
（別添２－３ 

令和５年１月２２日 

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) 

芦沢 清隆 

(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（H13/11) 

一級建築士（S48/3) 

無 
一級建築士事務所勤務 

・建築士（32年4ヶ月） 

一級建築士事務所経営 

・建築士（13年9ヶ月） 

児玉 貴志 

(8)障がいの理解／全項目 

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携/全項目 

介護支援専門員（H17/5） 

社会福祉士（H22/3） 

介護福祉士（H23/4） 

無 

障がい者支援施設 

・指導員（4年） 

障がい者生活介護（通所） 

・生活支援員（8年） ・副施設長（1年） 

障がい者生活介護（通所） 

・施設長（5年11ヵ月） 

幸地 伸哉 

(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 

(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 

社会福祉主事（H12/3） 

介護支援専門員（H20/5） 

介護福祉士（H23/4） 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（4年3ヶ月） 

ディサービスセンター 

・介護職員兼生活相談員（3年4ヶ月） 

訪問介護事業 介護タクシー事業所 

・代表取締役（6年2ヶ月） 

田川 淳 

(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（H18/9) 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職(4年3ヶ月) 

ディサービスセンター 

・生活相談員・介護職(8年4ヶ月) 

・所長（5年6ヶ月） 

特別養護老人ホーム 

・施設長（9ヶ月） 

小室 八千代 

(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 

 

看護師（S48/10) 社会福祉士（H10/5） 

介護支援専門員（H12/3）精神保健福祉士（H16/4） 

有 

訪問看護事業所 

・訪問看護師（14年2ヶ月） 

介護福祉士養成校 

・講師（11年3ヶ月） 

介護福祉士養成校 

・教務課兼講師（6年6ヶ月） 

介護福祉士養成校 

・教務課兼講師（4ヶ月） 

山内 泰典 

(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 

(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 

介護福祉士（H23/4） 

無 

障がい者共同作業所 

・指導員・介護職(19年） 

障がい者生活介護(通所) 

