（第１－５号様式）
講師一覧表
※

履歴の提出状況（１：既に提出済

２：今回提出）

１か２に○をつけること。
講 師 氏 名

担当

科目名／項目名

①・ ２
２介護における尊厳の保持・自立支援
（専任・兼任） （1）人権と尊厳を支える介護
あつ み ひで と

講

師

履

歴

現職名（経験年数: 1年）
Ｒ3.4～ 社会福祉法人 けやき福祉会
職歴（関連経歴）

渥美 秀人

Ｓ52.7～Ｒ2.3 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会
Ｒ2.4～ Ｒ3.3 社会福祉法人 川越町社会福祉協議会
Ｒ3.4～ 社会福祉法人 けやき福祉会
取得資格：社会福祉士（Ｈ13.4）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:25年）
（専任・兼任）
（11）睡眠に関したこころとからだのしくみと自 Ｈ8.9～ 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 介護福祉学科 学科長
立に向けた介護
い とう いく よ

伊藤 幾代

（12）死にゆく人に関したこころとからだのしく 職歴（関連経歴）
みと終末期介護
Ｈ8.9～ 専門学校ユマニテク医療福祉大学校

取得資格：看護師（S54.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
（専任・兼任）
（4）生活と家事

現職名（経験年数:25年）
Ｈ9.4～ 社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 ケアプランセンター

（6）整容に関連したこころとからだのしくみと
い とう ゆ み

伊 藤 由美

自立に向けた介護

職歴（関連経歴）
Ｈ9.4～ 社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 訪問介護員

取得資格：介護福祉士（Ｈ13.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：23年）
（専任・兼任） （6）整容に関連したこころとからだのしくみと自 Ｈ10.9～ 社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会
立に向けた介護
う い

いなべ市社協ホームヘルパーステーション係長

り え

宇井 利江

職歴（関連経歴）
Ｈ10.9～ 社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会
取得資格：介護福祉士（Ｈ15.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：24年）
（専任・兼任） （9）入浴、清潔保持に関連したこころとからだの Ｈ10.4～ 宮川福祉施設組合 特別養護老人ホーム やまびこ荘 生活相談員
しくみと自立に向けた介護
おくやま まさし

職歴（関連経歴）

奥 山 雅司

Ｈ10.4～Ｈ20.12 宮川福祉施設組合 特別養護老人ホーム やまびこ荘
Ｈ21.1～Ｈ25.3

宮川福祉施設組合 やまびこ荘ディサービスセンター

Ｈ25.4～

宮川福祉施設組合 養護老人ホーム 崇雲寮

Ｈ28.10～

宮川福祉施設組合 特別養護老人ホーム やまびこ荘

取得資格：介護福祉士（Ｈ17.5）

講 師 氏 名

担当

科目名／項目名

講

師

履

歴

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：9年）
（専任・兼任）
（7）移動・移乗に関連したこころとからだのしく Ｈ24.7～ 社会福祉法人 長茂会 居宅介護支援事業所 長寿会
みと自立に向けた介護
お の

ひでこ

小野 秀子

（13）介護過程の基礎的理解
（14）総合生活支援技術演習

職歴（関連経歴）
Ｈ1.5～Ｈ5.3

社会福祉法人 紀伊長島社会福祉協議会 ホームヘルパー

Ｈ5.5～Ｈ19.1

特別養護老人ホーム 赤羽寮 介護職員

Ｈ19.2～Ｈ24.4 社会医療法人 峰和会 介護老人保険施設 輝
Ｈ24.7～Ｈ25.3 社会福祉法人 長茂会 特別養護老人ホーム スバル
Ｈ25.4～Ｈ28.3 社会福祉法人 長茂会 特別養護老人ホーム どじょっこ
Ｈ28.4～R2.3

社会福祉法人 長茂会 地域密着型特別養護老人ホーム
あかつき

R2.4～

社会福祉法人 長茂会 居宅介護支援事業所 長寿会

取得資格：介護福祉士（H5.7）

１・ ②
１職務の理解
（専任・兼任） （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
か い

よしのり

甲斐

義典

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

現職名（経験年数：19年）
Ｈ14.11～ 医療法人富田浜病院 富田浜老人保健施設 介護部次長
職歴（関連経歴）
Ｈ14.11～Ｈ20.5 医療法人富田浜病院
Ｈ20.6～Ｈ29.3 医療法人富田浜病院 小規模介護老人保健施設 浜っこサ
テライト
Ｈ29.4～ 医療法人富田浜病院 富田浜老人保健施設
取得資格：介護福祉士（H18.5）

