
       2022年4月1日現在

昭和62年～現在 荒尾こころの郷病院院長 医師

王丸　道夫 医療法人で勤務 熊本県地域拠点型 精神保健指定医

医　師 認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ長 認知症サポート医

医師臨床研修指導医

東　  博治 平成２４年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 医師

医　師 医療法人で勤務 管理者・施設長

3

枇杷 　剛 平成5年４月～大学附属病院 荒尾中央病院医師 医師

医　師 平成６年４月～現在 内科認定医

医療法人で勤務 循環器科専門医

川口　裕子 平成11年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で勤務 介護職チーフ

高木　麻子 平成16年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で勤務 介護職 介護福祉士実習指導者講習修了

吉野　聡子 平成18年～22年 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療療養型病棟で介護職 介護職 認知症ﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ

平成22年～25年介護療 認知症ｹｱ指導管理士

養型医療施設で介護職 介護福祉士実習指導者講習修了

平成25年～医療法人で勤務

8

三小田 清子 平成17年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療療養型病棟･介護療養型医 介護職 介護福祉士実習指導者講習修了

療施設で介護職

10

西本　有沙 平成19年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士・認知症ｹｱ指導管理士

介護福祉士 医療法人で勤務 介護職 介護福祉士実習指導者講習修了

薬野 由紀子 平成20年～現在 介護療養型医療施設で 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で勤務 介護職チーフ 介護福祉士実習指導者講習修了

13

浦川  　太 平成６年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 介護老人保健施設で介護職 副主任

島村 　友之 平成10年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 介護老人保健施設で介護職 介護職員 介護支援専門員

16

香山　直美 平成12年～現在 介護老人保健施設慈眼苑

介護福祉士 介護老人保健施設で介護職 介護職員

宇野　信恵 　 平成14年5月～現在 慈眼苑ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護職 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 ガイドヘルパー

上杉 喜代美 平成12年8月～現在 慈眼苑ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 介護福祉士・介護支援専門員

介護福祉士 医療法人で介護職 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 ガイドヘルパー・難病患者等ﾍﾙﾊﾟｰ

20

岩井 さとみ 平成11年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 看護師

看護師 医療法人で看護師 看護･介護部長

入江　恵子 平成13年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護師 病棟師長

前原　良子 昭和63年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護師 病棟師長

19
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吉丸　敦美 平成9年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護師 病棟師長 介護支援専門員

25

長谷川 美枝子 平成７年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 看護師

看護師 介護老人保健施設看護職 看護職員 介護支援専門員

他力　淑子 平成１６年３月～現在 慈眼苑訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護師 介護支援専門員

西原 久美子 平成９年7月～現在 慈眼苑訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護師 介護支援専門員

村田　里佳 平成20年～現在 荒尾中央病院 介護支援専門員

介護支援専門員 医療法人で介護支援専門員 介護支援専門員 看護師

廣池 節朗 平成6年7月～平成16年3月 じげんえん居宅介護支援 介護支援専門員

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 事業所　管理者 介護福祉士

平成16年4月～現在

医療法人で介護支援専門員

藤丸 恵美子 平成6年8月～現在 小規模多機能ホーム柳花荘 介護支援専門員

介護支援専門員 医療法人で介護支援専門員 介護支援専門員 看護師・キャラバンメイト

前畑  真美 平成15年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護支援専門員

介護支援専門員 医療法人で介護支援専門員 介護支援専門員 看護師・社会福祉士

永野  信隆 昭和61年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科科長

北原 めぐみ 昭和59年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

坂本 　誠 平成19年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科主任

星原　 淳 平成19年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

外尾　竜二 平成19年4月～現在 荒尾中央病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で理学療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

藤木　昭彦 平成7年～現在 荒尾こころの郷病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で作業療法士 作業療法科科長

熊本県作業療法士会理事

松浦　篤子 平成8年～現在 荒尾こころの郷病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で作業療法士 認知症初期集中 日本作業療法士協会

支援チーム員 認定作業療法士

浦川　悦子 平成6年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 作業療法士

 作業療法士 介護老人保健施設で作業療法士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科長 介護支援専門員

41

平田　由香 平成14年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 管理栄養士

管理栄養士 介護老人保健施設　管理栄養士 管理栄養士主任

松隈　幸雄 平成10年～現在 荒尾こころの郷病院 社会福祉士

社会福祉士 医療法人で社会福祉士 精神保健福祉士主任 精神保健福祉士

江口　明希 平成10年～現在 荒尾こころの郷病院 精神保健福祉士

精神保健福祉士 医療法人で精神保健福祉士 精神保健福祉士主任 社会福祉士

猿渡　綾子 平成16年～現在 荒尾こころの郷病院 臨床心理士

臨床心理士 医療法人で臨床心理士 臨床心理室主任

熊本県スクールカウンセラー
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王丸　教明 平成21年6月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科主任

