
（別添２－３） 

平成29年9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) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

森田 靖子 

(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(H11/5) 

介護支援専門員(H12/4) 

    無 

 

居宅介護支援事業所 勤務

介護支援専門員(17年5ヶ月

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(17年5ヶ月) 

阪本 隆志 

(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(H19/4) 

介護支援専門員(H22/7) 

    無 

介護老人福祉施設 

介護職員(1年2ヶ月) 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(11年8ヶ月) 

居宅介護支援事業所 勤務

介護支援専門員(4年11ヶ

月) 

鳥澤 幸代 

(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 

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(H19/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(12年10ヶ月) 

馬淵 登美子 

 

(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 

(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(H20/4) 

    無 

 

 

 

 

障害者居宅介護事業所 

訪問介護員(2年3ヶ月) 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(10年4ヶ月) 



 

 

 

 

 

 

 

 

津村 眞二 

(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(H21/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(11年3ヶ月) 

沖田 支央枝 

(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(H18/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(16年6ヶ月) 

姥 みつ子 

(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(H19/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(10年6ヶ月) 

先﨑 しつか 

(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(H20/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(13年3ヶ月) 



 

山本 日登美 

(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 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H23/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(9年3ヶ月) 

齋藤 貴寛 

(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(H25/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(7年11ヶ月) 

 

北浦 協子 

(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 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H22/4) 

    無 

訪問介護事業所 

訪問介護員(4年9ヶ月) 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(5年8か月) 

山内 文 

(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(H26/4) 

    無  

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(12年6か月) 

 

徳永 紀美 

(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/全科目 

介護福祉士(H18/5) 

介護支援専門員(H19/5) 

    無 
 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(14年2か月) 

居宅介護支援事業所 勤務

介護支援専門員(4年9ヶ月)



 

 

 

 

 

 

(10)振り返り／全項目 

谷口 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(H26/4) 

    無 

訪問介護事業所 

訪問介護員(5年5か月) 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(2年9ヶ月) 

上野 邦子 

(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 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H23/4) 

    無 

 

訪問介護事業所 勤務 

訪問介護員(16年7か月) 

宮脇 淳 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援/全科目 

(3)介護の基本/全科目 

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全科目 

(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 

  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 

   

福祉用具専門相談員 

(H14.12) 

相談支援専門員(H18.9) 

    無 

 

 

大阪市西区身体障害者団体

協議会  勤務 

福祉用具専門員(7年6ヶ月)

相談支援専門員(8年4ヶ月)

人権擁護相談員(8年4ヶ月)

ピアカウンセラー(8年4ヶ

月) 

田村 友之  

(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技術/全科目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H20/3) 

   無 

介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(1年6ヶ月) 

高齢者デイサービス 

・介護職員(4年11ヶ月) 

介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(8年5ヶ月) 

 



 

（別添２－３） 

平成29年9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) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

重田 さより 

(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 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H8/3) 

有 

 

 

訪問介護事業所 勤務 

・介護従事者(12年10ヶ月) 

中村 江里子 

(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(H20/5) 

有 

 

 

訪問介護事業所 勤務 

・介護従事者(12年10ヶ月) 

奥田 勝之 

(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技術／全項目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H12/5) 

介護支援専門員（H14/5） 

無 

介護老人福祉施設 

・介護職員(3年5ヶ月) 

老人デイサービスセンター 

・介護職員(8年) 

介護事業所 勤務 

・管理者(8年5ヶ月) 

岩鼻 さゆり 

(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 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H11/5) 

無 

 

 

訪問介護事業所 勤務 

・訪問介護員(18年4ヶ月) 



 

（別添２－３） 

平成29年9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) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

葉梨 正子 

(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 

イ⑤快適な居住環境整備と介護以外の全項目 

看護師(S59/5) 

無 

病院 

・精神病棟看護師(５年) 

訪問看護ステーション 

・訪問看護師(８年) 

病院 

・老人病棟看護師(２年) 

大阪医療秘書福祉専門学校 

・介護技術等々(２年) 

大阪摂津福祉専門学校 

・介護概論等々(１年) 

 

病院 勤務 

・看護師長(13年7ヶ月) 

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) 

小泉 裕幸 

(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(H20/3) 

