
（別添 2-3）

　　　　　　　　　　　　　　　講師一覧表

　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

介護福祉士(H4/8)

特別養護老人ホーム
・介護職(17年)

社会福祉専門学校
・形態別介護技術／老人介護技術担当
(3年11ヶ月)

グループホーム
・介護職(2011/7～)

介護福祉士(H15/4)

介護支援専門員(H18/5)

実務者研修教員講習会修了(H24/11)

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(12年6ヶ月)

・サービス提供責任者(10年1ヶ月)

・介護主任(2年8ヶ月)

高槻ライフケア協会

(教育研修事業)

・管理者(2014/4～)

(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（H13/3）

社会福祉士（H16/4）

社会福祉学修士（H18/3）

(4)①②③ 有料老人ホーム
・ケアワーカー（3年6ヶ月）
特別養護老人ホーム
・指導員（2年8ヶ月）
デイサービスセンター
・指導員（2年）
高槻市在宅介護支援センター
・ケースワーカー（6年）
高槻市在宅サービス供給ステーション
・サブディレクター（2年）
医療福祉専門学校
・介護福祉学科専門教員/学科主任・学科長（5

年）
株式会社(有料老人ホーム等運営)

・介護事業に関わる人材の育成(2007/4～)

────────

社団法人部落解放・人権研究所
・啓発企画室、研究部(11年)

知的障害者授産施設
・施設長(1年2ヶ月)

社会福祉法人大阪府総合福祉協会
・障害者支援アドバイザー(3年)

障害者居宅介護支援等事業所
・管理者兼サービス管理責任者(3年）

障害者居宅介護支援等事業所
・支援スタッフ(2009/4～)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年 9月 13日 現在

講師氏名

無

髙　山　彰　彦

 修了評価

 担当の

 有無

出　口　久　子

椎　葉　正　和 無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

(1) 職務の理解
　①多様なサービスの理解
　②介護職の仕事内容や働く現場の理解

(1) 職務の理解
　①多様なサービスの理解
　②介護職の仕事内容や働く現場の理解
(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
(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継続的な
　　研修

(2)①②、(3)①②③④、(4)①②③、

(5)①②、(6)①②、(7)①②③④、(8)①②③、

(9)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

(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

土　井　景　子 有

無
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　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

講師氏名

 修了評価

 担当の

 有無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

社会福祉士(H6/5)

介護福祉士(H8/1)

介護支援専門員(H13/3)

────────

高槻ライフケア協会
・介護支援専門員(1999/10～)

・理事長(2005～)

社会福祉士(H14/4)

介護福祉士(H25/4)

介護支援専門員(H26/6)

グループホーム
・介護職員（2年）
介護付有料老人ホーム
・介護職員（4年8か月）

高槻ライフケア協会　くらし創造の家　朋(とも)

（小規模多機能型居宅介護事業所）
・介護職員（2011/3～）

社会福祉士（H10/5）

京都市民生局（23年）
大学講師
・社会福祉実習担当（10年）

京都市介護認定審査員（2000/4～）

(4) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　①介護保険制度

介護福祉士(H14/4)

社会福祉士(H20/4)

主任介護支援専門員(H23/2)

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(7年3ヶ月)

・サービス提供責任者(2年１ヶ月)

・通所介護生活相談員(6年)

高槻ライフケア協会
・介護支援専門員(2004/5～)

看護師免許（S55/4）

看護専門学校
・基礎看護学担当(14年6ヶ月)

総合病院／訪問看護ステーション（17年3ヶ月）
・訪問看護、リスクマネジャー、退院調整担当
リハビリ訪問看護ステーション（1年）
・統括所長

リハビリ訪問看護ステーション
・訪問看護師（2013/4～）

(4) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　③障がい者総合支援制度およびその他制度

介護福祉士(H20/9)

介護支援専門員(H22/6)

児童施設
・介護職員(6年7ヶ月)

地域生活支援センター
・生活支援員(2年3ヶ月)

地域生活支援センター
・サービス管理責任者(2009/7～)

桑　原　輝　美

無種　本　浩　司

(3) 介護の基本
　①介護職の役割、専門性と多職種との連携
　②介護職の職業倫理

(1)①②、(2)①②、(3)③④、(4)①②③、(5)①②

(6)①②、(7)①②③④、(9)⑫、(10)①②

無

無

川　浪　スヱ子

轟　木　　　悟

無

無

(3) 介護の基本
　③介護における安全の確保とリスクマネジメント
　④介護職の安全

無佐　竹　紀美子

(4) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　①介護保険制度

宮　脇　郁　子

(4) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携
　②医療との連携とリハビリテーション
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術
　③介護に関するからだのしくみの基礎的理解
　⑫死にゆく人に関したこころとからだのしくみと
　　終末期介護
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　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

