
（第 1-5号様式）         講師一覧表 

講師氏名 担当科目名／項目名 講 師 履 歴 

稲葉淑乃 

1 ・ ○2  

（専任・兼任） 

職務の理解 

 多様なｻｰﾋﾞｽの理解、介護職の仕事内容

や働く現場の理解 

介護における尊厳の保持・自立支援 

 人権と尊厳を支える介護、自立に向けた

介護 

介護の基本 

 介護における安全の確保とﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、

介護職の安全 

振り返り 

 振り返り、就業への備えと研修修了後に

おける継続的な研修 

認知症の理解 

 認知症を取り巻く環境、認知症に伴うこ

ころとからだの変化と日常生活、家族へ

の支援 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

介護の基本的な考え方、介護に関するこ

ころのしくみと基礎的理解 

 

現職名：いなべ市社会福祉協議会地域福祉課長 

職歴（関連経歴） 

H13～H15 大安町社会福祉協議会 

H15～H19 いなべ市社会福祉協議会 

H19～H28 いなべ市社会福祉協議会 

      訪問介護・通所介護事業統括 

H29～   いなべ市社会福祉協議会 

     地域福祉・介護予防事業統括 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H10年 06月 08日 

寺本尚美 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

介護の基本 

介護職の役割、専門性と多様性の連携、

介護職の職業倫理 

介護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 

介護におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、介護における

ﾁｰﾑのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 

現職名：いなべ市社会福祉協議会 

ふじわらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理者 

職歴（関連経歴） 

H19～H26 いなべ市大安ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

H26～ いなべ市ふじわらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H19年 04月 27日 

大田京子 

1 ・ ○2  

（専任・兼任） 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 介護の基本的な考え方、介護に関するこ

ころのしくみと基礎的理解 

現職名：三重県介護福祉士会長 

職歴（関連経歴） 

H04～H08 社会福祉法人三重福祉会 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ介護職員 

H08～H23 社会福祉法人邦栄会 

特別養護老人ﾎｰﾑ施設長 

H22～ 三重県介護福祉士会長 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H08年 06月 21日 

 



（第 1-5号様式）         講師一覧表 

講師氏名 担当科目名／項目名 講 師 履 歴 

位田卓也 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

介護・福祉ｻｰﾋﾞｽの理解と医療の連携 

 医療との連携とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 快適な居住環境整備 

現職名：いなべ市社会福祉協議会地域福祉課 

職歴（関連経歴） 

H21～H26 （医）北勢会 

H26～H27 （福）光風会 

H27～ いなべ市社会福祉協議会介護予防事業 

取得資格：作業療法士 

（取得年月日）H21年 05月 08日 

 

小川美穂 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

介護・福祉ｻｰﾋﾞｽの理解と医療の連携 

介護保険制度、障害者総合支援制度およ

びその他制度 

 

現職名：いなべ市社会福祉協議会 

地域生活支援課長 

職歴（関連経歴） 

H05～H09 員弁厚生病院看護師 

H09～H10 北勢町在宅介護支援ｾﾝﾀｰ相談員 

H10～H15 大安町社会福祉協議会ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

H15～  いなべ市社会福祉協議会ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

取得資格：介護支援専門員 

（取得年月日）H13年 04月 02日 

     看護師 

     （取得年月日）H 7年 1月 31日 

 

福本美津子 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

認知症の理解 

 医学的側面から見た認知症の基礎と

健康管理 

現職名： ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも  居宅介護支援室 

職歴（関連経歴） 

S51～S60 社会保険中京病院 

S60～H14 財団法人青木会青木記念病院 

H16～ 有限会社だいち（介護支援専門員） 

取得資格：看護師 

（取得年月日）H555年 01月 30日 

藤田朋紀 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

認知症の理解 

 認知症を取り巻く状況 

認知症に伴うこころとからだの変化

と日常生活 

家族への支援 

現職名： 一般社団法人明慎福祉会代表理事 

職歴（関連経歴） 

H05～H06 小山田老人保健施設 

H06～H08 菰野聖十字の家身体障害者療養施設 

H09～H24 介護老人保健施設ながしま 

H24～ 癒しのわ いなべ 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H05年 04月 19日 



（第 1-5号様式）         講師一覧表 

講師氏名 担当科目名／項目名 講 師 履 歴 

松田志保 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 介護に関するからだのしくみの基礎知

識 

現職名：ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも いなべ看護師 

職歴（関連経歴） 

H12～H14 三重県立総合医療ｾﾝﾀｰ 

H14～H23 菰野厚生病院 

H23～  ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも いなべ 

 