・施設長（12年） 



中川 敬子 

(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/⑤以外の全項目 

看護師（S49/5) 介護支援専門員（H13/3） 

無 

訪問看護事業所 

・訪問看護師（10年3ヶ月） 

病院 

・看護業務（26年） 

訪問介護員養成校  

・訪問介護員養成講座講師（2年9ヶ月） 

特別養護老人ホーム 

・看護師（9ヶ月） 

横田 絹代 

(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 

(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（H16/4） 

有 

ディサービスセンター 

・介護職員(5年1ヶ月） 

訪問介護事業所  

・サービス提供責任者（9年1ヶ月） 

松尾 佳子 

(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 

介護支援専門員（H8/5） 

介護福祉士（H11/5） 社会福祉士（H23/4） 

有 

大阪市社会福祉協議会 

・介護職員 障害者生活介護含む(8年7ヶ月） 

グループホーム 

・介護職員兼介護支援専門員（4年3ヶ月） 

専門学校 

・介護講習会講師（2年1ヶ月） 

介護員養成校 

・介護員養成講座講師（5年1ヶ月） 

上田 千恵美 

(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 

介護福祉士（H11/5） 介護支援専門員（H14/4） 

主任介護支援専門員（H19/3） 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(9年9ヶ月） 

特別養護老人ホーム（8年7ヶ月） 

・相談員兼介護支援専門員（4年3ヶ月） 

・介護技術講習会講師（2年） 

介護員養成校 

・介護員養成非常勤講師（5年） 

則包 正人 

(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（H12.3） 

有 

老人保健施設 

・介護職員（6年9か月） 

グループホーム 

・介護職員（2年9ヶ月） 

デイサービス  

・管理者・生活相談員（3年7ヶ月） 

グループホーム 

・管理者（6ヶ月） 

坂本 まゆみ 

(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 

介護福祉士（H19/5） 認知症ケア診断士（H23/4） 

福祉住環境コーディネーター（H24/7） 

無 

訪問介護事業所 

・訪問介護員（4年11ヶ月） 

・サービス提供責任者（2年） 

介護員養成校 

・非常勤講師（4年1ヶ月） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員（1年6ヶ月） 

安田 倜枝 

(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 

(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） 

介護支援専門員（H20/6） 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（6年5ヶ月） 

グループホーム 

・ケアマネージャー兼介護職員(１年1ヶ月） 

グループホーム 

・ケアマネージャー兼管理者（4年7ヶ月） 



渡辺 江美子 

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目 

(8)障がいの理解／全項目 
社会福祉士（H13/8） 精神保健福祉士(H17/5) 

介護支援専門員(H17/6) 

相談支援専門員（H19/3/15） 

無 
地域活動支援センター 

・生活支援相談員（4年10ヶ月) 

地域活動支援センター 

・相談支援専門員（7年4ヶ月） 

介護員養成校 

・介護講師(4年5ヶ月) 

岡崎 裕 

(2)介護における尊厳の保持・自立支援／③人権に係る基礎知識 高等学校教諭免許（H15/2） 

無 

高等学校 

・教諭 教科：人権学習（9年） 

大学 

・准教授 教科：人権教育（5年11か月） 

岩谷 泰子 

(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） 

移動支援従業者全身性障がい課程修了（H16/3） 

無 

訪問介護事業所 

・サービス提供責任者（5年） 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（6か月） 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（1年8カ月） 

ディサービスセンター 

・介護職員（6か月） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員（1年） 

介護員養成校 

・非常勤講師(1年6ヶ月) 

佐々木 万純 

(6)老化の理解／全項目 

(7)認知症の理解／全項目 

看護師（H7/4） 

医療的ケア教員講習修了(H24/7) 

無 
病院 

・看護師（16年） 

・訪問看護師（1年3か月） 

 

鈴木 三枝子 

(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／全項目 

看護師（S45/5） 

介護支援専門員（H13/3） 

福祉住環境コーディネーター（H13/11） 

社会福祉士（H21/4） 

有 

病院 

・看護師（20年9ヶ月） 

・訪問看護師（12年） 

居宅支援事業所 

・介護支援専門員（15年11ヶ月） 

・福祉住環境コーディネーター（15年11ヶ月） 

大阪市 

・訪問看護師指導員（5年） 

介護員養成校 

・非常勤講師（4年1ヶ月） 

居宅支援事業所 

・代表（15年11か月） 

・介護支援専門員（15年11ヶ月） 

・福祉住環境コーディネーター（15年11ヶ月） 

介護員養成校 

・非常勤講師（4年1ヶ月） 

山﨑 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 

(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   修了評価 

介護福祉士（H19/4） 

実務者研修教員講習修了（H24/12） 

有 

特別養護老人ホーム  

・介護職員（9年2ヶ月） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員（2年7ヶ月） 

介護養成校 

・非常勤講師（3年11ヶ月） 

訪問介護事業所 

・訪問介護員（7ヶ月） 



太田 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 修了評価 

介護福祉士（H16/4） 

有 

訪問介護事業所 

・サービス提供責任者（3年3か月） 

介護福祉施設 

・介護職員（1年10ヶ月） 

介護福祉施設 

・介護職員（2年3ヶ月） 

介護養成校 

・非常勤講師（6年6ヶ月） 

木下 美穂 

(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)障害の理解／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 修了評価 

全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了

（H16/10） 

介護福祉士（H20/4） 

有 

 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

・訪問介護員・ガイドヘルパー（16年10ヶ月） 

眞鍋 聡 

(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)障害の理解／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  

全身性障害者移動介護従業者養成研修課程修了

（H15/11） 

介護福祉士（H20/5） 

介護支援専門員（H23/5） 

有  

 

居宅介護・訪問介護事業所 

訪問介護員・ガイドヘルパー・相談員 

（10年10ヶ月） 

繁岡 秀俊 

 (4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携 

②医療との連携とリハビリテーション 
理学療法士（H18/3） 

無 
 

 

