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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) 

平野 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の技術/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） 

介護支援専門員（Ｈ13/3） 

有 

介護老人保健施設 

・介護職・介護支援専門員 

（15年10ヶ月） 

医療法人 勤務 

・介護職員初任者研修責任者 

（4年9ヶ月） 

木村 律惠 

（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の技術/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（Ｈ20/1） 

無 

訪問介護事業所 

・介護職・管理者 

（18年5ヶ月） 

訪問介護事業所 勤務 

・介護職・管理者 

（18年5ヶ月） 

安本 元三 

（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との連携 

          /①介護保険 

           ③障がい者総合支援制度およびその他制度 

介護支援専門員（Ｈ18/6） 

無 

居宅介護支援事業所 

・介護支援専門員 

（9年8ヶ月） 

居宅介護支援事業所 勤務 

・介護支援専門員 

   （9年8ヶ月） 

在本 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の技術/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） 

無 

介護老人保健施設 

・介護職（20年2ヶ月） 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職（20年2ヶ月） 

城戸 滝枝 （6） 老化の理解/全項目  

准看護師（Ｓ41/5） 

看護師（Ｓ46/6） 

看護教員（Ｓ50/10） 

無 
病院 

・看護師（9年8ヶ月） 

・専任教員、教務課長（33年） 

病院 勤務 

・地域統合保健支援網 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

水野 里枝 

（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 

（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 

    / ③介護に関する体のしくみの基礎的理解 

⑫死に行く人に関連したこころとからだのしくみと 

      終末期介護 

看護師（Ｓ63/4） 

無 

病院 

・看護師（26年2ヶ月） 

訪問看護ステーション 勤務 

・看護師（6年6ヶ月） 

網井 美希 

（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 

     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 

介護福祉士（Ｈ20/4） 

無 
介護老人保健施設 

・介護職（16年3ヶ月） 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職（16年3ヶ月） 

中谷 茂子 （7） 認知症の理解/全項目 

看護師（Ｓ46/3） 

無 
病院 

・看護師（30年7ヶ月） 

病院 勤務 

・副院長（14年3ヶ月） 

加島 宏 
（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 

司法試験合格（Ｓ52/10） 

無 
法律事務所 

・弁護士（39年3ヶ月） 

法律事務所 勤務 

・弁護士（37年3ヶ月） 

田中 稔子 
（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 

司法試験合格（Ｈ1/4） 

無 
法律事務所 

・弁護士（30年3ヶ月） 

法律事務所 勤務 

・弁護士（27年3ヶ月） 

山城 貞実 

（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の技術/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（Ｈ24/3） 

無 

 

介護老人保健施設 勤務 

・介護職（3年9ヶ月） 

訪問介護 勤務 管理者（5ヶ月） 

通所介護 勤務 管理者（4年） 

通所介護 勤務 

・管理者（4年） 



 

 

 

藤堂 恵美子 
（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 

理学療法士（Ｈ17/4） 

 

無 
訪問看護ステーション 

・理学療法士（14年9ヶ月） 

 

津留 有紗 

（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の技術/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（Ｈ25/3） 

無 

訪問介護事業所 勤務 

・介護職（9年2ヶ月） 

訪問介護事業所 

・介護職・管理者（5ヶ月） 

新藤 弥生 

（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 

管理栄養士（Ｈ11/7） 

   無 
病院 

・管理栄養士（20年） 

医療法人 勤務 

・管理栄養士（1年） 

横山 勝一 
（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 

 

無 

一般社団法人高槻市人権まち

づくり協会 

・特任講師（3年） 

一般社団法人高槻市人権まち

づくり協会 

・特任講師（3年） 

清田 加容子 

（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 

管理栄養士（Ｈ9/7/15） 

無 
病院 

・管理栄養士（23年） 

医療法人 勤務 

・管理栄養士（2ヶ月） 

梅木 要平 
（5） 介護におけるコミュニケーションの技術/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 

介護福祉士（Ｈ25/3） 

無 

介護老人保健施設 勤務 

・介護福祉士（10年） 

介護老人保健施設 勤務 

・介護福祉士（10年） 


