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（別添２－３）                                                       2022.2.1 

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) 

青木 淳英 

（1）職務の理解 ／ (全項目) 福祉マネジメント修士（H14/3） 

介護教員講習会修了（H20/2） 

有 

（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 

鳥取社会福祉専門学校 

教員（3年） 

大阪千代田短期大学 勤務 

教員（16年） 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ／ (全項目) 

（10）振り返り   

①振り返り  

②就業への備えと研修修了後における実例 

松井 順子 

（6）老化の理解 ／（全項目） 

看護師（S56/4） 

無 

がんセンター 

看護職（2年） 

医療センター 

看護職（1年） 

訪問看護ステーション 

看護職（15年） 

看護大学 

看護職（1年） 

大阪千代田短期大学 勤務 

 教員（6年） 

福山平成大学 勤務 

 教授（2年） 

（7）認知症の理解 ／（全項目） 

（8）障がいの理解 ／（全項目） 

神戸女子大学 勤務 

教員（1年） 

西本 房乃 

（1）職務の理解 ／ (全項目) 
介護福祉士（H7/6） 

教介護員講習会終了（H24/12） 

 

有 

（2）介護における尊厳の保持・自立支援  

  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) 特別養護老人ホーム 

 介護職員（24年） 

介護付き有料老人ホーム 

 介護職員（10年） 

医療福祉専門学校 

 教員（6年） 

奈良佐保短期大学 

教員（10年） 

（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） 

大阪千代田短期大学 

講師（6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） 
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宮田 幸美 

（7）認知症の理解 ／（全項目） 

看護師（S61/5） 

医療的ケア教育講習会（H25/10） 

無 

病院勤務（3年） 

訪問看護ステーション（3年2ヶ月） 

広陵町保健センター（2年3ヶ月） 

奈良文化女子短期大学 実習指導 

（2年7ヶ月） 

田北看護専門学校 実習（6ヶ月） 

（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    

  ①介護の基本的な考え方 

  ②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

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 

⑬介護過程の基礎的理解 

⑭総合生活支援技術演習 

人見 玲子 
（9）こころとからだのしくみと生活支援技術    

④生活と家事 

栄養士（S60/3） 

管理栄養士(H18/5) 

無  

大阪千代田短期大学 勤務 

非常勤講師（15年6ヶ月） 

宮崎 充弘 （8）障がいの理解  ／ (全項目) 

社会福祉主事任用資格（H5/2） 

相談支援従業者現任研修（H28/11） 

無 

障害者通所作業所 

指導員（10年） 

相談支援事業所 

 相談支援専門員（4年） 

  

 

辻  高広 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ／ (全項目)   

介護福祉士（H17/3） 

社会福祉士（H21/4） 

無 

通所リハビリテーション 

介護職員（9ヶ月） 

医療法人介護用品レンタル 

介護職員兼福祉用具専門相談員 

（8年3ヶ月） 
（9）こころとからだのしくみと生活支援技術 ／ (全項目)   

介護老人保健施設 

支援相談員（6年） 

大槻 喜世典 

（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 

社会福祉士(H10/4) 

介護支援専門員（H11/4） 

無 
病院 

ケアマネージャー（2年5ヶ月） 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ／ (全項目) 
老人保健施設 勤務 

副施設長、相談支援(17年10ヶ月) 
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東 千普 

（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 

介護支援専門員（H13/6） 

社会福祉士(H15/4) 

無 

在宅介護ケアプランセンター 

介護支援専門員(4年) 

在宅介護支援センター 

生活相談支援（5年） 

老人保健施設 勤務 

事務部長（9年） （4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ／ (全項目) 

小島 忠信 

（3）介護の基本 ／ (全項目) 

介護福祉士（H14/4） 

無 

老人保健施設 

介護職員（8年3ヶ月） 

（7）認知症の理解 ／ (全項目) 
老人保健施設 勤務 

介護職員（10年9ヶ月） 

森 裕司 

（1）職務の理解 ／ (全項目)                
介護福祉士（H13/3） 

介護支援専門員（H22/6） 

無 

（7）認知症の理解 ／ (全項目)                

老人保健施設 

介護職員（4年10ヶ月） 

老人保健施設 

介護職員（6年3ヶ月） 

地域包括支援センター 

ケアマネージャー(3年) 

（9）こころとからだのしくみと生活支援技術 ／ (全項目) 

老人福祉施設 

地域包括支援業務（6年） 

谷口 光恵 

（3）介護の基本 ／ (全項目)                 
看護師(S60/5) 

介護支援専門員（H21/5） 

医療安全管理者(H23/9) 

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) 

病院 

看護師(4年9ヶ月) 

看護師(8年6ヶ月) 

老人保健施設 

看護師(10年4ヶ月) 

病院  

医療安全管理者(1年4ヶ月) 

病院 

看護師(6年11ヶ月) 

西田 美代子 

（5）介護におけるコミュニケーション技術 ／ (全項目)    
介護福祉士（H10/4） 

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) 

特別養護老人ホーム 勤務 

介護職員、介護支援専門員 

(21年) 
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八田 忠敬 
 （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 

福祉事務所 

ケースワーカー(8年9ヶ月) 

知的障害児通園施設 園長代理(2年) 

市役所障害福祉課 課長(3年) 

市役所人権啓発局 部長(6年) 

知的障害者通所施設 施設長(6年) 

社会福祉法人 理事長 (4年) 

 

中尾 圭佑 

（1）職務の理解 ／ (全項目) 
社会福祉士（H22/4） 

介護支援専門員（H23/5） 

介護福祉士（H24/5） 

無 

（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 
 

特別養護老人ホーム 

 介護職員（6年8ヶ月） 

医療法人 介護老人保健施設 

 介護職員（3年）（相談業務兼務） 

（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)  

特別養護老人ホーム 

福祉ケアセンター 

 介護職員・相談員（6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) 

大道 一之 

（3）介護の基本 ／ (全項目) 介護福祉士（H10/5） 

介護支援専門員（H13/7） 

無 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携 ／ (全項目) 

老人ホーム 

介護職員(12年) 

特別養護老人ホーム 

介護支援専門員(11年) 

大阪千代田短期大学 

非常勤講師(4年6ヶ月) 

特別養護老人ホーム 勤務 

介護支援専門員・相談員(6年) 

（5）介護におけるコミュニケーション技術 ／ (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) 


