
（別添２－３） 

令和2年12月 21日現在 

講師一覧表 

 

1/3ページ 

 

 

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) 

米澤 肇 

(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）(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成20年4月 

無 
訪問介護事業所 訪問介護員     （7年6ヶ月） 

コンサルティング会社 営業     （5年3ヶ月） 

村田 順子 

(1)職務の理解（全項目） 

(2)介護にける尊厳の保持・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） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成25年5月 

無 

特別養護老人ホーム 介護職員    （2年5ヶ月） 

通所介護 介護職員         （1年6ヶ月） 

訪問介護事業所 障害サービス職員  （3年3ヶ月） 

小規模多機能型施設         （1年8ヶ月） 

訪問介護事業所 サービス提供責任者 （1年5ヶ月） 

訪問介護事業所 障害サービス職員  （3年8ヶ月） 

服部 貢 

(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（全項目） (10)振り返り(全項目) 

介護福祉士             平成20年4月 

介護支援専門員           平成23年4月 

有 

介護施設 介護職員         (12年7ヶ月) 

介護施設 介護支援専門員       (2年2ヶ月) 

訪問介護事業所 障害サービス職員  （2年5ヶ月） 

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 （2年5ヶ月） 

寺尾 賢治 

(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（全項目） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成18年4月 

介護支援専門員           平成23年6月 

有 

デイサービスセンター 介護職員   （8年3ヶ月） 

訪問介護事業所 障害サービス職員  （3年1ヶ月） 

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 （3年1ヶ月） 

訪問介護事業所 障害サービス職員  （3年6ヶ月） 

居宅介護支援事業所 介護支援専門員 （3年6ヶ月） 

高橋 正訓 

(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） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成27年4月 

無 
訪問介護事業所 介護職員（7年） 

川﨑 剛史 

(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）(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成28年6月 

無 
通所介護事業所 介護職員 （5年2ヶ月） 

菱垣 理英  
(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 

弁護士             平成13年10月 

無 浅野梶谷法律事務所 (5年8か月) 

弁護士       (5年8か月) 



（別添２－３） 

令和2年12月21日現在 

講師一覧表 

 

2/3ページ 

 

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) 

小川 智子 

(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(全項目) 

 (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成22年4月 

有 

グループホーム  介護職員        （5年）

デイサービス 生活相談員兼介護職員    （5年） 

営業職                （2年4か月） 

小関 健太郎 

(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）(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(全項目) 

 (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成16年3月 

 

有 

デイサービス 介護職員       （7年10ヶ月） 

 

特別養護老人ホーム 介護職員       （2年） 

 

介護講師                 (10年) 

吉田 一哉 

(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(全項目) 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成20年4月 

介護支援専門員           平成23年5月 

社会福祉士             平成28年4月 

精神保健福祉士           平成29年4月 
有 

デイサービス 介護職員        (7年9ヶ月)  

居宅介護支援事業所 介護支援専門員  （8年9か月） 

居宅介護支援事業所 介護支援専門員  (8年9か月) 

障がい福祉サービス 相談支援業務   （5年6ヶ月） 

中山 有希 

(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（全項目） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士              平成7年3月 

同行援護従事者養成研修一般課程    平成26年6月 

有 

老人保健施設 介護職員        （4年1ヶ月） 

老人保健施設 介護職員        （3年） 

訪問介護事業所 

・介護業務・サービス提供責任者    （1年4ヶ月） 

吉田 由利子 

(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（全項目） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成16年4月 

有 

介護付き有料老人ホーム       （8年2ヶ月） 

訪問介護事業所 

・介護業務・サービス提供責任者   （1年7ヶ月） 

山本 恵一 

(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） 

(9)こころとからだのしくみと生活支援（全項目） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成20年4月 

介護支援専門員           平成23年6月 

有 
居宅介護支援事業所  介護支援専門員（5年10ヶ月） 

老人保健施設        介護職員（6年10ヶ月） 

 



令和2年12月21日現在 

講師一覧表 

 

3/3ページ 

 

 

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) 

朴 春代 

(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(全項目) 

(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(全項目) 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成17年4月 

 

有 

人権問題審議会委員  委託職員    （18年6ヶ月）

老人保健施設    介護職員    （10年10ヶ月） 

居宅介護支援事業所  介護支援専門員 （5年1ヶ月） 

非常勤講師              （5年8か月） 

坂尾 美江子 

(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(全項目) 

 (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成21年4月 

 

有 
老人保健施設 介護職員       （14年8ヶ月） 

介護講師               (1年6ヶ月) 

中岡 佐郡 

(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(全項目) 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士             平成21年4月 

有 

老人保健施設 介護職員        (14年3ヶ月) 

 

水野 幸子 

(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（全項目） (10)振り返り（全項目） 

介護福祉士              平成21年5月 

有 

老人保健施設 介護職員        （20年8ヶ月） 

 

内田 武秀 

(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（全項目） (10)振り返り（全項目） 

社会福祉士              平成9年4月 

介護福祉士             平成21年5月 

看護師               平成19年4月 

有 

非常勤講師             （7年4ヶ月） 

病院 看護師・社会福祉士・介護士   （9年11ヶ月） 

 

 


