
 
（様式第１号別紙２） 
「聖風会」介護員養成研修初任者課程（通学）担当講師一覧表（令和 4年 3月 31 日） 

№ 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 福井 尚子 

(1)－① 

(7)－①② 

 

管理者(H19/10) 

無 

指定障害者支援施設(25 年) 

・言語聴覚士(20 年) 

・管理者(4年 10 ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 

・施設長(9年 3 ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・管理者(0年 9 ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・管理者(0年 9 ヶ月) 

２ 井上 栄惠 

(1) －② 

(3)－③④ 

(10)－①② 

 

管理者（H24/12） 

介護福祉士(H17.4) 

無 

身体障害者療護施設 

・寮母（2年 3 ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・事務員（14 年 4 ヶ月） 

指定介護老人福祉施設 

・相談員（11 ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・管理者（3年 3 ヶ月）・次長（2 年） 

指定介護老人福祉施設 

・次長（5 年） 

指定介護老人福祉施設  勤務 

・次長（5 年） 

３ 塩尻 点 

 

(2)－② 

 

社会福祉士(H13/4) 

無 

・生活支援員（8 年 6 ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・総務課長補佐（4年） 

指定障害者支援施設 

・支援課長 サビ管（13 年 7ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・施設長（4年） 

指定障害者支援施設  勤務 

・施設長（4年） 



４ 重内 栄子 (9)－⑫ 

看護師(S51/5) 

有 

(演習) 

病院 

・看護師（2年8ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・看護師（19 年 6 ヶ月） 

指定介護老人福祉施設  

・看護師（15 年 6 ヶ月） 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・看護師（15 年 6 ヶ月） 

５ 酒井 洋美 (9)－⑥ 

介護福祉士（H21/4） 

有 

（演習） 

指定障害者支援施設  

・介護職員(12 年 3ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(8 年 9 ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(8 年 9 ヶ月) 

６ 岡田 拓也 
(4)－③ 

 

介護福祉士（H16/4） 

無 

指定障害者支援施設  

・PT 助手・生活支援員(4 年) 

指定障害者支援施設 

・サービス管理責任者（2 年 1 ヶ月） 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員、生活相談員(5 年 8 ヶ月) 

指定障害者支援施設  

・サービス管理責任者(5 年) 

指定障害者支援施設 勤務  

・サービス管理責任者(5 年) 

７ 長尾 裕之 
(7)－③④ 

(9)―①② 

介護福祉士(H21/5) 

無 

指定障害者支援施設  

・介護職員(5 年) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(12 年) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(12 年) 

 

 

 

 



８ 岡本 久美子 (6)－①② 

看護師(S45/5) 

無 

病院 

・看護師(3年8ヶ月) 

①看護専門学校 

・看護専任教員（6年 6 ヶ月） 

②看護専門学校 

・看護専任教員（2年） 

整形外科 

・看護師（18 年） 

看護専攻科 

・非常勤講師（23 年） 

９ 菊本 智泰 (8)－①②③ 

社会福祉士(H14/6) 

無 

指定障害者支援施設 

・生活指導員・ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ(12 年 6 ヶ月) 

指定障害者支援施設   

・サービス管理責任者(11 年 6 ヶ月) 

指定障害者支援施設  

・次長 (3年) 

指定障害者支援施設 勤務  

・次長 (3年) 

10 山田 和香子 (9)―⑬⑭ 

介護福祉士(H16/4) 

有 

（演習） 

指定障害者支援施設 

・介護職員(2年) 

指定介護老人福祉施設 

・介護職員（7年3ヶ月） 

指定障害者支援施設  

・介護職員(8年9ヶ月) 

指定障害者支援施設 勤務 

・介護職員(8 年 9 ヶ月) 

11 小寺 知恵美 (5)－① 

介護福祉士(H6/7) 

無 

指定訪問介護  

・訪問介護員(14年8ヶ月) 

指定障害者支援施設 

・介護職員(16年3ヶ月) 

指定障害者支援施設 勤務 

・介護職員(16 年 3ヶ月) 

 

 

 

 



12 田邊 有紀 

(9)－④ 

(9)－⑩ 

(9)―⑪ 

介護福祉士(H16/4) 

有 

（演習） 

指定障害者支援施設  

・介護職員(16年11ヶ月) 

指定障害者支援施設  

・介護職員(16 年) 

指定介護老人福祉施設 

・介護職員(2 年) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(2 年) 

13 永井 美鈴 

 

(9)－⑧ 

 

管理栄養士(H15/7) 

有 

(演習) 

指定介護老人保健施設  

・管理栄養士(12 年) 

