
平成２８年度事業報告書

自　平成２８年４月　１日

至　平成２９年３月３１日

公益社団法人　全国柔道整復学校協会



第１　会務報告

 

会長 碓井　貞成

副会長 加藤　　 征　、米田　忠正

理事 細野　　 昇　、下地　秀和　、　高山　雅行　、　関口　正雄

谷口　和彦　、清水　尚道　、　大麻　正晴

監事 坂本　正憲　、武田　秀孝（～28.6）、島谷　俊美（28.6～）

教員研修等委員会 清水　尚道 委員長 岡田　成賛（大阪行岡）～28.10

　〃 本澤　光則（日本工学院八王子）28.10～

副委員長 葉山　直史（森ノ宮医療学園）

教科書委員会 細野　　昇 委員長 船戸　嘉忠（米田柔整）

谷口　和彦 副委員長 川口　央修（呉竹医療）

　〃 三澤　圭吾（明治東洋医学院）

制度委員会 高山　雅行 委員長 楠本　高紀（中和医療）

副委員長 藤井　義巳（明治東洋医学院）

柔道委員会 下地　秀和 委員長 早川　幸秀（東京医療）

副委員長 筒井　寛幸（北海道柔整）

　〃 吉原　 　勉（福岡医健）

広報委員会 関口　正雄 委員長 横瀬　 　稔（東京医療）

副委員長 久保田栄次（日本柔道整復）

助成事業検討等委員会 大麻　正晴 委員長 藤井　義巳（明治東洋医学院）

副委員長 古川　清裕（信州医療）～28.7

　〃 四宮　英雄（四国医療）28.7～

公益財団法人柔道整復研修試験財団 常務理事　 加藤　　征

一般社団法人日本柔道接整復骨医学会 副会長　 米田　忠正

顧　　　　　問

委員長・副委員長担当理事委員会名

兼　　職

役　　　　　員

高山　精雄　、櫻井　康司　、坂本　　歩　、武田　秀孝（28.7～）

平成２８年度　公益社団法人全国柔道整復学校協会役員の運営体制
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平成２８年

4月 1日 （金） 会員校入学式に会長名祝電（43校）

4月 11日 （月） 第１回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

4月 12日 （火） カリキュラム改善検討会に係る打合せ：東京医療専門学校

4月 15日 （金） 第１回理事会：学校協会

4月 19日 （火） 第１回広報委員会全体会議：学校協会

5月 8日 （日） ２８年度専科教員認定講習会受講試験実施

5月 9日 （月） 第２回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

5月 10日 （火） ２８年度専科教員認定講習会受講試験合格発表：学校協会ＨＰ

5月 11日 （水） 事務局長交代人事

5月 13日 （金） 特別講演会：シーサイドホテル芝弥生

5月 14日 （土） 朝日医療大学校新校舎落成祝賀会

5月 17日 （火） 第１回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

5月 18日 （水） 第１回制度委員会幹事校会議：芝パークホテル

5月 19日 （木） 第３回柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会：厚生労働省

5月 20日 （金） ２７年度会計監査：学校協会

5月 20日 （金） 第２回理事会：学校協会

5月 30日 （月） 第１回専科教員認定講習会運営委員会全体会議：学校協会

6月 4日 （土） 専科教員認定講習会開校式（大阪会場）：明治東洋医学院専門学校

6月 4日 （土） 柔道委員会柔道大会審判講習会：東京都柔道整復師会

6月 5日 （日） 専科教員認定講習会開校式（東京会場）：臨床福祉専門学校

6月 9日 （木） 柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会事前打合せ：厚生労働省

6月 13日 （月） 柔道整復研修試験財団評議員会：ホテルメトロポリタンエドモント

6月 14日 （火） 第２回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

6月 24日 （金） 第３回理事会：シーサイドホテル芝弥生

6月 24日 （金） 定時総会・会員協議会：シーサイドホテル芝弥生

6月 24日 （金） 臨時理事会：シーサイドホテル芝弥生

7月 1日 （金） 第１回助成事業検討等委員会全体会議：学校協会

7月 1日 （金） 助成金交付審査会：学校協会

7月 1日 （金） 柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会事前打合せ：厚生労働省

7月 4日 （月） 日本柔道整復師会との打合せ会：日本柔道整復師会館

7月 7日 （木） 第１回教員研修等委員会幹事校会議：芝パークホテル

7月 7日 （木） 第４回柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会：厚生労働省

7月 15日 （金） 第４回理事会：学校協会

7月 19日 （火） 第２回広報委員会全体会議：学校協会

7月 20日 （水） 第２回制度委員会小委員会：学校協会

7月 27日 （水） 第１回教科書委員会幹事校会議：芝パークホテル

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等
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8月 8日 （月） 教科書委員会第１回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

