
別添様式３ 

講 師 一 覧（変更後） 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

1-1 

【職務の理解】 

・多様なサービスの理解 

若松 義浩 介護支援専門員 

 

兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

1-2 

【職務の理解】 

・介護職の仕事内容や働く

現場の理解 

若松 義浩 介護支援専門員 

 

兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

2-1 

【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 

神田 陽子 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

2-2 

【介護における尊厳の保

持・自立支援】 

・自立に向けた介護 

若松 義浩 介護支援専門員 兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

3-1 

【介護の基本】 

・介護職の役割、専門性と

多職種との連携 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

神田 陽子 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載すること。 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

科目番号／項目番号／項目

名 
講師名 資格等 専任・兼任 

3-2 

【介護の基本】 

・介護職の職業倫理 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

3-3 

【介護の基本】 

・介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

3-4 

【介護の基本】 

・介護職の安全 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

4-1 

【介護・福祉サービスの理

解と医療との連携】 

・介護保険制度 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

神田 陽子 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

一色 和美 介護支援専門員 

管理栄養士 

兼任 

4-2 

【介護・福祉サービスの理

解と医療との連携】 

・医療との連携とリハビリ

テーション 

武久 幸代 作業療法士 

介護福祉士 

兼任 

内田 由紀 作業療法士 兼任 

伊藤 隆史 理学療法士 兼任 

小川 将司 理学療法士 兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載すること。 



添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

4-3 

【介護・福祉サービスの理

解と医療との連携】 

・障害者総合支援制度及び

その他制度 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

5-1 

【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 

長野 国善 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

坂本 絵美子 介護福祉士 兼任 

藤村 英俊 介護福祉士 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

5-2 

【介護におけるコミュニケ

ーション技術】 

・介護におけるチームのコ

ミュニケーション 

長野 国善 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

坂本 絵美子 介護福祉士 兼任 

藤村 英俊 介護福祉士 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

6-1 

【老化の理解】 

・老化に伴うこころとから

だの変化と日常 

金田 さつき 介護福祉士 兼任 

坂本 絵美子 介護福祉士 兼任 

藤村 英俊 介護福祉士 兼任 

楠部 真悠 看護師 兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

6-2 

【老化の理解】 

・高齢者と健康 

坂本 絵美子 介護福祉士 兼任 

楠部 真悠 看護師 兼任 

静間 早紀 看護師 兼任 

7-1 

【認知症の理解】 

・認知症を取り巻く状況 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

楠部 真悠 看護師  

静間 早紀 看護師 兼任 

7-2 

【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 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

楠部 真悠 看護師 兼任 

静間 早紀 看護師 兼任 

7-3 

【認知症の理解】 

・認知症に伴うこころとか

らだの変化と日常生活 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

神田 陽子 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 

 

 

 

 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

講師名 資格等 専任・兼任 

7-4 

【認知症の理解】 

・家族への支援 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

神田 陽子 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

8-1 

【障害の理解】 

・障害の基礎的理解 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

8-2 

【障害の理解】 

・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的知

識 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

8-3 

【障害の理解】 

・家族の心理、かかわり支

援の理解 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 

 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

9-1 

【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 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

橋本 幸宗 介護福祉士 兼任 

濵田 節恵 介護福祉士 兼任 

長野 国善 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

9-2 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

磨田 修子 看護師 兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

濵田 節恵 介護福祉士 兼任 

9-3 

【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

くみの基礎的理解 

磨田 修子 看護師 兼任 

鈴木 宏栄 准看護師 兼任 

濵田 節恵 介護福祉士 兼任 

9-4 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・生活と家事 

長野 国善 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

濵村 恵 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

金田 さつき 介護福祉士 

 

兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 

 

 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

講師名 資格等 専任・兼任 

9-5 

【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と介

護 

濵村 恵 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

中村 美香 介護福祉士 兼任 

内田 由紀 作業療法士 兼任 

武久 幸代 作業療法士 

介護福祉士 

兼任 

小川 将司 理学療法士 兼任 

9-6 

【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 

濵田 節恵 介護福祉士 兼任 

内田 由紀 作業療法士 兼任 

武久 幸代 作業療法士 

介護福祉士 

兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

9-7 

【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 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

内田 由紀 作業療法士 兼任 

武久 幸代 作業療法士 

介護福祉士 

兼任 

伊藤 隆史 理学療法士 兼任 

小川 将司 理学療法士 兼任 

9-8 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

食事に関連したこころとか

らだのしくみと自立にむけ

た介護 

北村 梨加 介護福祉士 兼任 

一色 和美 介護支援専門員 

管理栄養士 

兼任 

岩永 優里 管理栄養士 兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載すること。 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

9-9 

【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 

北村 梨加 介護福祉士 兼任 

山根 建 介護福祉士 兼任 

中村 美香 介護福祉士 兼任 

藤井 裕夏 介護福祉士 兼任 

9-10 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・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 

山根 建 介護福祉士 兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

濵村 恵 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

藤井 裕夏 介護福祉士 兼任 

9-11 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・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 

泉 正義 介護福祉士 兼任 

林 隆浩 介護福祉士 兼任 

村田 沙由里 介護福祉士 兼任 

藤井 裕夏 介護福祉士 兼任 

9-12 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・死にゆく人に関連したこころ

とからだのしくみと終末期介護 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 

 

 

 



別添様式３ 

講 師 一 覧 

事 業 者 名 社会福祉法人 暁会    

 研修事業の名称 介護職員初任者研修               令和 4年 4月 18日現在 

 

科目番号／項目番号／項目

名 

 

講師名 資格等 専任・兼任 

9-13 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

介護過程の基礎的理解 

佐々木 利恵 看護師・介護支援専門員 

認知症ケア専門士 

兼任 

橋本 幸宗 介護福祉士 兼任 

迫田 宏治 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

9-14 

【こころとからだのしくみ

と生活支援技術】 

・総合生活支援技術演習 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

中村 将士 介護支援専門員 

介護福祉士 

兼任 

濵田 節恵 介護福祉士 兼任 

10-1 

【振り返り】 

・振り返り 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

10-2 

【振り返り】 

・就業への備えと研修終了

後における継続的な研修 

藤岡 正利 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

藤本 美紀 介護支援専門員 

社会福祉士・介護福祉士 

兼任 

    

   

    

   

＊項目ごとに担当講師を記載すること。 

＊病気等による急な講師変更への対応も考慮し、担当することが想定される講師すべてを記載する

こと。 