老人保健施設（8年5ヶ月） 

山口 芳久 (2)介護における尊厳の保持・自立支援／③人権に係る基礎知識 大阪府人権福祉士（平成27年3月） 無 

来村 美代子 

（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（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（平成19年4月6日） 

有 

訪問介護事業所 

・ホームヘルパー（3年4ヶ月） 

・サービス提供責任者及びホームヘルパー 

（6年6か月） 

介護職員養成施設 

・講師（2年10か月） 

訪問介護事業所 

・管理者及びホームヘルパー 

荒木 博子 

（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（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（平成22年4月14日） 

介護支援専門員（平成24年4月16日） 

無 

介護療養型医療施設 

・介護職員（8年2ヶ月） 

地域包括支援センター 

・介護支援専門員（4ヶ月） 

住宅型有料老人ホーム 

・介護職員および介護支援専門員（6か月） 

医療介護サービスセンター 

・介護支援専門員（9か月） 

デイサービス  ・介護職員 



塩野 浩二 

（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（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（平成18年4月14日） 

 

居宅介護・訪問介護事業所 

・事務局運営兼ﾍﾙﾊﾟｰ 

（平成18年10月〜現在に至る）。 

 

 

有 

浅澤 玲子 

（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（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（平成16年4月16日） 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（2年） 

デイサービス 

・介護職員（1年2か月） 

デイサービス 

・管理者兼、介護職員（2年5か月） 

グループホーム 

・管理者兼、介護職員（平成18年2月〜現在に至る） 

有 

島岡 小夜子 

（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（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（平成23年4月19日） 

訪問介護事業所 

・ホームヘルパー（6年7か月） 

訪問介護事業所 

・管理者（平成26年2月〜現在に至る） 

 

有 

髙橋 八寿代 

（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（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（⑤以外全項目） 

看護師（S51/4） 

介護支援専門員（H12/2） 

認知症ケア専門士（H20/4） 

介護老人福祉施設 

・訪問看護員（1年5ヶ月） 

病院 

・療養病棟 訪問看護師（1年5ヶ月） 

・療養病棟長（5年9ヶ月） 

・介護老人保健施設 看護師長（3年1ヶ月） 

その他 

・看護部長（4年） ・看護副部長（2年） 

・看護部長〜現在 

有 

水田 裕子 

（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（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１０日） 

介護訪問事業所 

・訪問介護職員（５年） 

居宅介護事業所・移動支援事業所・同行援護事業

所 

・居宅介護職員（３年９か月） 

・移動支援職員（３年９か月） 

・同行援護職員（３年９か月） 

無 

原 悦子 

（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 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携（全項目） 

（8）障がいの理解（全項目） 

介護福祉士（平成24年4月13日） 

障害者支援施設 

介護業務及び相談援助業務（9年7か月） 

無 

川江 幸生 

（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（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（平成15年4月18日） 

高齢者デイサービス （5年5カ月） 

高齢者グループホーム（1年6か月） 

有 



駿河 加奈 

（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（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） 

社会福祉士（平成15年5月9日） 

介護福祉士（平成19年4月13日） 

介護支援専門員（平成21年6月23日） 

特別養護老人ホーム（14年3ヶ月） 

有 

荻野 恵子 

 (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 

（4）介護・福祉サービスの理解と医療の連携（全項目） 

 

社会福祉士（平成20年9月12日） 

介護福祉士（平成25年4月26日） 

特別養護老人ホーム 介護職員（3年） 

特別養護老人ホーム 生活相談員（6年2か月） 

無 

田嶋 理佳 

 (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（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（⑤以外全項目） 

准看護士 （昭和62年1月13日） 

看護師  （平成27年4月22日） 

特別養護老人ホーム 看護職員 

          （3年3ヶ月） 

介護老人保健施設  看護職員 

          （11か月） 

特別養護老人ホーム 看護職員 

          （5年11ヶ月） 

有 

亀澤 遊 

 (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（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（⑤以外全項目） 