8月 17日 （水） 第４９回柔道大会：東京武道館

8月 18日 （木） 教科書委員会第２回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

8月 23日 （火） 教科書委員会第３回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：ホテル日航大阪

8月 23日 （火） 第５８回教員研修会：ホテル日航大阪

8月 24日 （水） 第５８回教員研修会：ホテル日航大阪

9月 6日 （火） 第３回柔道委員会幹事校会議：芝パークホテル

9月 9日 （金） 第５回理事会：学校協会

9月 12日 （月） 第３回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

9月 15日 （木） 教科書委員会第１回専門基礎科目改訂作業部会：学校協会

9月 16日 （金） 第５回柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会：厚生労働省

9月 20日 （火） 第３回制度委員会小委員会：学校協会

9月 24日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（大阪会場）：明治東洋医学院専門学校

9月 26日 （月） 第４回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

10月 1日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（東京会場）：臨床福祉専門学校

10月 1日 （土） 学校法人敬心学園創立三十周年記念式典

10月 3日 （月） 第５回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

10月 15日 （土） 専科教員認定講習会閉校式（大阪会場）：明治東洋医学院専門学校

10月 18日 （火） 第３回広報委員会全体会議：学校協会

10月 20日 （木） 第６回理事会：軽井沢町

10月 23日 （日） 専科教員認定講習会閉校式（東京会場）：臨床福祉専門学校

10月 27日 （木） 第２回教員研修等委員会全体会議：芝パークホテル

10月 31日 （月） 医道審議会 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会)：厚生労働省

11月 1日 （火） 第２回専科教員認定講習会運営委員会全体会議：学校協会

11月 18日 （金） 新カリキュラム研修会（西日本会場）：大阪ガーデンパレス

11月 22日 （火） 第４回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

11月 25日 （金） 第７回理事会：メルパルク東京

11月 25日 （金） 新カリキュラム研修会（東日本会場）：メルパルク東京

12月 7日 （水） 第３回専科教員認定講習会運営委員会小委員会：明治東洋医学院

12月 8日 （木） 第４回専科教員認定講習会運営委員会小委員会：学校協会

12月 15日 （木） 第２回教科書委員会幹事校会議：芝パークホテル

12月 16日 （金） 第８回理事会：メルパルク東京

12月 16日 （金） 会員協議会：メルパルク東京

平成２９年

1月 17日 （火） 第４回広報委員会全体会議：学校協会

1月 19日 （木） 第２回卒後臨床研修委員会・卒後臨床研修全国実施委員会：八重洲倶楽部

1月 23日 （月） 第６回専科教員認定講習会試験委員会全体会議：学校協会

1月 27日 （金） 日本柔道整復師会との打合せ会：東京會館

1月 31日 （火） 第４回制度委員会全体会議：芝パークホテル
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1月 31日 （火） 制度委員会主催研修会：芝パークホテル

1月 31日 （火） 柔道整復療養費検討専門委員会における施術管理者要件の説明：芝パークホテル

2月 6日 （月） 第２回助成事業検討等委員会全体会議：学校協会

2月 16日 （木） 第３回教員研修等委員会幹事校会議：芝パークホテル

2月 16日 （木） 柔道整復研修試験財団評議員会：ＫＫＲホテル東京

2月 17日 （金） 第９回理事会：学校協会

3月 2日 （木） 柔道整復療養費検討専門委員会における施術管理者要件の説明：厚生労働省

3月 5日 （日） 第２５回柔道整復師国家試験施行

3月 7日 （火） 会員校卒業式に会長名祝電（43校）

3月 7日 （火） 第１回制度委員会臨床実習ガイドライン検討委員会：学校協会

3月 8日 （水） 第２５回柔道整復師国家試験疑義問題検討会：北信越柔整専門学校

3月 24日 （金） 第１０回理事会：メルパルク東京

3月 24日 （金） 臨時総会・会員協議会：メルパルク東京

3月 27日 （月） 第３回教科書委員会全体会議：芝パークホテル

3月 28日 （火） 第２５回柔道整復師国家試験合格発表
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第２　会議等

