（別添２－３）
平成29年4月1日現在
講師一覧表
資格(取得年月)
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

社会福祉士（Ｈ14／4）

(2)介護における尊厳の保持・自立支援

介護福祉士（Ｈ18／5）

①人権と尊厳を支える介護

修了評価
担当の有無

介護支援専門員（Ｈ20／6）

②自立に向けた介護
田中

浩司

(3)介護の基本／全項目

特別養護老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・介護職員(4年7カ月)

(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(2年7カ月)

有

(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

特別養護老人ホーム
・介護支援専門員・介護職
（8年10ヶ月）

(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保持・自立支援

介護支援専門員（Ｈ22／6）

①人権と尊厳を支える介護
②自立に向けた介護
中田

純

地域在宅サービスステーション

(3)介護の基本／全項目

・介護職員(11年9カ月)

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

特別養護老人ホーム

(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(5年1カ月)

無

(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

短期入所生活介護担当

(10)振り返り／全項目

・相談員(4年)

(1)職務の理解／全項目

介護福祉士（Ｈ18／4）

(2)介護における尊厳の保持・自立支援

介護支援専門員（Ｈ25／5）

① 人権と尊厳を支える介護
② 自立に向けた介護
山本

裕子

(3)介護の基本／全項目

特別養護老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・介護職員(12年5カ月）

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
(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

地域在宅サービスステーション

・介護支援専門員（1年）

栄養士(Ｓ61／3）
管理栄養士（Ｈ10／８）
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術
山本

華代子

イ生活支援技術の講義・演習
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

特別養護老人ホーム
・管理栄養士（13年8カ月）
特別養護老人ホーム
・管理栄養士（1年3カ月）

無

(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
山口

小枝子

(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

特別養護老人ホーム

(6)老化の理解／全項目

・介護職員(15年)

無

(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

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
①人権と尊厳をさせる介護
②自立に向けた介護
(3)介護の基本／全項目
高越

恵子

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／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
イ

生活支援技術の講義・演習

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（Ｓ51／7）
介護支援専門員（Ｈ13／6）
大学付属病院
・看護師(3年8カ月）
特別養護老人ホーム

無

・介護支援専門員（7年）
大学附属病院
・看護師(4年3カ月)
地域在宅サービスステーション

・総合相談窓口(3年8カ月)

社会福祉主事（Ｓ53／3）
介護支援専門員（Ｈ11／5）
介護福祉士（Ｈ12／5）
特別養護老人ホーム
・寮母・介護職(3年5カ月)
特別養護老人ホーム
・指導員・相談業務(6年)

石原

照子

(1)職務の理解／全項目

地域在宅サービスステーション

(2)介護における尊厳の保持・自立支援

・介護職員(8カ月)

① 人権と尊厳を支える介護

薬局介護保険事業部

② 自立に向けた介護

・介護支援専門員(1年7ｶ月)

(3)介護の基本／全項目

特別養護老人ホーム

(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・介護職
(10年1カ月)

(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

地域在宅サービスステーション

(7)認知症の理解／全項目

・施設長(2年）

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術／全項目

訪問介護

(10)振り返り／全項目

・相談業務（1年4カ月）

居宅介護支援事業
・管理者兼介護支援専門員（1年)

無

介護福祉士（Ｈ11／4）
介護支援専門員（Ｈ12／2）
社会福祉主事（Ｈ16／3）
(２)介護における尊厳の保持・自立支援

主任介護支援専門員（Ｈ26／1）

①人権と尊厳を支える介護
金山

潤子

③ 立に向けた介護

軽費老人ホーム

(３)介護の基本／全項目

・介護職員（4年2カ月）

(４)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

地域在宅サービスステーション

無

・介護支援専門員・介護職
（3年2カ月）

地域在宅サービスステーション

・介護支援専門員（15年5カ月）

社会福祉主事（Ｈ7／3）
介護支援専門員（Ｈ13／6）
主任介護支援専門員（Ｈ22／3）

社会福祉協議会
(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
中野

進

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

・福祉活動専門員(5年8カ月)

在宅介護支援センター
・管理者兼相談員（6年５カ月）

介護ステーション

無

・管理者兼介護支援専門員（６年）

居宅介護支援事業
・管理者兼介護支援専門員
（4年5カ月）

特別養護老人ホーム
・施設長 （5カ月）

介護支援専門員（7カ月）

市同和対策部
・管理課長(12年)
(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
國松

・同和対策部長・
人権施設担当部長（3年）
・大学講師(4年)

義晃

無

・短期大学非常勤講師(2年3カ月)
・市研修情報センター(2年6カ月)

・専門学校講師（2年8カ月）
地域在宅サービスステーション

・施設長（3年）
医師（Ｓ62／５）
(6)老化の理解／全項目
大学医学部付属病院
柏井

卓

(7)認知症の理解／全項目

・非常勤医員(8カ月）
大学医学部

(8)障がいの理解／全項目

・助手(9年2カ月)
内科医院
・院長(15年２カ月)

無

社会福祉士（Ｈ13／４）
(2)介護における尊厳の保持・自立支援

介護支援専門員（Ｈ20／５）

①人権と尊厳を支える介護
海老子

隆一

②自立に向けた介護

特別養護老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・生活相談員（3年）
地域在宅サービスステーション

無

・施設長（6年）
特別養護老人ホーム
・副施設長・相談業務（2年）
・保育所施設長（3年5カ月）
特別養護老人ホーム

・施設長

（7か月）

(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

准看護婦免許証（Ｓ43／3）

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目
奥野

末江

(5)介護におけるコミュニケーション技術／全項目

特別養護老人ホーム

(6)老化の理解／全項目

・准看護師（11年）

(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
ア

基本知識の学習／全項目

イ

生活支援技術の講義・演習

無

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
ウ

生活支援技術演習／全項目

(1)職務の理解／全項目

介護福祉士(14／3)

(2)介護における尊厳の保持・自立支援
石井

昭博

① 人権と尊厳を支える介護

特別養護老人ホーム

② 自立に向けた介護

・介護職員（7年）

(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

地域在宅サービスステーション

(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（7年）

(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

無

(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
阪口

喜恵子

介護福祉士(Ｈ12／４)

① 人権と尊厳を支える介護

介護支援専門員(Ｈ15／5)

② 自立に向けた介護

主任介護支援専門員(Ｈ21／12)

(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

大阪市社会福祉協議会

(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（4年８カ月）

(6)老化の理解／全項目

地域在宅サービスステーション

(7)認知症の理解／全項目

・居宅介護支援事業

(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

無

(１５年６カ月)

特別養護老人ホーム
・介護支援専門員（1年）

(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
③ 人権と尊厳を支える介護

介護福祉士(Ｈ20／４)

④ 自立に向けた介護
岡田志保

(3)介護の基本／全項目

特別養護老人ホーム

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目

・介護職員（15年）

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
(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

管理栄養士（Ｈ13／6）
栁田弘美

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術
イ生活支援技術の講義・演習
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（1年7カ月）
・管理栄養士(1年4カ月)
・管理栄養士(6年9カ月)
特別養護老人ホーム
・管理栄養士（1年5カ月）

無

