
老人施設部会

講師ＢＡＮＫ
登 録 者 一 覧

【企画】
（福）大阪府社会福祉協議会 老人施設部会

福祉介護人材対策プロジェクト



講師BANKのご利用は老人施設部会会員施設
もしくは学校のみ、可能です。

老人施設部会会員施設で講師依頼をご希望
の場合は、下記URLよりお申込みください。
※学校関係の方は老人施設部会事務局
（TEL：06-6762-9001）まで直接お問合せ
ください。

URL：https://ec-9x2f8.eventcreate.net/survey/638



講演テーマ
Key word

認知症ケア リーダーシップ

職場環境改善

ユニットケア

山下 聡理／ Sori Yamashita

社会福祉法人 久義会
特別養護老人ホーム 高秀苑（八尾市）
統括

【保有資格】社会福祉士
介護支援専門員

【自己ＰＲ】
現場経験を経て、現在、現場をマネジメントする立場で改革や改善に取り組んでいます。
高秀苑での改革の経験等を色々な施設等で講義や講演させていただくこともあり、また、
日本ユニットケア推進センターが行うユニットリーダー研修の講師も務めさせていただ
いております。
大学での非常勤講師・ゲストスピーカーの経験もあります。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修、大学非常勤講師

【講師登録No. 1001 】

マネジメント



講演テーマ
Key word

人材育成

神山 欣子 ／ Yoshiko Koyama

社会福祉法人 聖徳園（枚方市）
人材開発室 室長

【保有資格】看護師
社会福祉士
経営学修士（MBA）

【自己ＰＲ】
訪問看護ステーションで自宅での看取りを経験し、様々な最期をみてきました。また、
母体である社会福祉法人の特別養護老人ホームにおいて他職種で関わった、人生の最終
段階の医療・ケアについて利用者・家族から教えていただいたことを、今後のケアワー
カーに活かしてもらいたいと願っています。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修、大学非常勤講師

【講師登録No. 1002 】

ターミナルケア ACP



講演テーマ
Key word

人材育成新人教育

戸井 孝 ／ Takashi Toi

社会福祉法人 聖徳園（枚方市）
法人本部事務局 人材開発室兼企画広報課

【保有資格】介護福祉士
社会福祉士
介護支援専門員

【自己ＰＲ】
特別養護老人ホームで4年間介護職員として勤め、通所リハビリテーション、短期入所
生活介護で合計7年間の生活相談員を経験しました。
現在は、人材開発室として職員採用業務、人材育成・定着業務に従事しています。新入
職員研修や中堅職員研修を行い、単発では福祉系高校の実習振替授業を担当。現場経験
をふまえて参加者が共感できる内容を心掛けています。

【謝金単価】7,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修

【講師登録No. 1003 】

業務改善



講演テーマ
Key word

認知症ケア 権利擁護身体拘束・虐待

リスクマネジメント

川上 寛典 ／ Hironori Kawakami

社会福祉法人 堺中央共生会
特別養護老人ホーム 愛らいふ（堺市）

【保有資格】介護支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士

【自己ＰＲ】
老人福祉施設、障がい者施設で得た経験と地域包括支援センターでの権利擁護支援、
地域福祉支援に携わって学んだことを福祉に興味のある方に伝えたいです。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1004 】



講演テーマ
Key word

認知症ケア 新人教育身体拘束・虐待

リスクマネジメント

的場 高司 ／ Takashi Matoba

社会福祉法人 八尾隣保館
デイサービスセンターサポートやお（八尾市）
介護主任

【保有資格】社会福祉士 介護福祉士 介護支援専門員
認知症介護実践研修 防火管理者
リフトインストラクター初級

【自己ＰＲ】
無資格・未経験で介護に中途採用で入職し、知識のない中で様々な事を調べ知っていく
中で、同じような志を持った職員が少しでも早く学んでいけるようにと内部講習を始め
ました。自分の知識や考えが働くモチベーションにつながるお役に立てるなら と考えて
います。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1005 】