山上 由利子 昭和63年12月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科

森　あゆみ 平成10年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科

門川　誠也 平成11年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科

西岡 富美子 平成17年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科

星原 百合夏 平成17年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職 介護福祉士実習指導者講習修了

52

三原　敬司 平成7年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

藤木　偉也 平成8年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

黒肥地 幸江 平成6年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

若松　知美 平成6年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

57

副島　沙織 平成22年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

菊川 ゆかり 平成16年～現在 慈眼苑ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 管理者

中島　美紀 平成20年～現在 慈眼苑ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者

宗　　禎信 平成16年5月～23年3月 ディサービス勤務 介護職員・生活指導員

介護支援専門員 医療法人で勤務 じげんえん居宅介護支援 介護支援専門員

介護支援専門員 事業所　介護支援専門員

前田　玲子 平成16年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 病棟師長

吉川　智美 平成18年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 病棟主任

大淵　伸也 平成18年～現在 荒尾こころの郷病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で作業療法士 作業療法科主任

65

西 　和也 平成22年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職

67

68

69

戸田　里美 平成17年～施設勤務 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 平成24年～医療法人で介護福祉士 介護職員

濱口　伸也 平成17年11月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科
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野田　祥子 平成13年4月～現在 荒尾中央病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で作業療法士 リハビリテーション科

橋口　恭子 平成22年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 リハビリテーション科

74

75

76

石本　輝彦 平成13年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護師

鹿川　　優 平成15年～18年病院勤務 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 平成25年～医療法人で看護職 看護師

北野　祐介 平成7年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護師

野﨑  信治 平成13年～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護師

宮園  　恵 平成8年～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

西田　梨香 平成19年4月～22年施設勤務 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 平成22年～医療法人で介護福祉士 介護職員

古林　美香 平成10年3月～現在 荒尾こころの郷病院 看護師

看護師 医療法人で看護職 看護部長

宮野　真弓 平成22年～29年2月臨床心理士 荒尾こころの郷病院 臨床心理士

臨床心理士 平成29年3月～医療法人で臨床心理士臨床心理士

医療法人で臨床心理士

85

小田 多恵子 平成8年5月～現在 荒尾中央病院 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護福祉士

田口　健悟 平成26年4月～現在 荒尾中央病院 理学療法士

理学療法士 医療法人で理学療法士 理学療法士

川口　達也 平成25年4月～現在 荒尾中央病院 作業療法士

作業療法士 医療法人で作業療法士 作業療法士

松元美保子 平成22年10月～現在 じげんえん居宅介護支援 介護支援専門員

介護支援専門員 医療法人で介護支援専門員 事業所介護支援専門員 看護師

吉田　京美 平成7年5月～現在 慈眼苑訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 看護師

看護師 医療法人洗心会で看護職 管理者

池上奈津美 平成14年2月～現在 慈眼苑訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 看護師

看護師 医療法人洗心会で看護職 看護師

井ノ江幸子 平成10年3月～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護支援専門員

介護支援専門員 医療法人で介護支援専門員 介護支援専門員主任 社会福祉士

西川　仁美 平成21年7月～現在 介護老人保健施設慈眼苑 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職員

中村　美穂 2006年～現在 荒尾中央病院病棟

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護職

退職

94

介護福祉士

退職

退職

退職

81

83

93

92

90

91

84

88

86

87

89

82

80

79

78

77

72

73



       2022年4月1日現在

取得資格
講師
番号

講師名 略歴

講師情報2022年度
医療法人　洗心会

現職名

松本　淳司 2015年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護支援専門員 介護支援専門員 ケアマネジャー

辰巳　雄一 1990年～現在 荒尾中央病院病棟

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護福祉士

江口　リエ 2011年～現在 荒尾中央病院 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護福祉士　副主任

西村　美紅 2017年～現在 荒尾中央病院病棟 介護福祉士

介護福祉士 医療法人で介護福祉士 介護福祉士

夘野木 妙子 2001年～現在 荒尾中央病院病棟 看護師

看護師 医療法人で看護師 看護職　師長

赤塚　美久 2001年～現在 荒尾中央病院病棟 看護師

看護師 医療法人で看護師 看護職　主任
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99

100

介護福祉士