講師氏名

 修了評価

 担当の

 有無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

レクリエーションコーディネーター(H11/4)

介護福祉士(H12/5)

介護支援専門員(H15/3)

社会福祉協議会
・訪問介護員(5年9ヶ月)

認知症グループホーム
・介護職員(1年11ヶ月)

訪問看護ステーション
・訪問看護助手(1年2ヶ月)

訪問介護事業所
・主任サービス提供責任者(2005/4～)

介護福祉士(H9/5)

介護支援専門員(H13/3)

児童施設
・保母(3年)

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(12年7ヶ月)

・サービス提供責任者(6年7ヶ月)

高槻ライフケア協会
・訪問介護事業/居宅介護事業管理者(2005/11

～)

介護福祉士(H11/7)

主任介護支援専門員(H19/3)

社会福祉士(H20/4)

精神保健福祉士(H22/3)

訪問介護事業所
・介護業務(5年)

・サービス提供責任者(3年)

居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(5年)

地域包括支援センター
・主任介護支援専門員(5年)

居宅介護支援事業所
・主任介護支援専門員(2012/4～)

医師免許(S49/6)

病院(8年9ヶ月)

医療法人　理事長／診療
・診療所（訪問診療実施）(1986/4～)

・クリニック（療養ショートステイ実施）
　(1999/9～)

・グループホーム(2000/4～)

介護福祉士(H23/4)

認知症介護実践者研修(H25/12)

キャラバンメイト養成研修修了(H26/7)

中途障害者授産施設
・指導員(2年2ヵ月)

通所介護事業所
・介護職員・管理者(4年)

グループホーム・通所介護事業所
・施設長兼グループホーム管理者(2013/5～)

谷　口　一　政

赤　井　康　代

無

無

中　嶋　啓　子

(6) 老化の理解
　②高齢者と健康

無

無

(5) 介護におけるコミュニケーション技術
　①介護におけるコミュニケーション

米　津　由実子

有

(5) 介護におけるコミュニケーション技術
　②介護におけるチームのコミュニケーション

(1)①②

(10)①②

三　俣　玲　子

(7) 認知症の理解
　①認知症を取り巻く状況
　③認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
　④家族への支援

(6) 老化の理解
　①老化に伴うこころとからだの変化と日常

(7)③④、(9)①②
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　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

講師氏名

 修了評価

 担当の

 有無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

医師免許(S59/5)

保健所
・技術吏員(医師)(1年10ヶ月)

・保健予防課長(1年3ヶ月)

精神科病院(1989/7～)

・診療

医師免許(H4/5)

────────

診療所院長(2003/5～)

社会福祉士(H6/5)
介護福祉士(H8/4)
介護支援専門員(H10/3)
精神保健福祉士(H23/8)

特別養護老人ホーム
・介護業務(7年3ヶ月)
・副園長(2年3ヶ月)
在宅介護支援センター
・相談員兼介護職員(3年)
居宅介護支援事業所
・介護支援専門員(1年10ヶ月)
・管理者(8年2ヶ月)
訪問介護事業所
・訪問介護員(1年9ヶ月)
地域包括支援センター
・センター長(3年)

一般社団法人代表理事(2015/6～)

・地域における住開き事業を主宰

介護福祉士(H17/4)

介護支援専門員(H20/7)

実務者研修教員講習会修了（H26/1）

────────

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(1999/4～)

・介護支援専門員(2008/7～)

高槻ライフケア協会　くらし創造の家　朋(とも)

・生活支援員(2005/11～)

(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

福祉住環境コーディネーター2級

(H12/11)

福祉用具プランナー(H17/12)

二級建築士(H17/2)

────────

株式会社 (福祉用具・介護用品の販売

レンタル/住宅改修)

・社長　（2013/1～）
・福祉用具専門相談員／住宅改修業務
  (1994/4～)

無

(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
　⑬介護過程の基礎的理解

(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

中　村　知　子

(8) 障がいの理解
　①障がいの基礎的理解
　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知識
　③家族の心理、かかわり支援の理解

無

榎　木　眞　吉

柳　川　敏　夫

無

無

(7) 認知症の理解
　②医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理

小　川　裕美子

鈴　木　みどり 無
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　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

講師氏名

 修了評価

 担当の

 有無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

介護福祉士(H20/4)

介護支援専門員（H24/5）

実務者研修教員講習会修了（H26/1）

訪問介護事業所
・介護業務(3年6ヶ月)

・サービス提供責任者（2006/4～）

訪問介護事業所
・管理者　サービス提供責任者（2013/9～）

介護福祉士(H16/4)

訪問介護事業所
・介護業務(8年6ヶ月)

・サービス提供責任者（1年3ヶ月）

地域の介護職の交流会 主宰(2006～)

