
社会福祉法人　米原市社会福祉協議会　介護職員初任者研修講師情報

資格（取得年月日）

講師名 担当　科目番号、科目名／項目番号、項目名 略歴（経験年数）

現在の職業

藤元　法子 １（１）多様なサービスの理解 介護福祉士(H3.7)、介護支援専門員(H11.4)

主任介護支援専門員(H22.1)

社会福祉協議会　介護福祉士(8年5ｹ月)

　　　　　　　　　　　 介護支援専門員(10年1ｹ月)

　　　　　　　　　　　 主任介護支援専門員(1年8ｹ月)

１（２）介護職の仕事内容や働く現場の理解 長浜市社会福祉協議会　介護事業課

ほのぼのｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ西浅井　管理者・所長

立木　純子 ２（３）人権に関する基礎知識 教員(S48.4)

教員(38年)、人権教育指導員(2年4ｹ月)

米原市教育委員会
人権教育推進協議会事務局　人権教育指導員

田中　雄一 ２（１）人権と尊厳を支える介護 社会福祉士(H9.8)、介護支援専門員(H13.3)

社会福祉協議会　社会福祉士(16年)

米原市社会福祉協議会　相談支援課　課長

寺田　翠 ３（１）介護職の役割、専門性と多職種との連携 看護師(S36.4)、介護支援専門員(H13.3)

看護師：長浜日赤病院(12年)、彦根市立病院(24年)
彦根市立訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ(3年)、介護支援専門員：田中ｹｱｻｰﾋﾞｽ(8年)

社会福祉法人　大樹会　デイサービスセンターやすらぎハウス指導部長

桑原　俊弘 介護福祉士(H20.3)、介護支援専門員(H22.3)

介護福祉士：社会福祉法人　大樹会(2年4ｹ月)
　　　　　　　 　社会福祉法人　杉和会(3年)、
社会福祉法人　大樹会デイサービスセンターやすらぎハウス主任生活相談員

寺田　翠 ３（２）介護職の職業倫理 看護師(S36.4)、介護支援専門員(H13.3)

看護師：長浜日赤病院(12年)、彦根市立病院(24年)
彦根市立訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ(3年)、介護支援専門員：田中ｹｱｻｰﾋﾞｽ(8年)

社会福祉法人　大樹会　デイサービスセンターやすらぎハウス指導部長

桑原　俊弘 介護福祉士(H20.3)、介護支援専門員(H22.3)

介護福祉士：社会福祉法人　大樹会(2年4ｹ月)
　　　　　　　 　社会福祉法人　杉和会(3年)、
社会福祉法人　大樹会デイサービスセンターやすらぎハウス主任生活相談員

寺田　翠 ２（２）自立に向けた介護 看護師(S36.4)、介護支援専門員(H13.3)

看護師：長浜日赤病院(12年)、彦根市立病院(24年)
彦根市立訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ(3年)、介護支援専門員：田中ｹｱｻｰﾋﾞｽ(8年)

社会福祉法人　大樹会　デイサービスセンターやすらぎハウス指導部長

桑原　俊弘 介護福祉士(H20.3)、介護支援専門員(H22.3)

介護福祉士：社会福祉法人　大樹会(2年4ｹ月)
　　　　　　　 　社会福祉法人　杉和会(3年)、
社会福祉法人　大樹会デイサービスセンターやすらぎハウス主任生活相談員

木村　敦子 ３（３）介護における安全の確保とリスクマネジメント 看護師(H7.4)、介護支援専門員(H13.3)　　

社会福祉士(H22.3)
看護職：豊郷町社会福祉協議会(11年10ｹ月)、地域振興局(2年2ｹ月)、
　　　　　友仁山崎病院(1年11ｹ月)、豊郷病院(5ｹ月)

３（４）介護職の安全
介護支援専門員:米原市社会福祉協議会(1年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　豊郷町社会福祉協議会(11年10ｹ月)
米原市社会福祉協議会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ米原近江　介護支援専門員

石河　輝男 ４（１）介護保険制度 一般行政職(H6.6）

米原市役所　介護保険担当(1年4ｹ月)、行政職員(18年)

米原市役所健康福祉部高齢福祉課　介護保険担当

宮元　尚義 一般行政職（H15.4）

米原市役所　介護保険担当(1年4ｹ月)、行政職員(8年)

米原市役所健康福祉部高齢福祉課　介護保険担当

澤村　みな子 一般行政職(S60.4)、保健師(S60.5)、介護支援専門員(H12.11)

地域包括支援ｾﾝﾀｰ　介護保険担当(2年3ｹ月)、行政職員(26年1ｹ月)