取得資格：看護師 

（取得年月日）H17年 12月 28日 

 

伊藤由美 

1 ・ ○2  

（専任・兼任） 

 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

生活と家事、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、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、介護過程の基礎的理

解、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①、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②、総合生活支

援技術演習①、総合生活支援技術演習② 

 

 

現職名：いなべ市社協ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 

    ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 

職歴（関連経歴） 

H09～H15 員弁町社会福祉協議会 

H15～  いなべ市社会福祉協議会 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H13年 05月 22日 

藤田裕子 

1 ・ ○2  

（専任・兼任） 

障害の理解 

障害の基礎的理解、家族の心理、かかわり

支援の理解 

現職名：いなべ市社会福祉協議会 

            障がい支援課長心得 

職歴（関連経歴） 

H05～H08 特別養護老人ﾎｰﾑ鳥羽陽光苑 

H09～H15 藤原町社会福祉協議会 

H15～H27 いなべ市社会福祉協議会 

（訪問介護） 

H27～  いなべ市社会福祉協議会 

     （障がい） 

 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H08年 12月 18日 



（第 1-5号様式）         講師一覧表 

講師氏名 担当科目名／項目名 講 師 履 歴 

前葉かおり 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

障害の理解 

 障害の医学的側面、生活障がい、心理・

行動の特徴、かかわり支援等の基礎的理

解 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 死にゆく人に関したこころとからだの

しくみと終末期介護 

現職名： ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも東員 施設長（看護師） 

職歴（関連経歴） 

H11～H19 菰野厚生病院（訪問看護、通所ﾘﾊ） 

H20～H28 ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも 四日市 

H29～   ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ もも東員 

 

取得資格：看護師 

（取得年月日） H03年 4月 30日 

小林桜子 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

老化の理解 

 老年期の発達と老会に伴う心身の変

化と特徴、高齢者と健康 

認知症の理解 

 医学的側面から見た認知症の基礎と健

康管理 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 介護に関するからだのしくみの基礎知

識 

障害の理解 

 障害の医学的側面、生活障がい、心理・

行動の特徴、かかわり支援等の基礎的理

解 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 死にゆく人に関したこころとからだの

しくみと終末期介護 

現職名：いなべ市社協ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 事務員     

職歴（関連経歴） 

H06～H23 三重厚生連員弁厚生病院 

（現いなべ総合病院）看護師 

H23～H23 光風会 特別養護老人ﾎｰﾑ ｱｲﾘｽ 

H23～H28 いなべ市社会福祉協議会 

大安ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 看護師 

H29～   いなべ市社会福祉協議会(訪問介護) 

 

取得資格：看護師 

（取得年月日） H06年 5月 11日 

岡 直子 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 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、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 

現職名：いなべ市社協ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 

    ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 

職歴（関連経歴） 

H10～H15 北勢町社会福祉協議会訪問介護員 

H15～H26 いなべ市社会福祉協議会(訪問介護) 

H27～H28 いなべ市社会福祉協議会 

          大安ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 生活相談員 

H29～   いなべ市社会福祉協議会(訪問介護) 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H15年 08月 19日 



（第 1-5号様式）         講師一覧表 

講師氏名 担当科目名／項目名 講 師 履 歴 

宇井利江 

1 ・ ○2  

（専任・兼任） 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

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①、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②、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、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、睡眠に関した

こころとからだのしくみと自立に向けた

介護、総合生活支援技術演習①、総合生活

支援技術演習② 

現職名：いなべ市社協ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ管理者 

職歴（関連経歴） 

H10～H15 大安町社会福祉協議会 介護職員 

H15～H26 いなべ市社会福祉協議会(通所介護) 

H27～   いなべ市社会福祉協議会(訪問介護) 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H15年 05月 01日 

小森祐加子 

○1  ・ 2 

（専任・兼任） 

こころとからだのしくみと生活支援技術 

 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、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、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、介護過程

の基礎的理解 

現職名：いなべ市社協ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 

    ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 

職歴（関連経歴） 

H10～H15 藤原町社会福祉協議会 

H15～  いなべ市社会福祉協議会 

取得資格：介護福祉士 

（取得年月日）H23年 08月 29日 

 