看護師  （平成8年5月2日） 

特別養護老人ホーム 看護職員 

          （9年1ヶ月） 

有 

道脇 央好 

 (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） 

（9）こころとからだのしくみと生活支援技術 

 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 

介護支援専門員 （平成16年4月21日） 

社会福祉士   （平成19年4月13日） 

デイサービス   生活相談員（5年9ヶ月） 

病院       介護支援専門員（4年7ヶ月） 

特別養護老人ホーム 介護支援専門員 

                （8年9ヶ月） 

無 

清藤 明日香 

（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（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   （平成14年3月29日） 

特別養護老人ホーム （11年4ヶ月） 
有 

永川 明恵 

（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（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   （平成19年5月9日） 

特別養護老人ホーム （9年9ヶ月） 
有 

榮 和美 

（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（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   （平成17年3月31日） 

特別養護老人ホーム （9年2ヶ月） 
有 



石津 周 

（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（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   （平成17年3月17日） 

特別養護老人ホーム （12年1ヶ月） 
有 

村重 雅美 

(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)障害の理解／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(H24/4) 

有 

介護老人福祉施設 

・介護職員(4年) 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員 移動支援員（5年） 

・高齢福祉 訪問介護員（2年1ヶ月） 

介護員育成研修 

・講師（4年9ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害および高齢福祉 訪問介護員（5年） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1年9ヶ月） 

上山 小百合 

(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)障害の理解／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(H9/6) 

社会福祉士(H26/3) 

有 

介護老人福祉施設 

・介護職員（2年） 

訪問介護 

・高齢福祉 訪問介護員（1年5ヶ月） 

・障害福祉 訪問介護員・移動支援員（6年2ヶ月） 

障がい者施設 

・指導員・生活支援員（3年7ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害および高齢福祉 

 訪問介護員・移動支援員（4年7ヶ月） 

丸山 宏 

(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)障害の理解／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) 

有 

障がい者施設 

・指導員・生活支援員（3年7ヶ月） 

介護老人福祉施設 

・介護職員（10年9ヶ月） 

障がい作業所 

・サービス管理責任者（4ヶ月） 

障がい作業所 勤務 

・サービス管理責任者（4ヶ月） 

文榮 純兵 

(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)障害の理解／全項目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H28/4) 

無 

障がい作業所 

・指導員・生活支援員（6年5ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・教務課職員（1ヶ月） 

竹内 貴美子 

(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 

ヘルパー２級(H18/3) 

介護福祉士(H22/4) 

有 

病院 

・介護職員（1年4ヶ月） 

訪問介護 

・高齢福祉 訪問介護員（11年） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1ヶ月） 



津呂 麗子 

(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(H17/4) 

有 

通所介護 

・介護職員（3年6ヶ月） 

共同生活介護 

・介護職員（1年8ヶ月） 

老人保健施設 

・介護職員（2年4ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1ヶ月） 

宇都 直子 

(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)障害の理解／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(H16/4) 

有 

病院（障がい者病棟） 

・介護職員（4年11ヶ月） 

老人福祉施設 

・介護職員（7年2ヶ月） 

共同生活介護 

・介護職員（3年6ヶ月） 

通所介護 

・介護職員（4年4ヶ月） 

訪問介護（障がい福祉） 

・訪問介護員（3年9ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1ヶ月） 

髙島 絵里 

(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)障害の理解／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) 

有 

通所介護 

・介護職員（3年10ヶ月） 

老人福祉施設 

・介護職員（4年6ヶ月） 

訪問介護（障がい福祉） 

・訪問介護員 兼 移動支援員（5年11ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1ヶ月） 

石田 奈央 

(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(H21/4) 

