（別添２－３）

平成２５年６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）
略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

修了評価
担当の有無

社会福祉施設長（H23/3）

中右 雄洋

(2)介護における尊厳の保持・自立支援

③人権啓発に関する基礎知識

(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

石井 尚美

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

全項目 (6)老化の理解/全項目 (7)認知症の理解/全項目

介護支援専門員(5年）

(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

介護職員（19年）
介護福祉士(H14/3)

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

（11年）
(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/ 介護老人福祉施設・介護職員・
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
(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

池宮 弘隆

介護老人福祉施設・施設長(3年)
介護福祉士（H6/4） 介護支援専門員
（H16/4）

(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/ 介護老人福祉施設・介護職員(19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

渡邊 大輔

介護老人福祉施設・事務長(3年)施設長(3年)

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

無

有

無

介護職員（11年）
介護福祉士（H16/4）
介護老人福祉施設・介護職員（14年8ヶ月）

介護職員（14年8ヶ月）

無

介護福祉士（H13/4） 介護支援専門員
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) （H15/5） 社会福祉士(H22/4)
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 介護老人福祉施設・介護職員（11年6ヶ月） 無
技 術 / 全 項 目 ( 6 ) 老 化 の 理 解 / 全 項 目 ( 7 ) 認 知 症 の 理 解 / 全 項 目 /ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(7年6ヶ月）

(

奥田 宇多江

(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

介護支援専門員（5.5年）

金澤 めぐみ

介護福祉士(H6/4) 介護支援専門員(H15/8)
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) 社会福祉士（H20/4）
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 介護老人福祉施設・介護職員（11.5年） 無
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 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(1.5年)
らだのしくみと生活支援技術/全項目
介護支援専門員（8年）

神野 ゆき

介護福祉士（16/4）介護支援専門員（H18/6）
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) 介護老人福祉施設・訪問介護事業所/介護職 無
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 員(11年)
技術/全項目(6)老化の理解/全項目(7)認知症の理解/全項目
介護支援専門員(7年)

不波野 美佐子

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
/3）社会福祉士(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(4) 居宅介護支援事業所(9年)/訪問介護事業
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 所・サービス提供責任者(6年)
無
技術/全項目(6)老化の理解/全項目(7)認知症の理解/全項目
介護支援専門員（6年）

石田 恭一

介護福祉士（H17/5）
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) 介護老人保健施設/介護職員（6年3ヶ月）・介
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 護老人福祉施設/介護職員(2年)/認知症対応 無
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 型共同生活介護/管理者(3年)
らだのしくみと生活支援技術/全項目（10）振り返り/全項目
管理者・生活相談員（３年）

(

(

(

(

介護福祉士（H12/5）介護支援専門員（H15
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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)
略歴(経験年数)
現在の職業(経験年数)

菅原 惠

介護福祉士(H13/4)介護支援専門員(H15/5)社会福
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 祉士(H20/4)
(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 介護老人福祉施設・通所介護事業所
有
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 介護職員(16年)
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 管理者・生活相談員

岡本 直樹

介護福祉士(H12/3)介護支援専門員(H21/6)
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 介護老人福祉施設・通所介護事業者・介護職員（1
(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 1年）・小規模型通所介護事業所・管理者/介護職員 無
ﾆｹｰｼﾝ技術/全項目(6)老化の理解/全項目(7)認知症の理解/全項目(9)こ （1年4ヵ月）
ころとからだのしくみと生活支援技術/全項目
小規模型通所介護事業所・介護職員（1年4ヶ月）

(

(

(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 介護福祉士（H13/4）介護支援専門員（H20/6）
野村 希代乃

厳を支える介護②自立に向けた介護(3)介護の基本/介護(4)介護・福祉サ 通所介護事業所/訪問介護事業所/居宅介護
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 事業所/介護職員、ｻｰﾋﾞｽ提供責任者(9年5ヶ 有
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 月)
訪問介護事業/居宅介護事業所、
しくみと生活支援技術/全項目(10)振り返り/全項目
介護支援専門員(2年11ヶ月)

中村 康代

介護福祉士(H16/4)介護支援専門員(H16/5)
(2)介護における尊厳の保持・自立支援
社会福祉士(H21/4)
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医療の連携/全項 訪問介護事業所・ｻ-ﾋﾞｽ提供責任者(4年2ヶ
月)居宅介護事業所・ｻｰﾋﾞｽ提供責任者（2年1 有
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術/⑫のみ
0ヶ月)介護老人福祉施設（5年5ヶ月）生活相
談員・介護支援専門員

介護老人福祉施設・生活相談員(5年5ヶ月)
介護福祉士(H14/4)介護支援専門員(H

(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 18/5)知的障害者移動介護員(H16/10)
北浦 惠子

厳を支える介護②自立に向けた介護(3)介護の基本/介護(4)介護・福祉サ 訪問介護事業・居宅介護移動支援従業
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 者、介護職員(5年6ヶ月)・ｻｰﾋﾞｽ提供責 有
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 任者（9年6ｹ月）
目(9)こころと体のしくみと生活支援技術/全項目(10)振り返り/全項目 訪問介護事業・訪問介護員、ｻｰﾋﾞｽ提供責任
者（10年6ヶ月）

坂本 律子

髙浦 由喜子

(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 介護福祉士（H21/5）
厳を支える介護②自立に向けた介護(3)介護の基本/介護(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 訪問介護事業（9年5ヶ月）
無
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 訪問介護事業・居宅介護移動支援従業者、介
目
護職員（9年5ヵ月）
(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 看護師（S59/5）
に向けた介護(3)介護の基本/介護(4)介護・福祉サービスの理解と医療の 病院（13年）
無
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 介護老人福祉施設(5年)
目(7)認知症の理解/全項目(8)障がいの理解/全項目
介護老人福祉施設診療所・看護職(5年)
介護福祉士（H18/5）

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 介護老人福祉施設（7年）
無
(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
介護老人福祉施設・介護職員（7年）
ﾆｹｰｼﾝ技術/全項目(6)老化の理解/全項目(7)認知症の理解/全項目
(

岡本 賢二

修了評価
担当の有無

講師氏名
志摩 将志

花垣 浩美

担当 科目番号、科目名／項目番号、項目名

資格(取得年月日)
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保持・自立支援①② 介護福祉士（H17/4）
(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 介護老人福祉施設（11年）
無
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 介護老人福祉施設・介護職員（11年）
(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人権と尊厳を支える介護②自立 看護師（H7/5）
に向けた介護(3)介護の基本/介護(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 介護老人福祉施設(10年)
無
目(7)認知症の理解/全項目(8)障がいの理解/全項目
介護老人福祉施設診療所・看護職(10年)

修了評価
担当の有無