指定障害者支援施設（デイサービス） 

・管理栄養士（1 年 5 ヶ月） 

指定障害者支援施設  

・管理栄養士（1年9ヶ月） 

指定障害者支援施設（デイサービス） 

・管理栄養士（1 年 0 ヶ月） 

指定介護老人福祉施設  

・管理栄養士（3 年） 

指定介護老人福祉施設 勤務  

・管理栄養士（3 年） 

14 唐内 康行 (9)―⑦ 

理学療法士(H19/5) 

有 

（演習） 

指定障害者支援施設  

・理学療法士(15 年) 

指定障害者支援施設 勤務 

・理学療法士(15 年) 

15 近藤 美春 
(9)－⑥ 

(9)－⑧ 

介護福祉士(H18/4) 

有 

（演習） 

指定訪問介護 

・訪問介護員(6 年 2ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(14 年 10ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(14 年 10ヶ月) 

16 井上 茜  

 

(9)－⑤ 

(9)－⑦ 

 

理学療法士(H29/4) 

無 

 

有 

（演習） 

指定障害者支援施設 

・理学療法士（5年） 

指定障害者支援施設 勤務 

・理学療法士（5年） 

 



17 尾﨑 和洋 (4)－② 

理学療法士(H2/6) 

無 

指定障害者支援施設 

・理学療法士（22 年） 

指定介護老人福祉施設 

・理学療法士（10 年） 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・理学療法士（10 年） 

 

18 三輪 篤史 (5)－② 

介護福祉士(R2/4)  

無 

指定障害者支援施設  

・事務職（1年） 

指定介護老人福祉施設 

・事務職（2年） 

指定障害者支援施設 

・介護職員（2 年 9ヶ月） 

指定障害者支援施設 

・生活相談員（2 年） 

指定障害者支援施設 

・サービス管理責任者（3 年） 

指定障害者支援施設 勤務 

・サービス管理責任者（3 年） 

 

19 大﨑 香織 (5)－① 

介護福祉士（H27/5） 

無 

指定障害者支援施設 

・介護職員（10 年 1ヶ月） 

指定障害者支援施設 勤務 

・介護職員（10 年 1ヶ月） 

 

20 
林 充 

 

 

(9)－③ 

 

医師（S56 年） 

愛媛県大洲中央病院（3 年） 

岡山市立市民病院（4 年） 

岡山大学医学部付属病院（2 年） 

医療法人聖医会 藤綱病院 

 平成 7 年～現 同病院長となる 

 

無 

21 石井 順子 (9)－④ 

介護福祉士(H25/5) 

無 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(8 年 8 ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(8 年 8 ヶ月) 



22 永井 清美 
(9)－⑨ 

(9)－⑩⑪ 

介護福祉士（H17/4） 

有 

(演習) 

指定介護老人福祉施設 

・介護職員（18 年） 

指定介護老人福祉施設  勤務 

・介護職員（18年） 

 

23 福田 大輔 (9)－⑨ 

介護福祉士（H27/4） 

有 

(演習) 

訪問介護 

・介護職員（3年3ヶ月） 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員（7年1ヶ月） 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員（7年1ヶ月） 

 

24 河原 正明 
(2)－① 

 

大学非常勤講師 

無 

近畿福祉大学 障害者福祉論 

・大学非常勤講師（2年） 

関西福祉大学 福祉施設経営論（非常勤） 

・大学非常勤講師（2年） 

関西福祉大学（非常勤講師） 

はりま総合福祉評価センター（事務局長） 

 

 

 

25 

 

 

 

山本 知美 (3)－①② 

介護福祉士（H18/4） 

無 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(5年2ヶ月) 

指定障害者支援施設  

・介護職員(0年6ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(5年6ヶ月) 

指定障害者支援施設  

・介護職員(0年6ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(9年5ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・介護職員(9年5ヶ月) 

 

 

 

 

 



 

26 山本 勝也 

 

(4)－① 

 

社会福祉士（H14/6） 

無 

指定障害者支援施設  

・介護職員(0年4ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・介護職員(0年8ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・相談員(12年0ヶ月) 

指定介護老人福祉施設  

・施設長(7年) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・施設長(7年) 

27 和田 美穂 (9)－⑫ 

看護師（H8/4） 

有 

(演習) 

兵庫県社会福祉事業団 

・看護師（18 年） 

量子科学技術研究開発機構 

・産業保健看護師（2年 4 ヶ月） 

美作市スポーツ医療看護専門学校 

・看護学科専任教員（2年5ヶ月） 

指定介護老人福祉施設  

・看護師(1年8ヶ月) 

指定介護老人福祉施設 勤務 

・看護師(1年8ヶ月) 


