
（別添２－３） 

  令和４年３月３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) 修了評価 

担当の 

有無 

略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

下川 ゆき江 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解 

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

介護福祉士（2005.4.22） 

介護支援専門員（2008.5.21） 

有 

訪問介護事業所 

訪問介護員、サービス提供責任者 

（10年5か月） 

介護支援専門員（11年） 

岡本 匡弘 （２）③人権啓発に係る基礎知識 

 

 

無 福祉専門学校専任教員（5年） 

福祉専門学校副学院長（3ヵ月） 

 

田中 佳子 
（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

看護師（1987.6.3） 

介護支援専門員（2001.3.27）  
無 



（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（９）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 

主任介護支援専門員（2009.12.15） 

 

病院（4年9か月） 

総合健診施設（8年） 

 

介護支援専門員（20年） 

佐古 美枝 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解             

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

介護福祉士（2006.4.14） 

有 

サービス提供責任者・訪問介護員 

（5年） 

訪問介護事業所 勤務（14年） 



山口 慶太 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解 

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

介護福祉士（2010.4.12） 

有 

グループホーム 

・介護職員（3年9か月） 

老人保健施設 

・介護職員（4年7か月） 

訪問介護事業所 勤務（6年） 

水野 治 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

介護福祉士（2015.4.17） 

有 

訪問介護事業所 

・サービス提供責任者、訪問介護員

（10年） 

訪問介護事業所 勤務（3年3か月） 



（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解 

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

村上 佐知子 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント 

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康        

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解 

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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

介護福祉士（2007.4.6） 

有 

訪問介護事業所 

・サービス提供責任者、訪問介護員

（18年） 

訪問介護事業所 勤務（15年） 



た介護 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例         

百々 恵美子 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解  

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

介護福祉士（2005.4.22） 

介護支援専門員（2010.6.2） 

有 

訪問介護事業所 

・サービス提供責任者、訪問介護員

（13年） 

 

居宅介護支援事業所 勤務 

（9年2か月） 

平木 照子 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

介護支援専門員（2015.6.4） 

無 
福祉用具貸与 

・福祉用具専門相談員（7年） 

訪問介護事業所 



（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

・訪問介護員（3年8か月） 

居宅介護支援事業所 勤務 

（6年） 

太田 昭彦 （２）③人権啓発に係る基礎知識 

大阪府人権擁護士(2019,10,1) 

無 大阪企業人権協議会 講師（4年） 

大阪企業人権協議会 講師（4年） 

  

 

中濱 淳子 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

社会福祉士（2001.4.20）  

 

無 
一般病院 勤務 

医療ソーシャルワーカー（６年） 

 

求職支援センタ－勤務（2か月） 

教員 

就職支援相談員 

 

 

 

建林 典夫 

 

 

 

 

 

 

 

（１）①多様なサービスの理解 

（１）②介護職の仕事内容や働く現場の理解 

（２）①人権と尊厳を支える介護 

（２）②自立に向けた介護    

（３）①介護職の役割、専門性と多職種との連携 

（３）②介護職の職業倫理 

（３）③介護における安全の確保とリスクマネジメント  

（３）④介護職の安全 

（４）①介護保険制度 

（４）②医療との連携とリハビリテーション 

（４）③障がい者総合支援制度およびその他制度 

（５）①介護におけるコミュニケーション 

（５）②介護におけるチームのコミュニケーション 

（６）①老化に伴うこころとからだの変化と日常 

（６）②高齢者と健康 

（７）①認知症を取り巻く状況 

（７）②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 

（７）③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 

（７）④家族への支援 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解  

（９）①介護の基本的な考え方 

（９）②介護に関するこころのしくみの基礎的理解 

（９）③介護に関するからだのしくみの基礎的理解 

（９）④生活と家事 

（９）⑤快適な居住環境整備と介護 

（９）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 

（９）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 

（９）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）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 

（９）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 

介護福祉士（2009.5.11） 

 

福祉用具貸与 

・福祉用具専門相談員（2年） 

居宅介護（障がい） 

・訪問介護員（4年） 

・管理者兼サービス責任者 

（5年2か月）  

 

介護センター 

・管理者（3年6か月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 



 

（９）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 

（９）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 

（９）⑬介護過程の基礎的理解  

（９）⑭総合生活支援技術演習 

（１０）①振り返り 

（１０）②就業への備えと研修修了後における実例 

 

横川 純也 

（８）①障がいの基礎的理解 

（８）②障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かか

わり支援等の基礎的知識 

（８）③家族の心理、かかわり支援の理解  

 

精神保健福祉士（2016.3.1） 無 

障がい者相談支援センター 

・相談員（1年2か月） 

障がい者就労継続支援B型 

・就業指導員（7か月） 

児童放課後等デイサービス 

・児童指導員（7か月） 

障がい者就労継続支援B型 

・就業指導員（1年9か月） 

心理相談センター 

・保育所等訪問支援員（5か月） 

 

求職支援センター 

・就職支援相談員（8か月） 




