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                                                 平成28年5月29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) 

石田 芳子 

(2) 介護における尊厳の保持・自立支援 

   ③人権啓発に関する基礎知識 

大阪市人権擁護委員（6年1ヶ月） 

無 

東住吉区人権啓発推進協議会 

副会長（8年11ヶ月） 

東住吉区人権啓発推進協議会 

副会長（8年11ヶ月） 

金瀬 真弓 

(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（H05.05.20） 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（3年8ヶ月） 

指定訪問介護  

・訪問介護員（2年2ヶ月） 

指定訪問介護  

・サービス提供責任者（3年） 

障害者支援施設 勤務 

・施設長（7年11ヶ月） 

河野 佐登美 

(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） 

(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（H22.04.21） 

無 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（2年6ヶ月） 

介護付有料老人ホーム  

・介護職員（2年8ヶ月） 

指定訪問介護 

・サービス提供責任者（1年） 

指定訪問介護 

・管理者兼サービス提供責任者 

（1年6ヶ月） 

黒木 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） 

(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（H19.04.20） 

有 

指定訪問介護  

・訪問介護員（5年7ヶ月） 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（6年） 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（1年9ヶ月） 

介護員養成研修事業所 勤務 

・講師（7年5ヶ月） 

坂本 千代美 

(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） 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士（H17.04.08） 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（3年6ヶ月） 

指定訪問介護 

・訪問介護員（1年10ヶ月） 

認知症対応型共同生活介護  

・介護職員（2年11ヶ月） 

認知症対応型共同生活介護 

・管理者（7年6ヶ月） 

白石 日見子 
(6) 老化の理解（全項目） 

(7) 認知症の理解（全項目） 

看護師（H11.04.21） 

無 

病院 

・看護師（1年） 

通所リハビリテーション 

・看護職員（3年4ヶ月） 

病院 

・看護師（1年8ヶ月） 

マネジメント業（2年） 



（別添２－３） 

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) 

炭谷 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） 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士（H18.04.21） 

無 

指定訪問介護  

・訪問介護員（6年4ヶ月） 

居宅介護支援  

・介護支援専門員（3年1ヶ月） 

鍼灸院 経営 

・鍼灸師（3年8ヶ月） 

塚本 玉江 

(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（H20.04.07） 

有 

介護老人保健施設  

・介護職員（8年5ヶ月） 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職員（9年4ヶ月） 

中口 真由美 

(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） 

(10)振り返り（全項目） 

介護福祉士（H19.04.13） 

無 

介護老人保健施設 

・介護職員（1年） 

通所介護 

・介護職員（5年6ヶ月） 

居宅介護支援事業所 勤務 

・介護職員（6年7ヶ月） 

花尾 奏一 

(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（H22.04.14） 

有 

指定訪問介護 

・訪問介護員（5ヶ月） 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（3年5ヶ月） 

指定訪問介護 

・訪問介護員（2年7ヶ月） 

訪問介護員 勤務 

・介護職員（3年6ヶ月） 

比嘉 みちよ 

(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（H24.04.05） 

無 

指定訪問介護 

・訪問介護員（3年4ヶ月） 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（2年8ヶ月） 

特定施設入居者生活介護 

・介護職員（3年1ヶ月） 

介護員養成研修事業所 勤務 

・講師（2年8ヶ月） 

宮川 麻子 

(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（H11.3.15） 

有 

介護老人保健施設 

・介護職員（10年４ヶ月） 

生活介護 

・介護支援員（1年7か月） 

指定訪問介護 

・介護職員（1年4ヶ月） 

指定訪問介護 勤務 

・管理者兼サービス提供責任者 

（2年3ヶ月） 
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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) 

守永 美鈴 

(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（H18.4.14） 

有 

指定訪問介護 

・訪問介護員（3年2ヶ月） 

特定訪問介護・重度訪問介護 

・サービス提供責任者（3年8ヶ月） 

 

指定訪問介護・重度訪問介護 

・管理者兼サービス提供責任者 

（6年7ヶ月） 