無 

訪問介護事業所 

・訪問介護員(4年9ヶ月) 

居宅介護 

・介護従業者(4年9ヶ月) 

介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(6年6ヶ月) 

 

山下 よしの 

(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技術 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H2/6) 

介護支援専門員（H13/3） 

社会福祉士（H14/6） 

無 

介護老人福祉施設 

・介護職員、相談員(25年9ヶ月) 

介護老人福祉施設 勤務 

・施設長補佐(20年2ヶ月) 

NPO法人 

・理事長(13年5ヶ月) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒岩 英治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 
(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携 

 ①介護保険制度 

 ③障がい者総合支援制度およびその他制度 

病院 

・医療ソーシャルワーカー（22年5か月）

知的障がい者更生施設  

・施設長(2年7ヶ月) 

保育所 

・園長(2年) 

神戸医療技術専門学校 

・社会福祉(3年1ヶ月) 

大阪府病院協会看護専門学校 

・社会福祉(19年) 

大阪社会福祉専門学校 

・現在社会と福祉 

・権利擁護と成年後見人制度 

・生活と福祉 等々(12年1ヶ月) 

大手前看護専門学校 

・社会福祉(14年9ヶ月) 

大阪府医師会看護専門学校 

・社会福祉(9年1ヶ月) 

(有)オール・ウエィズ・カンパニー

介護員養成研修2級課程（12年） 

・人権啓発に関する基礎知識 

・高齢者福祉の制度とサービス 

・障がい者(児)福祉の制度とサービス

大阪社会福祉専門学校 勤務 

・非常勤講師(17年5ヶ月) 

無 



平成29年9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) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

尾山 誠吾 

(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(H4/3) 

無 

介護老人福祉施設 

・介護職員(2年) 

身体障がい者授産施設 

・介護職員(4年) 

老人デイサービスセンター 

・介護職員(4年) 

老人デイサービスセンター 勤務 

・施設長(14年5ヶ月) 

 

小園 八重子 

(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技術／全項目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H3/3) 

介護支援専門員(H11/12) 

無 

介護老人福祉施設 

・介護職員(7年10ヶ月) 

訪問介護事業所 

・訪問介護員(1年) 

居宅介護支援事業所 

・介護支援専門員(1年) 

介護老人福祉施設 

・介護支援専門員(6年)・施設長(2年)

老人デイサービスセンター 

・相談員(3年) 

老人デイサービスセンター 勤務 

・相談員(6年4か月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀谷 和生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

大阪府ピアカウンセリング研修修

了(H15/3) 

福祉用具専門相談員(H17/2) 

相談支援従事者初任者研修修了 

(H18/10) 

同行援護従業者養成研修 

一般課程修了(H24/10) 

同行援護従業者養成研修 

応用課程修了(H24/10) 

大阪府移動支援従業者養成研修 

精神障がい課程修了(H25/5) 

相談支援従事者初任者研修 

(5日課程)修了(H25/11) 

大阪府障がい者虐待防止・権利擁

護研修修了(H25/12) 

介護職員基礎研修課程修了 

(H25/12) 

サービス管理責任者等研修修了 

(介護)(H26/1) 

実務者研修修了(H27/2) 

サービス管理責任者等研修修了 

地域生活(知的・精神)(H27/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  無 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野原 絹子 

 

 

 

 

(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/全科目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士（H27/5） 

 

 

 

 

 

 

 

   無 

 

 

訪問介護事業所 

・訪問介護員(11 年 6 ヶ月) 

居宅介護 

  ・介護従事者(11 年 6 ヶ月) 

 

 

訪問介護事業所 勤務 

・介護従事者(11 年 6 ヶ月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護事業所・管理者(3年3ヶ

月) 

自立生活支援センター・相談員、

ピアカウンセラー、事務(5年1ヶ月

人権啓発活動等・講師(14年11ヶ

月) 

人材派遣、訪問介護事業・取締役

(13年0ヶ月) 

介護員養成校・非常勤講師 

(8年10か月) 

人材派遣、訪問介護事業・取締役

(2年10ヶ月) 

訪問介護事業所、障がい者 

居宅介護等事業所・管理者 

(2年11ヶ月) 

相談支援事業所、管理者・相談支

援専門員(2年5ヶ月) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