 （1）総会

平成28年6月24日（金） （議案）

14：00～16：30 1.　平成２７年度事業報告（案）について 正会員26名

シーサイドホテル芝弥生 2.　平成２７年度決算報告（案）について （内兼職1名）

東京都港区海岸1-10-27 3.　平成２７年度監査報告について 正会員欠席者17名

4.　役員の改選について （内委任状提出16名）

5.　その他 会員校教職員30名

（報告事項） 顧問2名

1.　各委員会報告 （内正会員1名）

2.　関連団体に関する報告 監事1名

3.　その他 事務局3名

平成29年3月24日（金） （報告事項）

14：00～15：30 正会員17名

メルパルク東京 正会員欠席者26名

東京都港区芝公園2-5-20 2.　平成２９年度収支予算について （内兼職1名）

3.　各委員会報告 会員校教職員41名

4.　関連団体に関する報告 顧問2名

5.　その他 （内正会員1名）

事務局3名

（2）会員協議会

平成28年6月24日（金）

定時総会終了後

シーサイドホテル芝弥生

東京都港区海岸1-10-27

平成28年12月16日（金）

14：３0～16：30

メルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

平成29年3月24日（金）

臨時総会終了後

メルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

（3）特別講演会

平成28年5月13日（金）

14：00～16：00

シーサイドホテル芝弥生

東京都港区海岸1-10-27

定
時
総
会

開催日時・場所 議事内容等 出席状況

臨
時
総
会

 1.　平成２９年度事業計画及び資金調達並
びに設備投資の見込みについて

内　　　　　容

開催日時・場所

開催日時・場所

第
１
回

第
２
回

第
３
回

碓井会長の議事進行により、柔道整復師学校養成施設カリキュラ
ム等改善検討会について意見交換。

平成２８年度文部科学省受託事業「職業実践専門課程」の各認定
要件等に関する先駆的取組の推進、柔道整復師分野に係る第三
者評価モデル事業の実施成果報告会。

施術管理者に研修受講や実務経験を要件とする仕組みの導入に
ついて、厚生労働省担当官による説明会。

通信教育等の活用について、放送大学及び人間総合科学大学
担当者による説明会。

内　　　　　容

「柔道整復師国家試験の改善について」
　　公益財団法人柔道整復研修試験財団　福島 統代表理事
　　　　　　　　座長　加藤　征（信州医療福祉専門学校校長）
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（４）新カリキュラム研修会

平成28年11月18日（金）

15：00～17：00

大阪ガーデンパレス

大阪府大阪市淀川区宮原1-3-35

平成28年11月25日（金）

15：30～17：30

メルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

（５）理事会

平成28年4月15日（金） （議案）

14：00～16：00 1.　厚生労働省の動向と対応について 理事 １０名

学校協会 2.　平成２８年度理事会等について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 3.　その他

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成28年5月20日（金） （議案）

14：00～16：30 1.　平成２７年度事業報告（案）について 理事 １０名

学校協会 2.　平成２７年度決算報告（案）について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 3.　平成２７年度監査報告について 顧問 １名

5.　厚生労働省の動向と対応について

6.　その他

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

第
1
回
理
事
会

第
2
回
理
事
会

開催日時・場所

4.　（公財）柔道整復研修試験財団の理事候補者
の推薦について

議事内容等 出席状況

内　　　　　容

「柔道整復師学校養成施設カリキュラム等の見直しについて」
　　厚生労働省医政局医事課　佐藤俊幸課長補佐

「新カリキュラム改正についての対応」
　　公益社団法人全国柔道整復学校協会　碓井貞成会長

開催日時・場所

7



平成28年6月24日（金） （議案）

12：15～13：50 1.　定時総会の運営について 理事 １０名

シーサイドホテル芝弥生 2.　厚生労働省の動向と対応について 監事 ２名

東京都港区海岸1-10-27 （報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成28年6月24日（金） （議案）

16：45～16：55 1.　会長及び副会長の選任について 理事 １０名

シーサイドホテル芝弥生 監事 ２名

東京都港区海岸1-10-27

平成28年7月15日（金） （議案）

14：00～16：20 1.　厚生労働省の動向と対応について 理事 ９名

学校協会 2.　顧問の委嘱について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 （報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成28年9月9日（金） （議案）

14：00～16：20 1.　厚生労働省の動向について 理事 ８名

学校協会 2.　教科書の企画書について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2

4.　平成２８年度予算の補正について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

３．（公財）柔道整復研修試験財団からの委員推
薦依頼について

第
3
回
理
事
会

第
５
回
理
事
会

臨
時
理
事
会

第
４
回
理
事
会
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平成28年10月20日（木） （議案）

15：00～17：50 1.　教科書企画提案書について 理事 １０名

ホテルマロウド軽井沢 監事 2名

　新カリキュラム検討委員会、

　超音波診断装置ガイドライン策定について

　臨床実習指導者講習会開催要項について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成28年11月25日（金） （議案）

