活介護事業所勤務

・作業療法士(17年0ヶ月)
放課後デイサービス
・障害児の生活指導等（4年0ヶ月）

（１）職務の理解／全項目

介護福祉士(H16.4.9)

（２）介護における尊厳の保持・自立支援

児童福祉施設

①人権と尊厳を支える介護

・介護職員(6年9ケ月)

②自立に向けた介護

訪問介護事業所

（３）介護の基本／全項目

・ヘルパー(5年4ケ月)

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

地域包括支援センター

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

・主任ケアマネジャー(1年6ケ月)

（６）老化の理解／全項目
（７）認知症の理解／全項目
（８）障害の理解／全項目

無

無

居宅介護支援センター 勤務
・管理者・主任ケアマネジャー(7年)
介護福祉士(H19.7.11)

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

悟

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目
（８）障害の理解／全項目
（９）こころとからだのしくみと生活支援技術
➃生活と家事を除く全項目

無
障害児・者

生活介護事業所勤務

・生活支援員(20年)

（１）職務の理解
①多様なサービスと理解

介護福祉士(H8.3.30)

（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
島田洋平

➂障がい者総合支援制度およびその他制度

障害児・者

生活介護事業所勤務

・生活支援員(13年)

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

・グループホーム支援員（8年）

（８）障害の理解／全項目

・グループホーム主任（3年）

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術

障害児・者

➃生活と家事を除く全項目
（１）職務の理解

無

生活介護事業所勤務

・主任(3年0ケ月)
介護福祉士(H19.5.30)

①多様なサービスと理解

大地 友行

（３）介護の基本／全項目

障害児・者

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携

・支援員(20年)

生活介護事業所勤務

➂障がい者総合支援制度およびその他制度

無

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目
（８）障害の理解／全項目

さつき福祉会

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術

グループホーム事務局(2年0ケ月)

➃生活と家事を除く全項目
（１）職務の理解
①多様なサービスと理解

吉田 圭二

介護福祉士(H24.4.20)

（３）介護の基本／全項目

障害者 生活介護事業所

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携

・生活支援員(5年0ヶ月)

➂障がい者総合支援制度およびその他制度
（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目
（８）障害の理解／全項目
（９）こころとからだのしくみと生活支援技術

無
障害児・者

生活介護事業所勤務

・生活支援員(23年0ヶ月)

➃生活と家事を除く全項目
（１）職務の理解／全項目

介護福祉士(H16.4)

（２）介護における尊厳の保持・自立支援

介護支援専門員（H18.5）

①人権と尊厳を支える介護、②自立に向けた介護

飯島 泰世

訪問介護事業所

（３）介護の基本／全項目

・訪問介護員（8年8ケ月）

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・介護支援専門員（11年0ヶ月）

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

無

（６）老化の理解／全項目
（７）認知症の理解／全項目

地域包括支援センター

（８）障害の理解／全項目

主任介護支援専門員（5年0ヶ月）

（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
看護師（S51.6）
主任介護支援専門員（H20.3）
（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

上田 節子

市役所民生部・看護師（4年9ケ月）
病院・看護師（3年6ヶ月）

（３）介護の基本／全項目

市役所民生部

（４）介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・保健師代行（1年7ケ月）

（５）介護におけるコミュニケーション技術／全項目

通所介護事業所

（６）老化の理解／全項目

・看護職員（3年0ヶ月）

（７）認知症の理解／全項目

居宅介護支援事業所

（８）障害の理解／全項目

・介護支援専門員（28年0ヶ月）

（９）こころとからだのしくみと生活支援技術／➄以外の全項目

地域包括支援センター
・看護師（3年0ケ月）

無