OJT



講演テーマ
Key word

認知症ケア

キャリアデザインＩＣＴ

ユニットケア身体拘束・虐待

OJT

福永 一雄／ Kazuo Fukunaga

社会福祉法人 悠人会
ベルファミリアデイサービスセンター（堺市）
課長補佐

【保有資格】介護福祉士 認知症介護指導者 実習指導者
ユニットリーダー アセッサー DCM

【自己ＰＲ】
認知症介護指導者として、実践者研修、実践リーダー研修での講師経験があり、地域の
認知症ケアの質向上に協力させて頂いております。
また、実務者研修でも、認知症ケア、介護技術を指導しており、介護未経験の方への指
導も実施しております。
まだまだ勉強中ですので、お互いに学びを深めることが出来ればと考えます。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1006 】



講演テーマ
Key word

認知症ケア ＢＣＰ作成

下村 宗治／Muneharu Shimomura

社会福祉法人 成光苑
特別養護老人ホーム せっつ桜苑（摂津市）
事業部長

【保有資格】管理栄養士、主任介護支援専門員、
第一種衛生管理者、甲種防火管理者、
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種

【自己ＰＲ】
平成17年度から、大学または短大の非常勤講師として勤務し、現在は大阪人間科学大学
で『ケアマネジメント論』を教えています。
BCPは、2020年6月にNHKの取材を受けた際に経験した内容を踏まえて、当苑で取り
組んだ内容について話をしていきます。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修、大学非常勤講師

【講師登録No. 1007 】

ケアマネジメント



講演テーマ
Key word

認知症ケア 新人教育身体拘束・虐待

外国人人材育成

大槻 拓也 ／ Takuya Otsuki

社会福祉法人 起生会
特別養護老人ホーム ほほえみの園（池田市）

【保有資格】社会福祉士

【自己ＰＲ】
介護施設で働くにあたり、業務量の多さから ただ目の前の業務を遂行するだけで日々
過ぎています。育成についても、日常業務を遂行できるようになれば ある程度独り立ち
したと見なされ、その先が何もないことがよくあります。
今、力を入れているテーマは、個性や人間性をしっかりと反映し主体的に働くことです。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1008 】



講演テーマ
Key word

コミュニケーション 新人教育

田村 友之 ／ Tomoyuki Tamura

社会福祉法人 竜華福祉会
ホーム太子堂デイサービスセンター（八尾市）

【保有資格】介護福祉士

【自己ＰＲ】
私は、介護福祉士を取得して介護の仕事をする目的で専門学校へ入学しました。そこで
出会った講師の影響が大きく、培った介護の技術や知識、経験を次の世代に伝える役割
や仕事への魅力を感じました。
私も学生や若いスタッフへ何か影響を与えたい気持ちが沸き、自分自身のスキルアップ
を含めて皆さんとともに学んでいきたいと考えています。

【謝金単価】7,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修

【講師登録No. 1009 】



講演テーマ
Key word

大谷 まさ美／ Masami Otani

社会福祉法人 邦寿会
どうみょうじ高殿苑（藤井寺市）

【保有資格】歯科衛生士
介護福祉士

【自己ＰＲ】
高齢者介護施設で歯科衛生士と介護福祉士を兼務しています。介護職として勤務する中
で、人生に深くかかわりその人らしさを追及する介護職だからこそ正しく口腔ケアを理
解し介護ケアに活かしていただきたいとの思いで、外部への啓発活動も積極的に行って
います。現在までに、介護福祉士養成校1校、高齢者施設2施設、行政研修、オンライン
セミナー等、多数のご依頼を受けています。施設においては、新人、中途採用者、リー
ダー向け口腔ケア研修、また口腔ケア・食事介助実践研修を行っています。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1011 】