① ・ ２
５介護におけるコミュニケーション技術
（専任・兼任） （1）介護におけるコミュニケーション
かとう とし え

（2）介護におけるチームのコミュニケーション

加藤 利 枝

現職名（経験年数:7年）
Ｈ27.4～ 福祉よろず相談屋バイレ 独立型社会福祉士
職歴（関連経歴）
Ｈ4.6～Ｈ11.3 三重県障害者職業センター 生活支援パートナー
Ｈ12.4～Ｈ15.6 NPO法人サポートセンターすずらん 介護支援専門員
Ｈ15.7～Ｈ27.3 社会福祉法人 すずらん福祉会 介護支援専門員
Ｈ24.4～Ｈ27.3 橋北楽々館在宅介護支援センター センター長
Ｈ27.4～
Ｈ27.4～

一般社団法人 三重県社会福祉士会 事務局長
福祉よろず相談屋バイレ 独立型社会福祉士

取得資格：介護福祉士（Ｈ18.5）社会福祉士（Ｈ5.6）

①・ ２
７認知症の理解
現職名 （経験年数：0年）
（専任・兼任）
（3）認知症に伴うこころとからだの変化と日常・ R4.4～ 椙山女学園大学 看護学部 教授
生活
こまつ

み さ

小松 美砂

（4）家族への支援（認知症）

職歴（関連経歴）
Ｈ19.4～Ｈ23.3 聖十字看護専門学校 専任教員老年看護学
Ｈ23.4～Ｈ27.3 四日市看護医療大学 准教授
Ｈ27.4～R4.3 公立大学法人 三重県立看護大学
R4.4～椙山女学園大学 看護学部 教授
取得資格：看護師（Ｈ2.7）

① ・ ２
４介護・福祉サービスの理解と医療との連携
（専任・兼任） （3）障がい福祉制度及びその他の制度

Ｓ50.4～ 障害者支援施設「鈴鹿和順学園」理事

こんどう ただひこ

職歴（関連経歴）

近藤 忠彦

Ｈ50.4～

現職名（経験年数：47年）

障害者支援施設「鈴鹿和順学園」

Ｈ10.4～Ｈ18.3 菰野聖十字福祉専門学校 社会福祉士科講師
Ｈ17.4～

鈴鹿短期大学生活コミュニケーション学科非常勤講師

取得資格：中学校教諭１級普通免許状（社会科）（Ｓ50.3）
社会福祉士任用資格（Ｓ50.3）

講 師 氏 名

担当

科目名／項目名

講

師

履

歴

①・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：12年）
（専任・兼任）
（7）移動・移乗に関連したこころとからだのしく Ｈ21.5～ 特別養護老人ホーム ビビアン 介護支援専門員
みと自立に向けた介護
しばはら みどり

柴原

緑

（13）介護過程の基礎的理解

職歴（関連経歴）

（14）総合生活支援技術演習

Ｈ17.3～Ｈ18.3 SHIMAｹｱﾘｿﾞｰﾄ ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽこころ
Ｈ18.4～Ｈ20.3 SHIMAｹｱﾘｿﾞｰﾄ 特定入居者生活介護施設 天花
Ｈ20.4～Ｈ21.4 （有）志摩商会 通所介護職員
Ｈ21.5～
特別養護老人ホーム ビビアン
取得資格：介護福祉士（Ｈ12.3）

１ ・ ② ２介護における尊厳の保持・自立支援
（専任・兼任） （2）自立に向けた介護

現職名（経験年数：15 年）

せきぐち ひろ き

職歴（関連経歴）

H19.1～ 有限会社ウェルネット 21

H23.4～ 介護職員初任者研修・介護職員実務者研修担当（介護労働安定セ

関 口 広樹

ンター）
H31.4～ 生活援助従事者研修担当（介護労働安定センター）
H23.4～R3.12 介護職員初任者研修担当（(有)ヘルパースクールカイ）
H23.4～ 社会福祉論担当（ユマニテク医療福祉大学校）
H31.4～ 障害者福祉論担当（ユマニテク医療福祉大学校）
取得資格：社会福祉士（H11.5）
介護福祉士（H19.4）

① ・ ２
８障害の理解
（専任・兼任）
（1）障害の基礎的理解
ちくさ あつまろ

千草 篤 麿

現職名（経験年数:25年）
H31.4～ 高田短期大学 名誉教授

（2）障害の医学的側面、生活障害、心理・行動の H31.4～ 社会福祉法人高田真善会 特別養護老人ホーム報徳園 園長
特徴、かかわり支援等の基礎的知識
（3）家族の心理、かかわり支援の理解
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

