
	 

講師一覧	 

講師	 

番号	 
氏名	 担当する項目	 略 歴 ・ 現 職 ・ 資 格 等 	 

１ 	 星 子 邦 子 	 

多様なサービスの理解	 	 介護にお

けるコミュニケーション	 	 	 就業

への備えと研修修了後における継続

的な研修	 	 	 

ＮＰＯ法人ワークショップ「いふ」理事長	 

消費生活コンサルタント、熊本県福祉サービス第三者評価調査

者、地域密着型サービス外部評価調査者	 

	 

２ 	 古 澤 康 子 	 

介護職の仕事内容や働く現場の理解	 

人権と尊厳を支える介護	 	 自立に

向けた支援	 	 介護職の役割、専門

性と多職種との連携	 	 介護職の職

業倫理	 	 介護における安全の確保

とリスクマネジメント	 	 介護職の

安全	 	 介護保険制度	 	 医療との

連携とリハビリテーション	 	 障害

者自立支援制度およびその他制度	 

介護におけるチームのコミュニケー

ション	 	 障害の基礎的理解	 	 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

知識	 	 家族の心理、かかわり支援

の理解	 	 介護の基本的な考え方	 	 

介護に関するこころのしくみの基礎

的理解	 	 介護に関するからだのし

くみの基礎的理解	 	 快適な居住環

境整備と介護	 	 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	 

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	 	 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	 	 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	 	 介護過程の基礎的理

解	 	 総合生活支援技術演習	 	 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	 	 実習	 

修了評価	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

病院看護部長、看護専門学校専任教員、福祉系専門学校	 

学科長等歴任	 

ＮＰＯ法人ワークショップ「いふ」第三者評価調査者	 

外部評価調査者	 

看護師、看護教師、介護技術講習会主任指導者、介護教員、	 



（別紙様式５の２）	 

	 

３ 	 豊 野 恒 子 	 

老化に伴うこころとからだの変化と

日常生活	 	 高齢者と健康	 

	 

病院看護部長、高齢者福祉施設管理者等歴任	 

ＮＰＯ法人ワークショップ「いふ」外部評価調査者	 

看護師、介護支援専門員、痴呆介護実務者研修専門課程	 

修了	 

	 

４ 	 河 島 京 子 	 

認知症を取り巻く状況	 	 医学的側

面から見た認知症の基礎と健康管理	 

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	 

	 

病院看護部長等歴任、	 

ＮＰＯ法人ワークショップ「いふ」外部評価調査者	 

看護師、産業カウンセラー、介護技術講習指導者、	 

医療的ケア教員講習会修了	 

	 

	 

	 

５ 	 

	 

	 

塩 永 信 子 	 

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	 	 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	 	 

	 	 

Ｎ高齢者福祉施設管理者等歴任	 

ＮＰＯ法人ワークショップ「いふ」第三者評価調査者	 

外部評価調査者	 

介護福祉士、介護支援専門員、痴呆介護実務者研修専門課程	 

修了	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

６ 	 山 田 純 子 	 

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	 

	 

病院看護師、高齢者福祉施設副施設長等歴任	 

ＮＰＯ法人ワークョップ「いふ」外部評価調査者	 

看護師、介護支援専門員、指導者養成講習修了、認知症ケア	 

専門士、医療的ケア教員講習会修了	 

	 	 	 

７ 	 村 上 利 栄 	 

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	 

	 

病院看護師、高齢者福祉施設管理者等歴任	 

ＮＰＯ法人ワークョップ「いふ」外部評価調査者	 

看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員	 

	 

８ 	 三 好 雅 也 	 

介護職の仕事内容や働く現場の理解	 

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	 	 

総合生活支援技術演習	 

	 

グループホーム勤務	 	 介護福祉士	 

	 

	 

９ 	 三 浦 匠 成 	 

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	 	 	 

	 

有料老人ホーム勤務	 	 介護福祉士	 

	 

1 0 	 松 本 	 聡 	 

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	 	 

	 

デイサービスセンター勤務	 	 介護福祉士	 

	 

	 