口腔ケア 食事介助



講演テーマ
Key word

認知症ケア 身体拘束・虐待

幸家 勇人 ／ Hayato Kouke

社会福祉法人 稲穂会
中第1地域包括支援センター（堺市）
センター長

【保有資格】介護福祉士 社会福祉士 主任介護支援専門員
認知症介護指導者

【自己ＰＲ】
老健、デイケア、有料、居宅、包括と異動に伴い様々な部署での経験を積んでいます。
認知症介護研修、リーガルサポートなどの外部での講師活動も頻繁に行っています。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1012 】

地域福祉

ケアマネジメント



講演テーマ
Key word ボランティア

認知症ケア 人材育成キャリアデザイン

光永 直子／ Naoko Mitsunaga

社会福祉法人 堺福祉会
特別養護老人ホーム ハートピア堺（堺市）
次長

【保有資格】社会福祉士
介護福祉士
介護支援専門員

【自己ＰＲ】
同一施設に25年勤め、様々な業務改善やスタッフ教育に関わってきました。またSWと
して地域活動に積極的に関わっています。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修、大学非常勤講師

【講師登録No. 1013 】

地域福祉



講演テーマ
Key word 人材育成

ＢＣＰ作成

大森 薫 ／ Kaoru Omori

社会福祉法人 堺福祉会
特別養護老人ホーム ハートピア堺（堺市）
課長

【保有資格】社会福祉士
主任介護支援専門員

【自己ＰＲ】
特養の生活相談員・地域包括支援センターの社会福祉士として、地域、大学、介護事業
所、病院等と協働し、 地域活動や防災訓練など地域協働の取り組みを楽しくさせてい
ただいています。また、施設内での研修計画やマニュアル作成を担当し、介護職・相談
職の育成を担っています。どちらも現場の声を元に、お届けします。

【謝金単価】7,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修

【講師登録No. 1014 】

地域福祉 防災訓練



講演テーマ
Key word

環境改善

池之上 悠司／ Yuji Ikenoue

社会福祉法人 堺福祉会
特別養護老人ホーム ハートピア堺（堺市）
係長

【保有資格】介護福祉士
主任介護支援専門員

【自己ＰＲ】
自施設では、スタッフの気づきを大切にして業務改善を行っています。
「プチいら改善」「ナイスな気付き」を元にした、離職防止のための取り組みと働きやす
い職場環境作りについて取り組んだ経験をお話しします

【謝金単価】7,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修

【講師登録No. 1015 】

離職防止業務改善



講演テーマ
Key word

赤木 優一／ Yuichi Akaki

社会福祉法人大阪水上隣保館
特別養護老人ホーム 弥栄の郷（島本町）
統括

【保有資格】介護福祉士
社会福祉主事任用資格
民間資格 終活カウンセラー(初級)

【自己ＰＲ】
従来型特養での現場(措置時代から)、現職の職責における全般的な関りを経て経験した、人
権や、命について、生の声を届けたいと常日頃より考えております。昔という歴史は、古
き良き時代という言葉で片付けられがちですが、昔があるから今があるという認識と、今
の時代の感覚を大切に取り組んでいく事が必要であると強く感じております。

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1016 】

人権と命



講演テーマ
Key word

ＢＣＰ作成

松岡 由美 ／ Yumi Matsuoka

社会福祉法人ライフサポート協会（大阪市）

【保有資格】社会福祉士
公認心理師
防災士

【自己ＰＲ】
防災研修を始め、様々な研修をして欲しいと法人・施設内外から依頼があります。単なる
制度や枠組みの説明ではなく、人の心情に訴えかけるように語るので、聞いた人は突き動
かされるものがあります。行政からの依頼もあり、毎年呼んで頂いています。

（推薦者談）

【謝金単価】10,000円／1時間

【研修・講演実績】職場内研修、外部研修

【講師登録No. 1018 】

コミュニケーション

防災訓練

ソーシャルワーク チームビルディング


