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講 師 一 覧 

                                                                                     

                                           事業所の所在地    札幌市  

 

講師

調書 

番号 

氏名
 

担当科目（項目）
 

資格名
 専兼

別
 備考

 

３ 小野寺 郁子 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

介護福祉士 

介護教員講習

会修了 

兼   



り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

７ 荒木 めぐみ 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

介護福祉士 

社会福祉士 

介護支援専門

員 

認知症介護指

導者養成研修

修了 

兼   

10 新田 太一 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（①介護職の役割、専門性と多

介護福祉士 兼  



職種との連携 ②介護職の職業倫理 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

11 大谷 さおり 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

介護福祉士 兼  



からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

20 大西 きよみ 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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

介護福祉士 兼  



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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

続的な研修） 

21 須貝 抄子 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション）（6）老化の理解（①老化に

伴うこころとからだの変化と日常 ②高齢者と

健康）（7）認知症の理解（①認知症を取り巻く

状況 ②医学的側面からみた認知症の基礎と健

康管理 ③認知症に伴うこころとからだの変化

と日常生活 ④家族への支援）（8）障害の理解

（①障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面、

生活障害、心理行動の特徴、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（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

⑤快適な居住環境整備と介護 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

看護師 兼  



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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

24 高橋健吾 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

介護福祉士 

介護支援専門

員 

兼  



続的な研修） 

26 佐々木海 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

続的な研修） 

介護福祉士 兼  

28 山崎敏幸 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

介護福祉士 兼  



おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

続的な研修） 

29 鞍田雄介 

1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

介護福祉士 
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（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

続的な研修） 

30 吉田恵 

1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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 ⑤快適な居住環境

整備と介護 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
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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めけた介護 ⑫

死にゆく人に関連したこころとからだのしくみ

と終末期介護）⑬介護過程の基礎的理解 ⑭総

合生活支援技術演習）（10）振り返り（①振り

返り ②就業への備えと研修終了後における継

続的な研修） 

33 田中剛一 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション）（6）老化の理解（①老化に

伴うこころとからだの変化と日常 ②高齢者と

健康）（7）認知症の理解（①認知症を取り巻く

状況 ③認知症に伴うこころとからだの変化と

日常生活 ④家族への支援）（8）障害の理解（①

障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面、生活

障害、心理行動の特徴、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

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

介護福祉士 
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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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

34 辻本 美恵子 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション）（6）老化の理解（①老化に

伴うこころとからだの変化と日常 ②高齢者と

健康）（7）認知症の理解（①認知症を取り巻く

状況 ②医学的側面からみた認知症の基礎と健

康管理 ③認知症に伴うこころとからだの変化

と日常生活 ④家族への支援）（8）障害の理解

（①障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面、

生活障害、心理行動の特徴、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（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

⑤快適な居住環境整備と介護 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
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めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

35 伊藤愛 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション）（6）老化の理解（①老化に

伴うこころとからだの変化と日常 ②高齢者と

健康）（7）認知症の理解（①認知症を取り巻く

状況 ②医学的側面からみた認知症の基礎と健

康管理 ③認知症に伴うこころとからだの変化

と日常生活 ④家族への支援）（8）障害の理解

（①障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面、

生活障害、心理行動の特徴、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（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

⑤快適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基
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礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

36 山田 泰章 
介護・福祉サービスの理解と医療との連携とリ

ハビリテーション 
作業療法士 兼  

37 小室 智 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション）（6）老化の理解（①老化に

伴うこころとからだの変化と日常 ②高齢者と

健康）（7）認知症の理解（①認知症を取り巻く

状況 ②医学的側面からみた認知症の基礎と健

康管理 ③認知症に伴うこころとからだの変化

と日常生活 ④家族への支援）（8）障害の理解

（①障害の基礎的理解 ②障害の医学的側面、

生活障害、心理行動の特徴、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（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

⑤快適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと
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からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

38 永平 隼 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

介護福祉士 兼  

39 高橋 真紀 

(1)職務の理解（①多様なサービスの理解 ②介

護職の仕事内容や働く職場の理解）  

（2）介護における尊厳の保持・自立支援（①人

介護福祉士 兼  



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（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 ③介護に

おける安全の確保とリスクマネジメント 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（①介護保険制度）（5）介護にお

けるコミュニケーション技術(①介護における

コミュニケーション②介護におけるチームのコ

ミュニケーション） （7）認知症の理解（①認

知症を取り巻く状況 ③認知症に伴うこころと

からだの変化と日常生活 ④家族への支援） 

（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⑤快

適な居住環境整備と介護 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

めけた介護 ⑫死にゆく人に関連したこころと

からだのしくみと終末期介護）⑬介護過程の基

礎的理解 ⑭総合生活支援技術演習）（10）振

り返り（①振り返り ②就業への備えと研修終

了後における継続的な研修） 

 

注１ 講義及び演習を担当する者について記載すること。 

 ２ 講義を通信で行う場合の添削責任者及び面接指導者についても記載し、「備考」にその

旨記載すること。 

 


