
別添様式 17 

講 師 一 覧 

事業者名    学校法人湘南ふれあい学園       

 研修事業の名称 湘南ふれあい学園 介護職員初任者研修 通信コース 

                                 令和４年４月２０日 現在 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

     講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師） 

 と記載 

資格等 

１職務の理解 

①多彩なサービスの理解 
鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 
介護福祉士 社会福祉士 

介護支援専門員 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

天野 光代 介護福祉士 

１職務の理解 

②介護職の仕事内容や働く現場の 

 理解 

鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 
介護福祉士 社会福祉士 

介護支援専門員 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

天野 光代 介護福祉士 

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 

杉山 チサ子 看護師 

澤  正美 介護福祉士 

竹下  輝 介護福祉士 

２介護における尊厳の保持・自立 

 支援 

②自立に向けた介護 

杉山 チサ子 看護師 

澤  正美 介護福祉士 

竹下  輝 介護福祉士 

３介護の基本 

①介護職の役割、専門性と多職種 

 との連携 

鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 介護福祉士 社会福祉士 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

３介護の基本 

②介護職の職業倫理 
鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 
介護福祉士 社会福祉士 

介護支援専門員 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

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 

内藤 俊一 介護福祉士 

鉢村  聡 介護福祉士 

風祭 明子 看護師 

 

 

 

 



科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

     講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師）    

  と記載 

資格等 

３介護の基本 

④介護職の安全 
内藤 俊一 介護福祉士 

鉢村  聡 介護福祉士 

風祭 明子 看護師 

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 

鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 
介護福祉士 社会福祉士 

介護支援専門員 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

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 

塩崎 恵美 看護師 

岩淵  裕 言語聴覚士 

近藤 由季子 作業療法士 

髙橋 知之 作業療法士 

坪内 敬典 理学療法士 

岡崎 浩二 理学療法士 

松井  剛 理学療法士 

佐々木 千裕 理学療法士 

４介護・福祉サービスの理解と医 

 療との連携 

③障害福祉制度及びその他制度 

鄭 美佐子 看護師 介護支援専門員 

高田  麗 
介護福祉士 社会福祉士 

介護支援専門員 

小松原 賢治 介護福祉士 介護支援専門員 

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 

杉山 チサ子 看護師 

塩崎 恵美 看護師 

鉢村  聡 介護福祉士 

澤  正美 介護福祉士 

  



 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

     講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師） 

 と記載 

資格等 

５介護におけるコミュニケーショ 

 ン技術 

②介護におけるチームのコミュニ 

 ケーション 

杉山 チサ子 看護師 

塩崎 恵美 看護師 

鉢村  聡 介護福祉士 

澤  正美 介護福祉士 

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 

麻地 洋司 看護師 

杉山 チサ子 看護師 

小嶋  希 看護師 

６老化の理解 

②高齢者と健康 
麻地 洋司 看護師 

杉山 チサ子 看護師 

小嶋  希 看護師 

７認知症の理解 

①認知症を取り巻く状況 
麻地 洋司 看護師 

風祭 明子 看護師 

竹下  輝 介護福祉士 

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 

麻地 洋司 看護師 

風祭 明子 看護師 

竹下  輝 介護福祉士 

７認知症の理解 

③認知症に伴うこころとからだの 

 変化と日常生活 

麻地 洋司 看護師 

風祭 明子 看護師 

竹下  輝 介護福祉士 

７認知症の理解 

④家族への支援 
麻地 洋司 看護師 

風祭 明子 看護師 

竹下  輝 介護福祉士 

８障害の理解 

①障害の基礎的理解 
山本 悦子 看護師 

高浜 礼子 看護師 

８障害の理解 

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

等の基礎知識 

山本 悦子 看護師 

高浜 礼子 看護師 

８障害の理解 

③家族の心理、かかわり支援の理 

 解 

山本 悦子 看護師 

高浜 礼子 看護師 

  



 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

     講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師）   

 と記載 

資格等 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

①介護の基本的な考え方 

塩崎 恵美 看護師 

澤  正美 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

②介護に関するこころのしくみの 

 基礎的理解 

田中  誠 介護福祉士 

高浜 礼子 看護師 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

③介護に関するからだのしくみの 

 基礎的理解 

塩崎 恵美 看護師 

田中  誠 介護福祉士 

澤  正美 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

④生活と家事 

松田 奈美恵 介護福祉士 

桜井 伴子 介護福祉士 

大根田 優子 介護福祉士 

恵崎 美穂 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑤快適な住環境整備と介護 

近藤 由季子 作業療法士 

髙橋 知之 作業療法士 

神保 洋平 作業療法士 

山根  剛 作業療法士 

神保 匡良 作業療法士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

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 

内藤 俊一 介護福祉士 

山本 悦子 看護師 

高浜 礼子 看護師 

田中  誠 介護福祉士 

渡邉 英雄 介護福祉士 

関口 弘一 介護福祉士 

  



 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

     講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師）   

 と記載 

資格等 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑦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 

近藤 由季子 作業療法士 

髙橋 知之 作業療法士 

坪内 敬典 理学療法士 

岡崎 浩二 理学療法士 

松井  剛 理学療法士 

佐々木 千裕 理学療法士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑧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 

菅原 つや子 看護師 

山本 悦子 看護師 

小嶋  希 看護師 

渡邉 英雄 介護福祉士 

関口 弘一 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑨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 

内藤 俊一 介護福祉士 

鉢村  聡 介護福祉士 

山本 悦子 看護師 

高浜 礼子 看護師 

渡邉 英雄 介護福祉士 

関口 弘一 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

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 

菅原 つや子 看護師 

三冨 一十見 看護師、保健師 

渡邉 英雄 介護福祉士 

関口 弘一 介護福祉士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

科目番号／科目名 

項目番号／項目名 

         講師名 

＊演習の補助講師は（補助講師）  

  と記載 

資格等 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑪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 

菅原 つや子 看護師 

小嶋  希 看護師 

内藤 俊一 介護福祉士 

荒井 育子 介護福祉士 

渡邉 英雄 介護福祉士 

関口 弘一 介護福祉士 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

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 

田中  誠 介護福祉士 

小嶋  希 看護師 

菅原 つや子 看護師 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑬介護過程の基礎的理解 

田中  誠 介護福祉士 

天野 光代 介護福祉士 

扇谷 秀樹 社会福祉士、介護支援専門員 

９こころとからだのしくみと生活 

 支援技術 

⑭総合生活支援技術演習 

菅原 つや子 看護師 

天野 光代 介護福祉士 

在原 暢人 介護支援専門員、介護福祉士 

田中  誠 介護福祉士 

１０振り返り 

①振り返り 
天野 光代 介護福祉士 

在原 暢人 介護支援専門員、介護福祉士 

１０振り返り 

②就業への備えと研修終了後にお 

 ける継続的な研修 

天野 光代 介護福祉士 

在原 暢人 介護支援専門員、介護福祉士 

 


