
（別添２－３） オールケア介護職員養成研修事業.初任者研修
令和3年10月2日 現在

資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）
■介護福祉士（2007.5）

障がい者福祉施設
(1983.4～1986.3)（3年）
(1997.11～2008.3)（10年4ヶ月）
   保育士兼支援員

生活介護事業所　(2008.4～2009.8)
 　生活支援員（1年4ヶ月）
生活介護事業所(2009.9～現在）

　 管理者兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者
2008/4/4 (13年5ｹ月)

■介護福祉士（2010.4）

寮母（1992.9～1994.10）(2年)
重度重複障害通所作業所
　(1996.8～1999.5)（2年9ヶ月）
  (2002.4～2003.5)（1年1ヶ月）
   介護職員

生活介護事業所　(2006.5～2009.3)
 　生活支援員（2年10ヶ月）

生活介護・居宅介護・訪問介護事業所(2009.4～2015.3)
    ヘルパー （5年11ヶ月）

居宅介護・訪問介護事業所(2015.4～2017.3)
   ヘルパー（2年）
生活介護事業所(2017.4～現在）

管理者兼サービス提供責任者
2017/4/1 (4年6ｹ月)

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

森山くるみ 無

谷口あずさ 有

修了評価
担当

の有無

(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

(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2007.4）

障害者小規模授産施設　(1996.7～2004.12)
  支援員（8年5ヶ月）
居宅介護事業所　(2005.1～2006.9)
  介護職員(1年8ヶ月)
生活介護事業所　(2006.10～2010.3)
　生活支援員（3年5ヶ月）
生活介護事業所  (2011.9～2012.7)
　サービス管理責任者介護職員兼務（10ヶ月）
生活介護事業所放課後等デイサービス　(2012.7～2015.6）
  管理者兼児童発達支援管理責任者（2年11ヶ月）
執行役員（2015.7～現在）

2015/7/1 (6年3ｹ月)
■介護福祉士（2011.4）

居宅介護・訪問介護事業所 (2004.2～2006.2)
　訪問介護員（2年）

居宅介護・訪問介護事業所　(2006.3～2006.9)
　訪問介護員（6ヶ月）

居宅介護・訪問介護事業所　(2006.10～2011.8)
　ｻｰﾋﾞｽ提供責任者兼ヘルパー　（4年10ヶ月）

居宅介護・訪問介護事業所　(2011.9～2014.3)
サービス管理責任者兼管理者（2年5ヶ月）

放課後等デイサービス　(2014.4～2015.6)
　管理者（1年3ヶ月）

生活介護事業所・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　管理者(2015.7～現在)
2015/7/1 (6年3ｹ月)

吉田広美 有

武田雅代 無

(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

(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2013.4）

生活介護事業所　(2009.9～2012.12)
　生活支援員（3年2ヶ月）
生活介護事業所　（2013.1～2013.10）
　サービス管理責任者　(9ヶ月)
居宅介護事業所 (2013.11～2014.4)
  登録ヘルパー（11ヶ月）
放課後等デイサービス (2013.11～2014.4）
  指導員（5ヶ月）
生活介護事業所、放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

管理者兼サービス管理責任者 (2014.5～現在)
2014/5/1 (7年5ｹ月)

■介護福祉士（2011.4）

有料老人ホーム (2007.7～2009.2)
　介護職員（1年7ヶ月）
訪問介護事業所　(2009.2～2011.6)
  訪問介護員（2年4ヶ月）
訪問介護・居宅介護事業所　(2011.6～2012.10)
  管理者兼サービス提供責任者兼訪問介護員（1年4ヶ月）
訪問介護・居宅介護事業所　(2012.12～2014.4)
  管理者兼サービス提供責任者兼訪問介護員（1年5ヶ月）
相談支援事業所(2014.5～2015.2)
  相談支援専門員（9ヶ月）
相談支援事業所(2015.3～2016.4)
  管理者兼相談支援専門員兼訪問介護員（1年1ヶ月）
障がい福祉サービス事業所 (2016.4～2018.3)
  管理者兼相談支援専門員兼訪問介護員（2年）
コンサルティング会社代表

