第４号様式（第３条第２項、第９条関係）

講 師 履 歴 一 覧
講師氏名

科目名
（担当教科名）

門田 眞吾

１．職務の理解
（１）多様なサービスの理
解
（２）介護職の仕事内容や
働く現場の理解

講師履歴
現職名 あすならホーム畝傍 施設長
職歴
平成１６年～特別養護老人ホーム あすなら苑 介護職
平成１９年～あすならホーム二階堂 介護職
平成２０年～あすならホーム筒井 介護職
平成２１年～あすならホーム筒井 主任
平成２３年～あすならホーム櫟本 主任
平成２４年～あすならホーム二階堂 施設長
平成２６年～あすならホーム畝傍 施設長
その他参考事項

政所 高志

２．介護における尊厳の保
持・自立支援
（１）人権と尊厳を支える
介護
４．介護・福祉サービスの
理解と医療との連携
（１）介護保険制度
８．障害の理解
（３）家族の心理、かかわ
り支援の理解

取得資格
介護福祉士、介護支援専門員
現職名 あすならホーム天理 施設長
職歴
平成１２年～特別養護老人ホーム あすなら苑 介護職
平成１７年～あすならホーム菜畑 介護職
平成１９年４月～あすならホーム郡山 介護職
平成１９年７月～あすなら苑 副主任
平成１９年１１月～あすならホーム郡山 副主任
平成２３年～あすならホーム郡山 施設長代理
平成２５年～あすならホーム富雄 施設長
平成２９年３月～あすならホーム高畑 主任
平成２９年１０月～あすならホーム天理 施設長
その他参考事項
取得資格
介護福祉士、介護支援専門員

松井 正臣

１．介護における尊厳の保 現職名 あすならホーム今小路 施設長
持・自立支援
職歴
（２）自立に向けた介護 平成１４年～あすならホーム二階堂 生活相談員
平成２３年～あすならホーム二階堂 施設長代理
平成２６年～あすならホーム柳本 施設長
平成３０年～あすならホーム今小路 施設長
その他参考事項
取得資格
介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員

講師氏名

科目名
（担当教科名）

本山 悠司

３．介護の基本
（３）介護における安全の
確保とリスクマネジメン
ト

講師履歴
現職名 あすならホーム桜井 主任
職歴
平成２２年～あすならホーム二階堂 介護職
平成２５年～あすならホーム櫟本 介護職
平成２９年～あすなら苑 主任
平成３０年～あすならホーム桜井 主任
その他参考事項

取得資格
介護福祉士
茶谷 公嘉

３．介護の基本
（１）介護職の役割、専門
性と多職種との連携
（２）介護職の職業倫理
１０．振り返り
（１）振り返り
（２）就業への備えと研修
修了後における継続的な
研修

現職名 かんざん園 主任
職歴
平成１９年～あすなら苑 主任
平成２２年～あすならホーム菜畑 管理者
平成２３年～かんざん園 園長
平成２８年～あすならホーム今小路 施設長
平成３０年４月～かんざん園 園長
平成３１年１月～かんざん園 主任
その他参考事項

取得資格
介護福祉士、介護支援専門員
安部 姫代

４．介護・福祉サービスの
理解と医療との連携
（２）医療との連携とリハ
ビリテーション
７．認知症の理解
（２）医学的側面から見た
認知症の基礎と健康管理
８．障害の理解
（１）障害の基礎的理解
（２）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

現職名 あすならハイツ恋の窪 安心ｹｱｼｽﾃﾑ看護師
職歴
平成２０年～医療法人 米田医院 看護師
平成２８年～あすならハイツ恋の窪
安心ケアシステム 看護師
その他参考事項

取得資格
看護師

講師氏名

科目名
（担当教科名）

木村 淳

４．介護・福祉サービスの
理解と医療との連携
（３）障害者自立支援制度
およびその他制度

講師履歴
現職名 奈良市富雄西支援センター センター長
職歴
平成２０年～あすなら苑 介護職
平成２１年～あすならホーム筒井 介護職
平成２２年～あすならホーム富雄 介護職
平成２４年４月～
大和郡山市第三包括支援センター 生活相談員
平成２４年１０月～
大和郡山市第三包括支援センター 主任
平成２９年～
奈良市富雄西包括支援センター センター長

その他参考事項
取得資格
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
貫代 増美

５．介護におけるコミュニ
ケーション技術
（１）介護におけるコミュ
ニケーション
（２）介護におけるチーム
のコミュニケーション
９．こころとからだのしく
みと生活支援技術
Ⅱ-（４）生活と家事
Ⅱ-（５）快適な居住環境
整備と介護
＜補助＞
Ⅱ-（７）移動・移乗に関
したこころとからだのし
くみと自立に向けた介護
Ⅱ-（９）入浴、生活保持
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
Ⅱ-１０）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
Ⅱ-（１１）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
Ⅱ-（１２）死にゆく人に
関したこことからだのし
くみと終末期介護