職歴（関連経歴）
H9.4～ 高田短期大学
H31.4～ 社会福祉法人高田真善会 特別養護老人ホーム報徳園 園長
取得資格：日本心理学会認定心理士（H3.1）
臨床発達心理士（H15.4）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:0年）
（専任・兼任）
（8）食事に関連したこころとからだのしくみと自 R4.4～ ナーシングホーム 希望の丘 明和 施設長
でぐち たつや

立に向けた介護

出口 達也

職歴（関連経歴）
H14.4～R4.3 済生会病院 なでしこ 介護福祉士
R2.4～R4.3

済生会病院 なでしこ 介護主任

R4.4～ ナーシングホーム 希望の丘 明和 施設長
取得資格：介護福祉士（Ｈ14.3）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：16年）
（専任・兼任）
（8）食事に関連したこころとからだのしくみと自 Ｒ3.3～ でいとれセンター海野 管理者
なかにし ゆ か

中 西 由佳

立に向けた介護
職歴（関連経歴）
Ｈ 8.4～Ｈ12.3

特別養護老人ホーム 柑祥苑

Ｈ12.4～Ｈ15.1

老人ホーム高砂寮

Ｈ15.2～Ｈ17.5

グループホームまごころ

Ｈ17.6～Ｈ25.3

海野ディサービスセンター

Ｈ18.4～Ｒ3.2

海野指定居宅介護支援センター

Ｒ3.3～

でいとれセンター海野

取得資格：介護福祉士（Ｈ8.4）

講 師 氏 名

担当

科目名／項目名

① ・ ２
６老化の理解
（専任・兼任） （1）老化に伴うこころとからだの変化と日常

講

師

履

歴

現職名（経験年数：5年）
Ｈ29.4～

合同会社たまきあい

（2）高齢者と健康
のぐち

み え

野口 美枝

７認知症の理解
（1）認知症を取り巻く状況

職歴（関連経歴）
Ｓ61.4～Ｓ63.12

（2）医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 Ｈ2.2 ～Ｈ4.2
Ｈ10.4～Ｈ12.4

三重大学医学部付属病院（脳神経学）
三重大学医学部付属病院（内科外来）
伊勢市社会福祉協議会 在宅介護支援センター

Ｈ12.5～Ｈ20.6

玉城町 居宅介護支援事業所他

Ｈ20.7～Ｈ25.3

鳥羽市社会福祉協議会 地域福祉推進・障害相談支援

Ｈ24.8～

玉城町 生活福祉課

Ｈ29.4～

合同会社たまきあい設立

地域包括支援センター

取得資格：看護師（Ｈ1.4）

①・ ２
４介護・福祉サービスの理解と医療との連携
（専任・兼任）
（1）介護保険制度

現職名（経験年数：0年）

R4.4～ 社会福祉法人 すずらん福祉会

９こころとからだのしくみと生活支援技術
ふくた まさふみ

福田 雅 文

（1）介護の基本的な考え方
１０振り返り
（1）振り返り

職歴（関連経歴）
Ｓ56.4～Ｓ58.3 社会福祉法人 清新館 生活指導員
Ｈ10.4～Ｈ17.3 学校法人 聖十字学院福祉専門学校 非常勤講師

（2）就業への備えと研修修了後における継続的な Ｓ58.4～R4.3 社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会
R4.4～ 社会福祉法人 すずらん福祉会
研修
取得資格：社会福祉士（Ｈ8.4）
介護福祉士（Ｈ15.4）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
（専任・兼任）
（3）介護に関するからだのしくみと基礎的理解
ふくもと

現職名（経験年数：19年）
Ｈ14.9～ （有）だいち ナーシングホームもも 代表
職歴（関連経歴）

み つ こ

Ｓ51. 4～Ｓ63.11 社会保険中京病院実習指導者

福 本 美津子

Ｓ63.12～Ｈ14.12 青木記念病院 看護主任～部長
Ｈ14.9～

（有）だいち ナーシングホームもも 代表

Ｈ25.8～

社会福祉法人モモ 特別養護老人ホームもも大安 理事長

取得資格：看護師（Ｓ51.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数：1年）
（専任・兼任）
（10）排泄に関連したこころとからだのしくみと R3.3～ 医療法人 社団壽康会 吉田クリニック 師長
自立に向けた介護
ふじなみ けいこ

