
（別添２－３） 

令和元年7月1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) 

山根 佳代 

（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 

介護福祉士（平成16年4月9日） 

無 

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム 

・介護職員（8年2ヵ月） 

地域包括支援センター 

・主任介護支援専門員（11年3か月） 

矢次 淳一 

（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 

（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/全項目 

（10）振り返り/全項目 

介護福祉士（平成15年4月25日） 

有 

障がい者デイサービスセンター 

・介護職員（11年） 

特別養護老人ホーム 春菊苑 

・介護職員 （2年） 

 

特別養護老人ホーム 

・施設長（6年3ヵ月） 

山田 健一郎 

（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 

介護支援専門員 

（平成13年3月27日） 

無 
ケアプランセンター 

・介護支援専門員（5年4カ月） 

デイサービスセンター 

・施設長（11年11カ月） 

大和 治文 
（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 

市役所人権課所管（3年） 

無 

訪問介護員養成研修2級課程講師 

「人権啓発に関する基礎知識」 

法人本部 

・常務理事（7年） 

・理事長（4年3ヵ月） 

眞殿 祐子 

（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（平成7年6月1日） 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（13年） 

小規模多機能居宅介護 

・管理者（6年3ヵ月） 

舩本 里治 

（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 

介護支援専門員（平成13年3月27日） 

無 
ケアプランセンター 

・介護支援専門員（4年9カ月） 

デイサービスセンター 

・施設長（14年6カ月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林 直之 
（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及びその他制度 

社会福祉士（平成12年4月20日） 

無 

障がい者デイサービスセンター 

・指導員、施設長（5年2ヵ月） 

障がい者デイサービスセンター 

・管理者（6年6ヵ月） 

北森 俊介 
（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（平成20年2月8日） 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（9年11カ月） 

特別養護老人ホーム 

・介護支援専門員（3年11ヵ月） 

デイサービスセンター 

・生活相談員（3年3ヵ月） 

吉川 洋子 

（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（平成9年3月31日） 

有 

社会福祉法人 徳風会 

 里仁館居宅サービス事業所 

・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ：介護職員（8年3ｶ月） 

医療法人 りんどう会 社会事業部 

・管理者：介護職員（8年11ｶ月） 

ケアプランセンター 

・主任介護支援専門員 

鶴田 元治 

（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（平成25年3月22日） 

精神保健福祉士（平成26年3月28日） 

無 

四天王寺病院 

大阪府済生会茨木病院 

・医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ（11年8ヵ月） 

特別養護老人ホーム・施設長 

通所介護事業所・管理者 

小多 美恵子 

（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 

 

福祉用具専門相談員（平成19年9月14日） 

無 
福祉用具の販売・貸与業務 

・福祉用具専門相談員（11年9カ月） 

福祉用具の販売・貸与業務 

・福祉用具専門相談員（15年8カ月） 

中村 信一 

（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 

（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/全項目 

（10）振り返り/全項目 

介護福祉士（平成15年4月25日） 

有 

障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ しみず 

・介護職員（5年） 

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 常清の里 

・介護職員（14年2ｶ月） 

特別養護老人ホーム 常清の里 

・生活相談員（3年3ヵ月） 



 

 

 

浅野 博章 

（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（平成17年4月22日） 

有 

ヘルパーステーション 

・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 （1年11ヵ月） 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（4年） 

デイサービスセンター 

・生活相談員（6年3ヵ月） 

見市 えり子 

（9）こころとからだのしくみと生活支援技術 

  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（平成4年3月24日） 

無 特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

・栄養士（14年3ヵ月） 

神子上 暁 

（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（平成19年5月9日） 

有 

養護老人ホーム  

・介護職員（1年） 

特別養護老人ホーム 

介護職員兼生活相談員（5年9ｶ月） 

グループホーム 

・管理者兼生活相談員 

小山 竜司 

（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（平成14年3月29日） 

有 
特別養護老人ホーム 

・介護職員（16年3ヵ月） 

抱  祥成 

（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（平成22年10月 8日） 

有 
特別養護老人ホーム 

・介護職員（14年3ヵ月） 

阿部 健二郎 

（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 

（6）老化の理解/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（平成12年3月30日） 

有 

在宅サービス供給ステーション 

・介護職員（2年8ｶ月） 

小規模多機能型居宅介護 

・計画作成担当者（1年11ｶ月） 

養護老人ホーム 

・介護職員（5年） 



 

川端 郁子 

（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（平成9年4月16日） 

有 
老人デイサービスセンター 

・介護職員（29年） 

保田 千世子 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 

  ②医療との連携とリハビリテーション 

（6）老化の理解/全項目 

（7）認知症の理解 

①認知症を取り巻く状況 

  ②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理） 

（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 

  ⑫死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと 

終末介護 

准看護師（平成6年9月30日） 

有 

看護師（平成20年4月25日） 

病院 

・看護師（19年11ヵ月） 

特別養護老人ホーム 

・看護職員（1年4ヵ月） 

小規模多機能型居宅介護 

・看護職員（5年2ヵ月） 

訪問看護ステーション 

・管理者（3年6ヵ月） 