(2018.4～現在)
2018/4/1 (3年6ｹ月)

内川恵美 無

麻生敏和 有

(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

(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2006.4）

居宅介護・訪問介護事業所 (2004.9～2011.3)
介護職員（6年6ヶ月）

相談支援事業所 （2015.4～現在）

相談支援専門員
2015/4/1 (6年6ｹ月)

■介護福祉士（2011.4）

障害者施設サービス(2007.8～2008.11)
介護職員（1年3ヶ月）
生活介護事業所(2009.3～2011.7)
　生活支援員（2年3ヶ月）

生活介護事業所
　(2011.8～2014.3)
　サービス管理責任者兼生活支援員兼介護職員（2年7ヶ月）

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所

訪問介護事業所(2014.4～現在)

管理者兼生活支援員兼ヘルパー
2014/4/4 (7年5ｹ月)

無

尾﨑俊文 有

木嶋公子

(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

(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（1997.5）

障がい者支援施設
　（1992.4～1994.8）
　（1995.3～2001.10）
生活支援員（９年1ヶ月）

生活介護事業所　（2007.5～2015.3）
生活支援員（7年11ヶ月）

相談支援専門員兼生活支援員
　（2015.4～2016.3）（1年）

相談支援専門員

　（2016.4～2018.12）（2年9ヶ月）
講師（2019.1～現在）

2019/1/1 (2年9ｹ月)
(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人権啓発に係る基礎知識）
(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

人権擁護士（2010.3）
介護福祉士（2016.4）

人権協会（2007.3～現在）
2007/3/1 (14年7ｹ月)

施設介護職員（2011.6～現在）
2011/6/1 (10年4ｹ月)

青栁美喜 無

橋村ちづる 有

(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■看護師(1976.5)

介護保健施設(1993.4～1996.8)
(3年5ヶ月)
訪問看護（1996.9～1998.2）
(1年6ヶ月)
介護療養型病院（1996.9～2004.8）
（5年10ヶ月）
介護保健施設（2004.9～2007.8）
（3年）

講師（2001年～現在）(17年6月)
2001/1/1 (20年9ｹ月)

■看護師（1981.7）
無

病院（1980.4～1983.3） （3年）
〃　 (1988.1～1992.3)  (4年1ヶ月)
〃　 (1997.9～2000.8)  (3年)
〃　（2003.10～2003.3）（2年6ヶ月）
〃　 (2003.4～2019.2)  (15年11ヶ月)

■介護福祉士(2006.4)

介護老人保健施設
介護職員(2001.4～2014.3)　(13年)

相談支援事業所（2019.4～現在）
2019/4/1 (2年6ｹ月)

(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項目を除く全項目

河野　美津江

(6)老化の理解／全項目
(7)認知症の理解／全項目

(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

高橋　八寿代 有

宮本　眞理 有
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2005.5）

有料老人ホーム
介護職員兼管理者（2003.4～2019.6）
（16年3ｹ月）

介護福祉関連会社

介護・福祉分野講師（2019.6～現在）
2019/6/1 (2年4ｹ月)

■介護福祉士（2001.3）

訪問介護事業所（2009.4～2013.1）
(3年10ｹ月）
訪問介護員

訪問介護事業所（2013.2～現在に至る）訪問介護員

2013/2/1 (8年8ｹ月)
■介護福祉士（2010.4）

特別養護老人ホーム（2005.9～2012.3）
介護職員(6年7ｹ月）

知的障がい者グループホーム（2012.4～2014.2）
介護職員・管理者(1年11ｹ月）

特別養護老人ホーム（2014.4～2018.9）
介護職員(4年6ｹ月）

有

和田林　竜二 有

(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

久米　和人 有

(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

(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

手島　しのぶ
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■社会福祉士（2006.4）

病院 （2005.7～2007.3）
相談援助業務 (1年9ｹ月)