有 

老人保健施設 

・介護職員（13年8ヶ月） 

通所介護 

・介護職員（4年7ヶ月） 

老人福祉施設 

・介護職員（2年2ヶ月） 

老人福祉施設 

・介護職員（2年2ヶ月） 

中尾 律子 

(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)障害の理解／全項目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H29/9) 

移動支援従業者養成研修 全身性課程(H28.2) 

無 

訪問介護 

・障害福祉 訪問介護員（5年4ヶ月） 

移動支援員（4年4ヶ月） 

訪問介護 勤務 

・障害福祉 訪問介護員（5年4ヶ月） 

移動支援員（4年4ヶ月） 

平岡 祐一 

(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技術／全項目 

(10)振り返り／全項目 

介護福祉士(H18/4) 

有 

老人保健施設 

・介護職員（4年9ヶ月） 

老人福祉施設 

・介護職員（3年6ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（2ヶ月） 



 

中井 恵 

(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(H26/4) 

無 
通所介護 

・介護職員（8年10ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（2ヶ月） 

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 

(8)障害の理解／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) 

有 

通所介護 

・介護職員（14年3ヶ月） 

・障がい者福祉（3年1か月） 

 （身体・知的デイサービス） 

 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（1ヶ月） 

椎名 保友 

(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 

(8)障害の理解／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 

居宅介護従業者資格（H15/3） 

介護福祉士（H23/4） 

同行援護(H25/9) 

有 

障害者居宅介護サービス 

・居宅介護支援従業者（19年7ヶ月） 

・生活介護管理者（6年11ヶ月） 

山下 寛訓 

(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 

(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) 

有 

認知症対応型共同生活介護 

・介護職員（14年2ヶ月） 

・管理者（7年8ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（3ヶ月） 

辻 智子 

（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／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／⑤以外全項目 

看護師（H23/4） 

有 

訪問看護 

・障害福祉 訪問看護師（5年3ヶ月） 

・高齢福祉 訪問看護師（5年3ヶ月） 

病院 

・病棟看護師（8ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（3ヶ月） 

開 諭志 

(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 

(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（H16.4） 

介護支援専門員（H21.6） 

有 
通所介護 

介護職員（14年6ヶ月） 

介護支援専門員（1年９ケ月） 

ショートステイ生活相談員（2年） 

 



大橋 理恵子 

(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(H29/5) 

有 
認知症対応型共同生活介護 

・介護職員（８年２ヶ月） 

介護員育成研修 事業所 勤務 

・講師（３年） 

寺田 賢 

(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（2014.4） 

有 

居宅・移動支援事業所、高齢者通所介護・訪問介

護事業所         介護職員（14年8ヶ

月） 

介護福祉士養成専門学校 非常勤講師（4年4ヶ

月） 

児童デイサービス、移動支援事業  支援員（6

ヶ月） 

 

賀川 秀輝 

(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(H15/4) 

介護支援専門員（H21/6） 

介護療養型医療施設   介護職員（2年10ヶ月） 

特別養護老人ホーム   介護職員（5年2ヶ月） 

居宅・移動支援   ガイドヘルパー（3年11ヶ

月） 

 （ガイドヘルパー知的障がい） 

居宅介護・訪問介護  管理者・サービス提供責

任者（4年） 

 

 

 

 

 

有 

 

 

 

日比野 信子 

 

 

 

(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（H19/4） 

 

居宅介護・訪問介護   介護職員（8年4ヶ月） 

有料老人ホーム     介護職員（1年） 

通所介護        介護職員（2年） 

 

介護講師（5年2ヶ月） 

 

 

 

 

  有 

 

 

 

瀬山 亜貴子 

 

(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） 

居宅介護・訪問介護・移動支援  

（ガイド・同行）   サービス提供責任者兼 

            介護職員（2年2ヶ月） 

居宅介護・訪問介護・移動支援  

（ガイド・同行） 管理者兼介護職員（4年2ヶ月） 

訪問介護         介護職員（10ヶ月）

  

  

 

 

 

 

  無 

 