職歴（関連経歴）
Ｓ57.4～Ｓ60.3 三重大学医学部付属病院 内科 看護師

藤 波 惠子

Ｈ 7. 4～Ｒ3.2 三重県看護協会ナーシングヒルなでしこ
R3.3～

医療法人 社団壽康会 吉田クリニック 師長

取得資格： 看護師（Ｓ57.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:21年）
（専任・兼任）
（7）移動・移乗に関連したこころとからだのしく Ｈ12.7～ 特定非営利活動法人 アイパートナー スーパーバイザー
みと自立に向けた介護
まえかわ けんいち

前川 賢一

職歴（関連経歴）
Ｈ5.4～Ｈ11.3 三重県厚生事業団 三重県身体障害者総合福祉センター
Ｈ12.7～

特定非営利活動法人 アイパートナー

取得資格：視覚障害生活訓練等指導者養成課程2年課程（Ｈ17.3）

講 師 氏 名

担当

科目名／項目名

講師履歴

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:3年）
（専任・兼任）
（11）睡眠に関連したこころとからだのしくみと Ｈ31.4～訪問介護事業所ヒーリング 管理者
自立に向けた介護
まつたに あゆ み

職歴（関連経歴）

松 谷 鮎美

Ｈ18.4～Ｈ21.8 特別養護老人ホーム ルーエハイム 介護職
Ｈ21.8～

ユマニテク医療福祉大学校 非常勤講師

Ｈ27.2～H.31.3

グループホーム箕田の北さんち

Ｈ31.4～

訪問介護事業所ヒーリング

取得資格：介護福祉士（Ｈ18.3）

① ・ ２
３介護の基本
現職名（経験年数：0年）
（専任・兼任） （3）介護における安全の確保とリスクマネジメン
ト
みやけ きみこ

三宅 君子

（4）介護職の安全
４介護・福祉サービスの理解と医療との連携

職歴（関連経歴）
Ｈ11.11～Ｈ26.3 社会福祉法人 福慈会 老人保健施設 ふくにし
看護師・介護支援専門員

（2）医療との連携とリハビリテーション

取得資格：看護師（Ｓ50.6）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
（専任・兼任）
（5）快適な居住環境整備と介護
むらた

現職名 （経験年数：6年）
Ｈ27.6～

アシストブレーン代表

い くぞう

職歴（関連経歴）

村田 依久造

Ｈ9.4～Ｈ27.6 ㈱ブレーン・コーポレーション 代表取締役
Ｈ27.6～

㈱ブレーン・コーポレーション 顧問

Ｈ27.6～

アシストブレーン代表

取得資格：1級建築士 （Ｓ59.4）
福祉住環境コーディネーター2級

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
（経験年数：15年）
（専任・兼任）
（9）入浴、清潔保持に関連したこころとからだの Ｈ18.9～ 三重県看護協会 ナーシングヒルなでしこ ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 室長
しくみと自立に向けた介護
もりもと

り か

職歴（関連経歴）
Ｈ15. ～Ｈ18.8 全労災 在宅介護 訪問介護

森 本 里香

Ｈ18.9～

三重県看護協会 ナーシングヒルなでしこ

取得資格：介護福祉士（Ｈ21.5）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:5年）
（専任・兼任）
（7）移動・移乗に関連したこころとからだのしく Ｈ29.1～ 特定非営利活動法人 ｱｲﾊﾟｰﾄﾅｰ 視覚障がい者生活訓練等指導員
やぶ い

みと自立に向けた介護

籔 井 めぐみ

職歴（関連経歴）
Ｈ29.1～ 特定非営利活動法人 アイパートナー

取得資格：視覚障がい者生活訓練等指導員（Ｈ29.9）

① ・ ２
９こころとからだのしくみと生活支援技術
現職名（経験年数:8年）
（専任・兼任）
（10）排泄に関連したこころとからだのしくみと Ｈ25.5～ 三重県看護協会 ナーシングヒル・なでしこ 訪問介護
やまかわ めぐみ

山 川 恵美

自立に向けた介護
職歴（関連経歴）
Ｈ15.7～Ｈ25.5 ディサービスセンター ふるさと
Ｈ25.5～

三重県看護協会 ナーシングヒル・なでしこ 訪問介護

取得資格：介護福祉士（Ｈ20.4）

● 履歴の提出状況の「１ 提出済」とは、講師名が記載されている当該の科目について履歴が提出済の
場合であり、既にいくつかの科目を担当している講師が、新しく別の科目を担当することとなった
場合、新しい科目についてのみ「２ 今回提出」とすること。
● 専任・兼任の区分は申請者の機関の専任講師である場合のみ専任とすること。
● 資格欄は担当科目（項目）にかかる別表１講師要件一覧に該当する資格のみ記載すること。