・介護福祉士実技試験対策講座講師

府立聴覚高等支援学校
・介護員養成研修講師(2008/4～)

介護福祉士(H9/4)

介護支援専門員(H11/11)

訪問介護事業所
・ホームヘルパー(8年8ヶ月)

高齢者福祉施設
・主任ヘルパー(2年2ヶ月)

社会福祉専門学校
・形態別介護技術担当(4年)

大学社会福祉学部
・介護技術担当(5年)

訪問介護事業所
・管理者(2006/4～)

介護福祉士(H7/5)

介護支援専門員(H13/6)

社会福祉事業団
・介護業務(9年3ケ月)

介護老人保健施設
・介護支援専門員(1年8ヶ月)

株式会社(有料老人ホーム等運営)

・介護支援専門員 / 介護福祉士 (2008/2～)

介護福祉士(H14/4)

実務者研修教員講習会修了（H26/7）

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(15年3ヶ月)

・サービス提供責任者(7年3ヶ月)

高槻ライフケア協会　くらし創造の家　朋(とも)

（生活介護事業所）
・管理者(2009/7～)

介護福祉士(H20/5)

実務者研修教員講習会修了（H26/1）

特別養護老人ホーム
・介護業務(5年10カ月)

小規模多機能型居宅介護事業所
・介護業務(11カ月)

高槻ライフケア協会　くらし創造の家　朋(とも)

(小規模多機能型居宅介護事業所)

・管理者(2010/4～)

吉　留　敦　子

下　山　節　庫

(1)職務の理解

　②介護職の仕事内容や働く現場の理解

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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

(1)①、(2)①②、(3)①②③④、(4)①②③、

(5)①②、(6)①②、(7)①②③④、

(9)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭、(10)①②

有

古　井　ひとみ

無

無

谷　岡　綾　子

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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)⑥

広　瀬　孝　子

黒　崎　良　子

有

無

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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) ①②

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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

無

(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
　　自立に向けた介護

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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
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　　　　　　　　資格　(取得年月日)

　　　　　　　　略歴　(経験年数)

　　　　　　　　現在の職業　(経験年数)

講師氏名

 修了評価

 担当の

 有無

　　　　　　　担当　科目番号、科目名／
　　　　　　　　　　　項目番号、項目名

介護福祉士(H14/4)

実務者研修教員講習会修了（H26/1）

────────

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー(1998/7～)

・サービス提供責任者(2003/4～)

介護福祉士(H19/4)

────────

高槻ライフケア協会
・ケアワーカー、ガイドヘルパー(2003/11～)

・サービス提供責任者(2008/6～)

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　②介護に関するこころのしくみの基礎的理解

看護師免許(S54/4)
高等学校教諭一種免許（福祉）（H17/3）
介護教員講習会修了（H17/12)
医療的ケア教員講習会修了（H24/12）

(1)①②、(3)①②③④、(5)①②、(6)①②、

(7)①②③④、(8)①②③、

(9)①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭、(10)①②

医科大学付属病院
・看護師（7年3ヶ月）
介護福祉士養成専門学校
・専任教員（25年）

府内介護福祉士養成専門学校
・専任教員（2012/4～）

介護福祉士(H8/6)

────────

特定非営利活動法人
・訪問介護管理職 兼  サービス提供責任者

(2002/10～)

介護福祉士(H15/4)

特定非営利活動法人　高槻ライフケア協会
・訪問介護員(2年6ケ月)

・サービス提供責任者(2年９ヶ月)
高槻ライフケア協会

・サービス提供責任者(5年10ヶ月)

高槻ライフケア協会

・通所介護事業　管理者 (2011/10～)

介護福祉士(H15/5)

特別養護老人ホーム
・訪問介護員（1年）
・サービス提供責任者（5年）

特別養護老人ホーム
・介護支援専門員（Ｈ17/6～）
・生活相談員（Ｈ21/8～）

介護福祉士(H19/4)

特定非営利活動法人　居宅介護支援事業所
・サービス提供責任者(12年4ヶ月)

高槻ライフケア協会
・サービス提供責任者(2018/4～)

伊藤　奈央子

(5) 介護におけるコミュニケーション技術
　②介護におけるチームのコミュニケーション

(1)①②、(2)①②、(3)①②③④、(4)①②③、

(5)①、(6)①②、(7)①②③④、(8)①②③、

(9)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭、(10)①②

無

辻　　  彰 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

無

北川　香奈子 無

無野　口　直　美

高　橋　郁　子 無

(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

(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

佐　野　淳　子

(1) 職務の理解
　①多様なサービスの理解
　②介護職の仕事内容や働く現場の理解

無

古元　美枝子

(9) こころとからだのしくみと生活支援技術
　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

無
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