米原市役所地域包括支援ｾﾝﾀｰ　介護保険担当

藤本　将明 ４（３）障害者総合支援制度及びその他制度 一般行政職(H12.4)

米原市役所　障害福祉担当(4年4ｹ月)、行政職員(9年)

米原市役所健康福祉部社会福祉課　障がい福祉担当

高橋　巧 一般行政職(H10.4)、保健師(H10.4)

米原市役所健康福祉部障害福祉担当(4ｹ月)、行政職員(15年)

米原市役所健康福祉部社会福祉課　障がい福祉担当



水上　幸子 ４（２）医療との連携とリハビリテーション 看護師(S63.4)

① リハビリテーションの理念 地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき(7年4ｹ月)、伊吹診療所(13年)
京都ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ研究所所属診療所(1年1ｹ月)、京都大学医学部付属病院(3年)

② 医行為と介護　訪問看護他 地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　看護師長

西村　てるみ 理学療法士(H元.4)
地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　理学療法士(7年4ｹ月)
医療法人桂名会木村病院　理学療法士(16年4ｹ月)

地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　理学療法士

北澤　和子 ５（１）介護におけるコミュニケーション 介護福祉士(H10.3)、介護支援専門員(H12.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(3年)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(12年4ｹ月)
米原市社会福祉協議会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ米原近江　管理者・主任

的場　知子
介護福祉士(H15.3)
介護支援専門員(H18.3)　　社会福祉士(H25.3)
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(9年)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(5年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ山東伊吹　管理者

時田　智史 ５（２）介護におけるチームのコミュニケーション 介護福祉士(H20.3)、介護支援専門員(H23.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(5年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ愛らんど　管理者

浅田　かず子 ６（１）老化に伴うこころとからだの変化と日常 ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾆｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(H12.7)

長浜市社会福祉協議会　ｲﾝｽﾀﾝﾄｼﾆｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(13年1ｹ月)

長浜市社会福祉協議会　ボランティアコーディネーター

川上　加代子 介護福祉士(H4.4)、介護福祉支援専門員(H13.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士・ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ(14年6ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(2年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ山東伊吹　主任

世一　ともゑ 介護福祉士(H9.4)、介護支援専門員(H13.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(8年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会ほおずき作業所　介護職員

中村　泰之 ６（２）高齢者と健康 医師免許(H6.5)
大津赤十字病院(1年11ｹ月)、石部町立医療ｾﾝﾀｰ(3年)
国民健康保険診療所(7年)、地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき(7年4ｹ月)

地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　医師

永田　かおり ７（１）認知症を取り巻く状況 看護師(H6.4)

　（２）医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理 市立長浜病院　看護師(7年5ｹ月)

　（３）認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活 NPO法人 ひだまり　看護師(10年2ｹ月)

　（４）家族への支援 NPO法人 ひだまり　理事長・施設長

南　文雄 ８（１）障害の基礎的理解 社会福祉士(H14.4)

　（２）障害の医学的側面、生活障害、心理、行動の特徴、 米原市社会福祉協議会　社会福祉士(11年4ｹ月)

　　 　関わり支援等基礎知識

　（３）家族の心理、関わり支援の理解 米原市社会福祉協議会ほおずき作業所　管理者・主任

高木　由紀子 ９（１）【Ⅰ基本知識の学習】 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

     介護の基本的な考え方
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

辻井　和代 ９（２）【Ⅰ基本知識の学習】 介護福祉士(H9.3)、介護支援専門員(H18.3)

     介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護福祉士：社会福祉法人　近江薫風会(5年11ｹ月)
　　　　　　　　 米原市社会福祉協議会(3年9ｹ月)

社会福祉法人　近江薫風会スマイルグループホーム　計画担当者

田中　淳子 ９（３）【Ⅰ基本知識の学習】 社会福祉主事(H5.3)、介護福祉士(H15.4)

     介護に関するからだのしくみの基礎的理解
近江薫風会　介護福祉士(1年6ｹ月)
長浜市社会福祉協議会　介護福祉士(7年3ｹ月)

社会福祉法人　近江薫風会スマイルデイサービスセンター　生活相談員

辻村　ちづる ９（４）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H15.4)

     生活と家事 長浜市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ山東伊吹　管理者・主任

宮田　英子 介護福祉士(H19.4)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(6年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾍﾙﾊﾟｰ^ｽﾃｰｼｮﾝ米原　管理者

西村　てるみ ９（５）【Ⅱ生活支援技術の学習】 理学療法士(H元.4)

     快適な居住環境整備と介護
地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　理学療法士(7年4ｹ月)
医療法人桂名会木村病院　理学療法士(16年4ｹ月)