奥田 宏美 

(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（H18/4） 

視覚障がい者移動介護従業者養成研修（H16/12） 

同行援護従業者養成研修応用課程（H26/6） 

 

特別養護老人ホーム   介護職員（5年11ヶ月） 

障がい者支援施設    障がい者支援業務 

 （視覚）         （3年4ヶ月） 

 

講師業         介護講師（6年1ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 無 



 

 

 

 

吉田 康子 

 

 

 

 

 

(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 

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

からだのしくみと自立に向けた介護⑬介護過程の基礎的理解⑭総合生

活支援技術演習⑭総合生活支援技術演習 

看護師（H9/4） 

） 

 

 

 

 

 

有 

 病院 看護業務 （9年11ヶ月） 

〃介護デイケア室長及び看護業務（12年11ヶ月） 

 

グループホーム勤務（1ヶ月～ 

介護講師     （1ヶ月～ 

米谷 正次 

(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（H10/3） 

介護支援専門員（H28/6） 

 

医療法人  介護職員（6年4ヶ月） 

グループホーム 介護事業部長兼管理者（14年10

ヶ月～） 

 

 

 

 

有 

浅尾 安行 

(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(H10/6) 

有 
デイサービス  

・介護職員（18年8ヶ月） 

 

八田 亨子 

(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（H22/4） 

有 特別養護老人ホーム  介護職員（11年0ヶ月） 

特定施設 介護職員 （2年0か月） 

伯井 暁史 

(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 

(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(H24/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 有 

特別養護老人ホーム  介護職員（7年9ヶ月） 

 

 

デイサービス     介護職員（5年10ヶ月） 

木村 正美 

(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 

 

介護福祉士(H16/4) 

 

 

 

 

 

 有 

グループホーム  介護職員（6年6ヶ月） 

 



(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 グループホーム  介護職員（4年5ヶ月） 

川口 和洋 

(8)障がいの理解/全項目 介護福祉士（H28.12） 

重度訪問介護従業者(基礎・追加)(H20.3) 

無 

登録ホームヘルパー・ガイドヘルパー（全身・精

神・知的障害）(3年) 

常勤ホームヘルパー・ガイドヘルパー（全身・精

神・知的障害）(5年8ヶ月) 

ヘルパー・ガイドヘルパー（全身・精神・知的障

害） 

サービス提供責任者 

(2年10ヶ月) 

福井 彩英 

(8)障がいの理解/全項目 介護福祉士（H22.4） 

無 

登録ホームヘルパー・ガイドヘルパー（全身・精

神・知的障害）(2年10ヶ月) 

常勤ホームヘルパー・ガイドヘルパー（全身・精

神・知的障害）(1年8ヶ月) 

サービス提供責任者 

(4年10ヶ月) 

北村 憲彦 

(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（H23.4） 

 

有  

介護職員（7年3ヶ月） 

生活相談員（3年2 

ヶ月） 

 

管理者（1年5ヶ月） 

岡田 美和子 

(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（H13.4） 

有 

計画作成者・介護士(10年3ヶ月) 

管理者（4年5ヶ月） 

長嶋 里美 

(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 

(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（H23.4） 

有 

介護職員(8年) 

夜勤業務専従介護職員（6年7ヶ月） 

小宮 祥裕 

(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（H26.5） 

有 

特別養護老人ホーム 介護職員（３年２ヶ月） 

グループホーム 介護職員（１年４ヶ月） 

介護付き有料老人ホーム 介護職員（2年7ヶ月） 

老人保健施設 介護職員（10ヶ月） 

サービス付き高齢者住宅（1年8ヶ月） 

介護講師兼訪問介護員（1年1ヶ月） 

山室 尚子   



 

(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（H２２.４） 

障がい者支援施設（全身性・知的・精神・視覚障

がい）（２３年５ヶ月） 

有 

 

林 小百合 

(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（H27.4） 

有 

訪問介護職員(8年) 

介護職員(3年) 