病院 （2007.4～2008.3）
相談援助業務 （1年)

有料老人ホーム （2008.4～2011.7）
相談援助業務 (3年4ｹ月)

■介護福祉士（1997.3）

介護教員講習会修了（2014.2）
人権擁護士（2018.3）

特別養護老人ホーム （1997.4～2013.3）
介護職員 （16年）

特定非営利活動法人 （2013.5～現在）

人権相談業務
2013/5/1 (8年5ｹ月)

(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

尾野　万紀子 無

(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人権啓発に係る基礎知識）
(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

速水　大樹 有
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2006.3）

介護老人保健施設（2006.4～2012.3）
介護職員 (6年）

有料老人ホーム （2014.3～現在）

介護職員
2014/3/1 (7年7ｹ月)

■介護福祉士（2001.4）

障害者施設

（1991.4～1997.3）(6年）

介護職員

障害者施設

（2011.11～2016.12）(5年2ｹ月）

介護職員

大阪府人権擁護士（2020.3～現在）
2020/3/16 (1年6ｹ月)

障害者就労支援・障害者施設 （2018.2～現在）

管理者兼介護職員兼相談支援専門員
2018/2/1 (3年8ｹ月)

下川　博之 有

近藤　恵二 有

(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

(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人権啓発に係る基礎知識）
(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
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2010.4）

有料老人ホーム　（2014.11～現在）

介護職員
2014/11/1 (6年11ｹ月)

■介護福祉士（2005.4）
介護支援専門員（2008.3）
奈良県相談支援従事者研修修了 （2012.9）
介護福祉士実務者研修教員講習修了（2016.12）

老人保健施設（2003.3～2005.4）（2年1ｹ月）

老人保健施設（2005.6～2009.2）（3年8ｹ月）

医療法人（2009.3～2012.2）（2年11ｹ月）

居宅支援事業所（2012.3～2019.2）（6年11ｹ月）

高齢者認知症グループホーム （2020.2～現在）

ケアマネージャー非常勤勤務
2020/2/1 (1年8ｹ月)

人権推進協議会の推進委員就任
2002/6/1 (19年4ｹ月)

非常勤講師 専門学校 （2015.4年～現在）

2015/4/1 (6年6ｹ月)

(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人権啓発に係る基礎知識）
(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

上野　真理子 有

(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

有朴　春代
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士 (1999年3月)

障がい者支援施設 (平成7年3月～平成30年9月)
生活支援員兼介護職員 (23年7ｹ月）

研修講師業（2020年3月～現在）

　　講師
2020/3/1 (1年7ｹ月)

■介護福祉士（2004.4）

障がい者支援施設（2009.7～2013.8）
生活支援員(4年１ｹ月）

訪問介護（2015.4～2018.11）
介護職員(3年７ｹ月）

障がい者支援施設（2018.12～2020.3）
介護職員(1年3ｹ月）

研修講師業（2020年12月～現在）
　　講師

高松佐和子

(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

有

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人権啓発に係る基礎知識）
(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

有
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資格（取得年月）
略歴（経験年数）

現在の職業（経験年数）

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

修了評価
担当

の有無

■介護福祉士（2004.4）

障がい者支援施設（2009.7～2013.8）
生活支援員(4年１ｹ月）

訪問介護（2015.4～2018.11）
介護職員(3年７ｹ月）

障がい者支援施設（2018.12～2020.3）
介護職員(1年3ｹ月）

研修講師業（令和2年12月～現在）
　　講師

■介護福祉士（2004.4）

総合病院（1988.3～1990.4）
看護師(2年2ｹ月）

総合病院（1990.4～1994.4）
看護師(4年1ｹ月）

高齢者施設（1994.11～1996.12）
看護師(2年2ｹ月）

総合病院（1998.10～1999.7）
看護師(10ｹ月）

研修講師業（2019.9～現在）
　　講師

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
(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

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
(9)こころとからだのしくみと生活支援技術 /（⑤快適な住環境設備と
介護）を除く 無
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