地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき　理学療法士

源　律子 作業療法士(H17.4)

地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき(4年5ｹ月)、近江温泉病院(3年11ｹ月)

地域包括ｹｱｾﾝﾀｰいぶき 作業療法士



堤　友美 ９（６）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H11.5)、介護支援専門員(H14.3)

     整容に関するこころとからだのしくみと
介護福祉士：米原市社会福祉協議会(12年4ｹ月)
                社会福祉法人青祥会(1年6ｹ月)

     自立に向けた介護 米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ寄ろ家うかの　主任

前川　智子 介護福祉士(H19.4)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(6年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ行こ家のとせ　管理者

森田　有子 ９（８）【Ⅱ生活支援技術の学習】 准看護師(H3.3)、介護支援専門員(H14.3)

     食事に関するこころとからだのしくみと
米原市社会福祉協議会　看護師(11年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(2年)

     自立に向けた介護 米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ愛らんど　主任

釜野　かえで 准看護師(S62.3)

米原市社会福祉協議会　看護師(13年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ愛らんど　看護師

松本　文代 ９（７）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H18.3)

     移動・移乗に関するこころとからだのしくみと
西浅井町社会福祉協議会　介護福祉士(3年9ｹ月)
ほのぼのﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ西浅井　介護福祉士(3年7ｹ月)

     自立に向けた介護 訪問介護事業所ほのぼのﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　介護職員

小川　春美 介護福祉士(H18.3)
西浅井町社会福祉協議会　介護福祉士(3年9ｹ月)
ほのぼのﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ西浅井　介護福祉士(3年7ｹ月)

訪問介護事業所ほのぼのﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　介護職員

木田　洋 ９（９）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H12.4)、介護支援専門員(H13.4)

     入浴、清潔保持に関するこころとからだのしくみと
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(7年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(12年4ｹ月)

     自立に向けた介護 米原市社会福祉協議会いをぎの家　管理者・主任

西臺　美紀 介護福祉士(H13.4)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会いをぎの家　主任

伊賀並　房子 ９（１１）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

     睡眠に関するこころとからだのしくみと
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

     自立に向けた介護 米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

中川　清成 介護福祉士(H13.4)
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　地域福祉業務(3年9ｹ月)

米原市社会福祉協議会東部ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはびろ　管理者

安藤　雅美 ９（１０）【Ⅱ生活支援技術の学習】 看護師(H元.1)

     排泄に関するこころとからだのしくみと 米原市社会福祉協議会　看護師(8年7ｹ月)

     自立に向けた介護 米原市社会福祉協議会西部ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰきらめき　看護師

川崎　健司 介護福祉士(H18.3)

米原市社会協議会　介護福祉士(7年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会西部ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰきらめき　管理者

川村　崇子 ９（１２）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H11.3)

     死にゆく人に関するこころとからだのしくみと 米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

     終末期介護 米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

瀧澤　朱実 看護師(S56.5)、介護支援専門員(H12.3)

米原市社会福祉協議会　看護師(15年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆめﾎｰﾙ　管理者・主任

高木　由紀子 ９（１３）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

     施設実習
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

伊賀並　房子 ９（１３）【Ⅱ生活支援技術の学習】 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

     訪問介護実習
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

川村　崇子 介護福祉士(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

高木　由紀子 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長



伊賀並　房子 ９（１４）【Ⅲ生活支援技術の演習】 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

     介護経過の基礎的理解
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

川村　崇子 介護福祉士(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

高木　由紀子 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

伊賀並　房子 ９（１５）【Ⅲ生活支援技術の演習】 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

     総合生活支援技術演習
米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

川村　崇子 介護福祉士(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

高木　由紀子 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

伊賀並　房子 １０（１）振り返り 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

川村　崇子 介護福祉士(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

高木　由紀子 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

伊賀並　房子 １０（２）就業への備えと研修修了後における継続的な研修 介護福祉士(H7.3)、介護支援専門員(H12.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(10年4ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(8年)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

川村　崇子 介護福祉士(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(14年4ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

高木　由紀子 介護福祉士(H6.3)、介護支援専門員(H11.3)

米原市社会福祉協議会　介護福祉士(12年10ｹ月)
　　　　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員(6年6ｹ月)

米原市社会福祉協議会　在宅生活支援課　課長

藤田　善治 修了評価筆記試験
米原市社会福祉協議会(15年)

中村　静代 試験結果集計・採点・合否発表・修了判定会議

高木　由紀子

伊賀並　房子

高木　由紀子 修了評価不合格者補講

伊賀並　房子

高木　由紀子 修了評価不合格者再試験

伊賀並　房子

田中　博夫 修了式
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