
   

 

担当講師一覧表（介護職員初任者研修課程） 

  

№ 講師氏名 科目番号 

資格(取得年月日) 
修了評価 

担当の有無 
略歴(経験年数) 

現在の職業(経験年数) 

①  山下 和秀 (1)－①② 

介護福祉士(H23/4) 

介護支援専門員(H26/5) 

有 

特別養護老人ホーム 

・介護職員（8年 3ヶ月） 

・相談員（1年） 

・副施設長（1年） 

特別養護老人ホーム 

・施設長(３年) 

②  瀧脇 大史 (2)－① 

介護福祉士(H15/7) 

社会福祉士(H19/4) 

介護支援専門員(H25/4) 

有 

養護老人ホーム 

・介護職員(5年) 

ケアハウス 

・相談員(3年 10ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

相談員(10年 2ヶ月) 

デイサービス 

・所長(1年) 

③  今西 美幸 (2)－② 

介護福祉(H23/4) 

介護支援専門員(H26/4) 

無 
養護老人ホーム 

・介護支援員(11年 7ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援専門員(１年) 

④  北川 康人 (3)－①② 

介護支援専門員(H12/1) 

介護福祉士(H30/4) 

無 
社会福祉協議会 

・介護支援専門員(2年) 

特別養護老人ホーム 

・介護支援専門員(9年) 

⑤  側 真典 
(3)－③④ 

(9)－① 

介護福祉士(H29/4) 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(5年 8ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(5年 8ヶ月) 

⑥ 奥山 陽介 (4)－②③ 

介護福祉士(H24/3) 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(7 年) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(7年) 



 

⑦  岩田 京子 (4)－① 

介護福祉士(H19/5) 

介護支援専門員(H23/5) 

無 

訪問介護事業所 

・ホームヘルパー(5年 3ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(5年) 

デイサービス 

・相談員(5年) 

居宅介護支援 

・介護支援専門員(4年) 

⑧  小谷 純古 
(5)－① 

(10)－①② 

介護福祉士(H18/4) 

介護支援専門員(H23/5) 

有 

病院 

・介護員(1年４ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援員(12年 8ヶ月) 

・介護支援専門員(4年) 

養護老人ホーム和寿園 

・主任介護支援員兼生活相談員(1年) 

⑨ ⑨ 勝地 大輔 (5)－② 

介護福祉士(H21/4) 

無 

障害者支援施設 

・生活支援員(14年 2ヶ月) 

児童デイサービス 

・児童支援員(4年 11ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援員(2年 1ヶ月) 

⑩  大江 貫名 
(6)－①② 

(9)－⑫ 

看護師(S60/4) 

介護支援専門員(S13/3) 

無 
病院 

・看護師(18年 11ヶ月) 

養護老人ホーム 

・看護師(10年) 

⑪  
滑川 優子 (7)－①② 

介護福祉士(H23/5) 

無 

訪問介護事業所 

・ホームヘルパー(8年 1ヶ月) 

デイサービス 

・介護職員(4年 2ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援員(1年) 

⑫  岡 康史 
(7)－③④ 

(9)－⑪ 

介護福祉士(H27/4) 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(3年 1ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護職員(3年 1ヶ月) 

⑬  西山 明美 (8)－①②③ 

介護福祉士(H24/4) 

介護支援専門員(H27/4) 

無 
特別養護老人ホーム 

・介護職員(11年 2ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(11年 2ヶ月) 



⑭  小立 香陽子 (9)－① 

介護福祉士(H28/4) 

無 
デイサービス 

・介護職員(6年 4ヶ月) 

デイサービス 

・介護職員(6年 4ヶ月) 

 

 

 

⑮  矢芝 かおり 

 
(9)－①② 

介護福祉士(H26/4) 

無 

デイサービス 

・介護職員(1年 5ヶ月) 

小規模多機能型居宅介護 

・介護職員(2年 9ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(1年 2ヶ) 

デイサービス 

・介護職員(3年 6ヶ月) 

⑯  土田 久代 (9)－③ 

看護師(S53/5) 

無 
病院 

・看護師(22年 5ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・看護師(9年 11ヶ月) 

⑰  

 

 

中山 慶太 

 

 

(9)－④⑤⑥ 

介護福祉士(H21/5) 

無 
特別養護老人ホーム 

・介護職員(14年 7ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・相談員兼介護職員(1年) 

⑱  

稲川 千鶴子 (9)－⑦ 

介護福祉士(H18/4) 

介護支援専門員(H19/5) 

無 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(6年 6ヶ月) 

特別養護老人ホーム 

・介護支援専門員(6年) 

特別養護老人ホーム 

・介護職員(4年) 

⑲  木寅 幸代 (9)－⑦ 

介護福祉士(H25/4) 

無 

デイサービス 

・介護職員(9年 10ヶ月) 

デイサービス 

・介護職員(9年 10ヶ月) 

⑳   
永原 守 (9)－⑧ 

管理栄養士(S60/5) 

無 

株式会社 

・管理栄養(5年 5ヶ月) 

病院 

・管理栄養士(25年 2ヶ月 

特別養護老人ホーム 

・管理栄養士(2年) 

㉑ 谷口 茜 (9)－⑨ 

介護福祉士(H27/4) 

無 

養護老人ホーム 

・介護支援員(3年 7ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援員(2年 6ヶ月) 



 

㉒ 柏倉 晶子 (9)－⑩ 

介護福祉士(H30/4) 

無 

養護老人ホーム 

・介護支援員(4年 4ヶ月) 

養護老人ホーム 

・介護支援員(4年 4ヶ月) 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 


