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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) 

芋生 和代 

(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 

   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 (H10.04.13)  

無 

・医療法人 

  看護師(8年10ヶ月) 

訪問看護事業所 勤務 

  訪問看護師(16年6ヶ月) 

短期大学 「在宅看護学方法論」

講師 (8年4ヶ月) 

國司 千恵子 

(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) 

(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  (H19.05.09) 

有 

・居宅サービス事業所 

 訪問介護員・居宅介護従事者

(1年9ヶ月) 

・サービス提供責任者（訪問介護

員・居宅介護従業者・移動介護従

業者）（1年8ヶ月） 

・管理者（サービス提供責任者兼

ヘルパー）（2年9ヶ月） 

・サービス提供責任者（訪問介護

員・居宅介護従業者・移動介護従

業者）（6年0ヶ月） 

居宅サービス事業所 勤務 

・管理者(サービス提供責任者 

兼務)  (0年4ヶ月) 

佐野 かおり 
 (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 (H9.4.28)  

無  

訪問看護事業所 勤務 

  訪問看護師(9年11ヶ月) 

末石 真美 

(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 (H10.06.29) 

有 

・介護老人保健施設 

  介護職員(6年) 

・訪問介護事業所 

訪問介護員(4ヶ月) 

居宅サービス事業所 勤務 

サービス提供責任者 

(訪問介護員・居宅介護従業者・

重度訪問介護) (8年8ヶ月) 

遠坂 貴史 
(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 

富田林市人権協議会 勤務 

コミュニティーソーシャルワー

カー(7年6ヶ月) 

・富田林市人権協議会 

総合生活相談員・人権相談員

(5年8ヶ月) 
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冨田 真澄 

(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) 

介護支援専門員 (H17.04.22) 

無 

・通所介護事業所 

  介護職員(1年) 

  生活相談員(4年) 

・訪問介護事業所 

 訪問介護員(1年) 

居宅介護支援事業所 勤務 

介護支援専門員(10年3ヶ月) 

南部 純 
(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(H12.9.17)

福祉用具プランナー(H15.12.7)

無 

・居宅サービス事業所 

福祉用具販売・貸与業務 

 (5年5ヶ月)

居宅サービス事業所 勤務  

福祉用具専門相談員・福祉用具

プランナー(10年11ヶ月) 

藤井 利一 
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) 

介護福祉士 (H13.08.10) 

無 

・居宅サービス事業所 

介護職(6年) 

・居宅サービス事業所 

  管理者(介護職) (3年) 

・生活介護事業所 

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者  

(介護職)(4年3ヶ月) 

居宅サービス事業所 勤務 

  サービス提供責任者 

(4年7ヶ月) 

村上 みどり 

(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) 

介護福祉士  (H20.04.25) 

無 

・訪問介護事業所 

  訪問介護員(7ヶ月) 

・居宅サービス事業所 

サービス提供責任者 

(訪問介護員・居宅介護従業者)

(6年5ヶ月)

居宅サービス事業所 勤務 

訪問介護員・居宅介護・重度訪

問介護・同行援護従業者 

(7年2ヶ月) 

小島 勝利 (9)こころとからだのしくみと生活支援技術  (全項目)  

介護福祉士 (H19.04.13) 

無 
 

介護老人福祉施設 勤務 

介護職員(9年4ヶ月) 

白川 香代 (9)こころとからだのしくみと生活支援技術  (全項目)  

介護福祉士 (H5.07.27) 

介護支援専門員 (H13.03.27) 

主任介護支援専門員 

(H20.03.12) 

無 
・介護老人福祉施設 

介護職員(13年0ヶ月) 

・居宅介護支援事業所 

介護支援専門員(7年0ヶ月)

介護老人福祉施設 勤務 

介護職員(8年4ヶ月) 
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徳田 由紀 

(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

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むけた介護 

⑩排泄に関連したこころとからだのしくみと自立にむけた介護 

⑪睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立にむけた介護  

介護福祉士 (H7.07.07)  

介護支援専門員 (H21.03.28) 

無  

介護老人福祉施設 勤務 

介護職員(9年4ヶ月) 

後野 将人 
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 

   ⑭総合生活支援技術演習 

介護福祉士 (H19.04.13) 

無 
養護老人ホーム 勤務 

介護職員(3年1ヶ月) 

介護老人福祉施設 勤務 

介護職員(8年0ヶ月) 

松尾 憲治 

(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（H14.05.07） 

介護支援専門員(H23.06.02) 

社会福祉士(H24.03.23) 

無 

介護老人福祉施設 勤務 

介護職員(4年6ヶ月) 

地域生活支援事業所 

地域生活支援員（1年8ヶ月）

生活介護施設 勤務 

生活支援員（12年4ヶ月） 

野口 由美 
(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 

大阪狭山市人権協会 相談員 

(8年) 

チームさやま福祉とまちづくり

プロジェクト(障害者アート活

動支援・人権啓発ワークショッ

プ)      (10ヶ月) 

國司 有美子 

(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) 

介護福祉士（H25.04.10） 

相談支援専門員（H25.12.25） 

無 
・通所介護事業所 

介護職員(9年8ヶ月)

特定(障がい児)相談支援事業所

相談支援専門員(2年8ヶ月) 

森井 正人 

(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) 

介護福祉士（H24.04.9） 

相談支援専門員（H26.12.25） 

無 

・訪問介護事業所 

訪問介護員(5年11ヶ月)

・居宅サービス事業所 

 (訪問介護員・居宅介護従業者)

(1年8ヶ月)

特定(障がい児)相談支援事業所

相談支援専門員(1年8ヶ月) 

辻 美保 

(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) 

介護職員基礎研修課程 

（H24.09.08）

介護福祉士（H27.06.19） 

無 

・居宅サービス事業所 

 (訪問介護員・居宅介護従業者)

(2年5ヶ月)

・居宅サービス事業所 勤務 

サービス提供責任者兼ヘルパー

(3年11ヶ月)