現職名 経理総務部 総務教育課 トレーナー
職歴
平成１６年～あすなら苑 介護職
平成２０年～かんざん園 生活相談員
平成２５年～かんざん園 主任
平成２７年～あすならホーム筒井 主任
平成２８年～経理総務部 総務教育課 トレーナー

その他参考事項
取得資格
介護福祉士、社会福祉主事

Ⅲ-（１３）介護過程の基
礎的理解
Ⅲ-（１４）総合生活支援
技術演習

石丸 大輔

修了テスト
６．老化の理解
（１）老化に伴うこころと
からだの変化と日常
９．生活支援技術の学習
Ⅱ-（８）食事に関連した
心とからだのしくみと自
立に向けた介護

現職名 あすならハイツあやめ池 施設長
職歴
平成１７年～あすならホーム筒井 生活相談員
平成２３年～あすならホーム天理 施設長代理
平成２６年～あすならホーム櫟本 施設長
平成２７年～あすならホーム天理 施設長
平成２８年～あすならハイツあやめ池 施設長

その他参考事項
取得資格
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
本山 佳緒里 ６．老化の理解
（２）高齢者と健康
７．認知症の理解
（２）医学的側面から見た
認知症の基礎と健康管理
８．障害の理解
（１）障害の基礎的理解
（２）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

現職名 あすならホーム富雄 安心ｹｱｼｽﾃﾑ看護師
職歴
平成２３年～あすならホーム富雄 看護師
平成２９年～あすならホーム富雄 サブリーダー

森本 貴彦

現職名 経理総務部
職歴
平成１７年～あすなら苑 主任
平成１８年～あすならホーム二階堂 施設長
平成２３年～あすならホーム天理 施設長
平成２４年～あすならホーム櫟本 施設長
平成２６年～あすならホーム天理 施設長
平成２７年～あすならホーム郡山 施設長
平成３０年～経理総務部

７．認知症の理解
（１）認知症を取り巻く状
況
（３）認知症に伴うこころ
と体の変化と日常生活
（４）家族への支援

その他参考事項

取得資格
看護師

その他参考事項
取得資格
介護福祉士、介護支援専門員

講師氏名

科目名
（担当教科名）

和田 泰幸

９．こころとからだのしく
みと生活支援技術
Ⅰ-（２）介護に関する心
のしくみの基礎的理解
Ⅰ-（３）介護に関するか
らだのしくみの基礎的理
解
Ⅱ-（１１）睡眠に関した
こころとからだのしくみ
と終末期介護
Ⅱ-（１２）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 あすならホーム二階堂 施設長
職歴
平成２２年～あすならホーム郡山 介護職
平成２４年～あすならホーム西の京 介護職
平成２５年～あすならハイツあやめ池 主任
平成２８年～あすならホーム二階堂 施設長

９．こころとからだのしく
みと生活支援技術
Ⅰ-（１）介護の基本的な
考え方
Ⅱ-（６）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
Ⅱ-（７）移動・移乗に関
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 あすならホーム菜畑・東生駒 施設長
職歴
平成２４年～あすならホーム郡山 介護職
平成２７年～あすならホーム郡山 主任
平成２８年～あすならホーム富雄 施設長
平成３０年～あすならホーム菜畑・東生駒 施設長

喜夛 祥継

加藤 智紀

講師履歴

その他参考事項

取得資格
介護福祉士、介護支援専門員

その他参考事項
取得資格
介護福祉士、介護支援専門員

９．こころとからだのしく 現職名 あすならホーム富雄 施設長
みと生活支援技術
Ⅱ-（９）入浴、生活保持
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
Ⅲ-（１３）介護過程の基
礎的理解
職歴
Ⅲ-（１４）総合生活支援
平成２３年～あすなら苑 介護職
技術演習
平成２４年～あすならホーム筒井 介護職
平成２５年～あすならホーム筒井 主任
平成２６年～あすならホーム菜畑・東生駒 施設長
平成２８年～
その他参考事項
習得資格
介護福祉士、介護支援専門員

講師氏名

科目名
（担当教科名）

植田 恵美

９．こころとからだのしく
みと生活支援技術
Ⅱ-（１０）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

講師履歴
現職名 あすならホーム柳本 施設長
職歴
平成１３年～あすなら苑 介護職
平成２２年～あすなら苑 主任
平成２３年～あすならホーム天理 主任
平成２６年～あすならホーム柳本 主任
平成２８年５月～あすならホーム畝傍 主任
平成２８年１２月～あすならホーム桜井 施設長
平成３０年～あすならホーム柳本 施設長
その他参考事項
取得資格
介護福祉士、介護支援専門員

大國 航

≪補助≫
９．こころとからだのしく
みと生活支援技術
Ⅱ-（６）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

現職名 あすならハイツあやめ池 事務長
職歴
平成１９年４月社会福祉法人 協同の苑
障害者生活介護通所施設さつき 生活支援員
平成２９年～あすならハイツあやめ池 介護職
平成３０年４月～あすならハイツあやめ池
平成３０年１１月～
あすならハイツあやめ池 事務長
その他参考事項
取得資格
介護福祉士