介護職員兼生活相談員(5年) 

看護助手（5か月） 

介護講師（2か月～） 

石原 昌子 

(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（H16.4） 

有 

介護職員(12年) 

介護講師(12年) 

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 

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（H17.4） 

有 

介護職員(9年) 

介護支援専門員（5年） 

介護講師(5年～) 

杉本 和子 

(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（H19.5） 

有 

介護職員(10年) 

管理者(11年～) 

藤原 薫 

（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（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（平成27年4月28日） 

 

・事務局運営兼ﾍﾙﾊﾟｰ 

（平成26年10月〜現在に至る）。 

 

 

有 



石川 浩司 

（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（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（平成29年5月12日） 

・訪問介護 

（平成24年3月〜現在に至る）。 

・居宅介護 

・移動支援（全身・精神・知的） 

・就労継続支援B型支援員 

無 

上田 千春 

(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／⑤以外全項目 

看護師（S63.5） 有 

 

病院 看護職員（２年１ヶ月） 

障がい施設 介護職員（４年） 

病院 看護職員（２年１ヶ月） 

病院 看護職員（10ヶ月） 

介護講師兼訪問介護員（1年1ヶ月） 

柴田 博美 

（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（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（平成25年4月10日） 
有 

 
介護老人保健施設 介護職員（10ヶ月） 

有料老人ホーム 介護職員（4年3か月） 

訪問介護事業所 訪問介護員（6年8ヶ月） 

前西 由幹 

（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（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（H23/4） 

 

有 

 

有料老人ホーム 介護職員（3年） 

訪問介護 居宅介護（全身・知的・精神・視覚）

（5年1ヶ月） 

重度訪問介護（5年1ヶ月） 

移動支援（全身）（5年1ヶ月） 

加賀 由紀子 

（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（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（H17/4） 

 有 

 
デイサービス 介護職員（13年） 

訪問介護 （6年2ヶ月） 

 

悦見 美和子 

（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（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（H26/4） 

 有 

 
有料老人ホーム 介護職（7年8ヶ月） 

通所リハビリテーション 介護職（2年2ヶ月） 

 

細江 恵美子 

（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（全項目） 

介護福祉士（H9/4） 有 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

特別養護老人ホーム 介護職（15年） 

グループホーム ケアマネジャー（1年4ヶ月） 

グループホーム 管理者（1年4ヶ月） 

中川 サカエ 

 

（6）老化の理解（全項目） 

（7）認知症の理解（全項目） 

 

看護師（S55/5） 

無 病院 看護師（13年） 

病院 看護部長（3年9ヶ月） 

城戸 聡子 

（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（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） 

 

有 

 訪問介護 介護職員（8年3ケ月） 

訪問介護 居宅介護（全身・知的）（12年3ヶ月） 

南 利彦 

（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（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（H28/4） 

 

 

 

 

有 

 

 

 

 

介護老人保健施設介護職員（2年3ヶ月） 

特別養護老人ホーム 介護職員（7年2ヶ月） 

特別養護老人ホーム（7年2ヶ月） 

伊藤 祥 

(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（H23/4） 

介護支援専門員（H25/5） 

 

有 

 

 

 

グループホーム 介護職員 （13年2ヶ月） 

グループホーム 介護職員 （13年2ヶ月） 



中西 栄 

（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（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（平成12年5月22日） 

 

 

有 

・訪問介護員（15年1ヶ月） 

 

田中 めぐみ 

（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（平成28年4月8日） 

 

 有 

グループホーム 介護職（3年4ヶ月） 

デイサービス 介護員 （4年10ヶ月） 

学校教員 （0年1ヶ月） 

森崎 哲正 

（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（平成19年4月6日） 
 

有 

訪問介護ステーション 訪問介護員（5年0ヶ月） 

有料老人ホーム 介護員 （0年4ヶ月） 

 

人材育成コンサルティング（0年3ヶ月） 

神戸 宏敏 

（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（平成21年8月31日） 

 

有 

特別養護老人ホーム 介護職（6年1ヶ月） 

 

学校教員 （0年1ヶ月） 

芝 知里 

（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（平成10年3月17日） 

 

有 

特別養護老人ホーム 介護職（5年5ヶ月） 

介護老人保健施設 介護職 （7年3ヶ月） 

介護老人保健施設 介護職（7年3ヶ月） 

 

久保 朱美 

（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（令和2年4月10日） 

 

  

  無 

訪問介護ステーション 訪問介護員（3年6ヶ月） 

共同生活援助 介護職 （11年1か月） 

 

介護予防センター センター長（3年6ヶ月） 



木村 智幸 

（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 

(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（平成28年4月12日） 

有 

特別養護老人ホーム 介護職（10年2ヶ月） 

 

介護老人保健施設 介護職 （2年3か月） 

阪口 未央 

（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 （平成11年4月12日） 

有 

特別養護老人ホーム 介護職（2年0ヶ月） 

グループホーム 介護職（10年10ヶ月） 

クリニック 介護職 （5年8ヶ月） 

クリニック 介護職 （5年8ヶ月） 

馬澄 百菜 

(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 

(4)介護・福祉サービスの理解と医療の連携／全項目 

社会福祉士 （平成29年3月24日） 

無 

社会福祉協議会 地域包括支援センター 

（5年0ヶ月） 

社会福祉協議会 地域包括支援センター 

（5年0ヶ月） 

 

 

 

 

 

寺田 由起子 

 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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 

(10)振り返り（全項目） 

視覚障がい者介護従業者養成研修課程 （H15．

11） 

介護福祉士      （H20.4） 

有 
同行援護従業者（介護業務） （18年0ヶ月） 

高齢者訪問介護（介護業務） （4年0ヶ月） 

移動支援従業者（全身性・知的障がい）（14年0ヶ

月） 

 

 

 

 

 

後藤 聖二 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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 （H15.4.11） 

有 

医療機関（介護業務） （10年0ヶ月） 

地域包括支援センター（相談業務） （0年6ヶ月） 

医療機関（ケアマネ）（2年0ヶ月） 

特別養護老人ホーム（施設長、ケアマネ、介護業

務） （10年10ヶ月） 

 

 

 

 

 

奈良 史恵 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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 （H29.4.7） 

無 訪問介護・居宅介護 5年2ヵ月 

グループホーム（介護職）（0年9ヵ月） 

介護老人保健施設フェリス生江（介護職）（3か

月） 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

本松 真英 

 

 

 

 

 

 

 

1）職務の理解 

(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(H30.4.27) 

同行援護従業者 応用課程 （H26。3.29） 

移動支援従業者 全身性課程 （H26.5.7 ） 

無 

生活介護（全身性・知的・精神・視覚障がい）（4

年3か月） 

生活介護・居宅介護・重度訪問・移動支援（全身

性、知的・精神・視覚障がい）（2年10か月） 

 

 

 

 

大村 道子 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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     （H24.4） 

有 

 

特別養護老人ホーム（介護職） （4年4か月） 

介護老人保健施設 （介護職）  （5年9カ月） 

住宅型有料老人ホーム（介護職） （5年2ヵ月 

 

 

 

 

 

 

 

早瀬 由梨 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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     （H21.3） 

有 

 

介護老人保健施設 （介護職） （10年1か月） 

デイサービス   （介護職） （ 0年9カ月） 

 

 

 

 

 

田村 紀子 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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     （H20.4） 

有 

 

介護老人保健施設 （介護職） （3年11か月） 

訪問介護     （介護職） （14年9カ月） 

 

 

 

 

小松 琴美 

 

 

 

 

（1）職務の理解 

(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 

介護福祉士     （H31.4.16） 

相談支援従業者初任者研（R2,11.2） 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者

基礎研修    （R3.9.22） 

無 就労継続支援Ｂ型（支援員） （9年11か月） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