13：30～15：10 １．専科教員認定講習会実施規程について 理事 １０名

メルパルク東京 　・規程の改正、委員会運営要領の策定 監事 ２名

東京都港区芝公園2-5-20 　・実施規程別記（カリキュラム）の改訂

２．臨床実習契約書について

３．柔道整復研修試験財団への申入れについて

　・認定実技審査要領

4.　放送大学について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

　・一般臨床医学、外科学概論の国家試験出題
　　基準

５．学校協会監修新カリキュラム対応教科書価格
について

長野県北佐久郡軽井沢町
軽井沢1178

2.　厚労省第５回柔道整復師学校養成施設カリ
キュラム検討会について

３．専科教員認定講習会実施規程の改正、及び同
会運営委員会並びに試験委員会運営要領の策定
について

４．特定（入会金積立資産）及び一般資産の運用
について

第
７
回
理
事
会

第
６
回
理
事
会

9



平成28年12月16日（金） （議案）

12：18～14：06 理事 ９名

メルパルク東京 監事 ２名

東京都港区芝公園2-5-20

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成29年2月17日（金） （議案）

13：55～16：40 理事 ９名

学校協会 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 ２．専科教員認定講習会実施規程について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

平成29年3月24日（金） （議案）

12：00～13：45 理事 ９名

メルパルク東京 監事 ２名

東京都港区芝公園2-5-20 ２．臨床実習に関する協定書（案）について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.　各委員会報告

3.　関連団体に関する報告

4.　その他

　・事務局報告

（６）会計監査

第
９
回
理
事
会

１．平成２９年度事業計画、収支予算（案）につい
て

第
１０
回
理
事
会

１．平成２８年度臨時総会、会員協議会の進行に
ついて

第
８
回
理
事
会

１．臨床実習協定（案）、臨床実習契約書雛型につ
いて

２．日整との打合せ会（日整側への回答要求）につ
いて

碓井会長、坂本・武田両監事及び株式会社アダムスが立ち合いの上、平成28年5月20日（金）に平成２７年度会計
監査を実施。
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第３　委員会

 （１）教員研修等委員会

平成２８年７月７日（木） １．第５８回教員研修会について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．第５９回教員研修会について 他１７名

芝パークホテル ３．その他

東京都港区芝公園1-5-10

平成２８年１０月２７日（木） １．第５８回教員研修会について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．第５９回教員研修会について 他４３名

芝パークホテル ３．その他

東京都港区芝公園1-5-10

平成２９年２月１６日（木） １．第５９回教員研修会について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．その他 他１７名

芝パークホテル

東京都港区芝公園1-5-10

上記委員会開催の他、

・第５８回教員研修会の開催。（平成２８年８月２３日（火）～２４（水）、ホテル日航大阪）

・助成事業検討等委員会と協力して、平成２７年度助成事業に係る研究紀要の取りまとめ、及び

　学校協会ホームページ掲載を実施。

（２）教科書委員会

平成２８年７月２７日（火） １．柔道整復学理論書改訂について 担当理事２名

１４：００～１６：００ ２．専門基礎科目の教科書改訂について 他１７名

芝パークホテル ３．その他

東京都港区芝公園1-5-10

平成２８年１２月１５日（木） １．柔道整復学理論編の教科書改訂について 担当理事２名

１４：００～１６：００ ２．整形外科学の教科書改訂について 他１７名

芝パークホテル ３．生理学の教科書改訂について

東京都港区芝公園1-5-10 ４．リハビリテーション医学の教科書改訂について

７．社会保障制度、倫理関係の対応教科書について

８．競技者の外傷予防の対応教科書について

９．その他

平成２９年３月２７日（月） １．整形外科学改訂第４版について 担当理事２名

１４：００～１６：００ ２．柔道整復学理論編改訂第６版について 他４２名

芝パークホテル

東京都港区芝公園1-5-10

出席状況検討事項等

出席状況検討事項等

５．柔道整復術適応の判定（専門基礎科目）対応教科書
について

３．柔道整復術適応の臨床的判定(専門分野)対応教科書
について

開催日時・場所

６．柔道整復術適応の判定（専門科目）対応教科書につ
いて

４．柔道整復術の適応(専門基礎科目)対応教科書につい
て

開催日時・場所
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５．生理学改訂第４版について

６．リハビリテーション医学改訂第４版について

７．社会保障制度･職業倫理の対応教科書について

８．競技者の外傷予防の対応教科書について

９．その他

上記委員会開催の他、

・教科書改訂作業部会

平成２８年　８月　８日（月）　　１３：３０～１６：００　　学校協会

平成２８年　８月１８日（木）　　１３：００～１７：００　　学校協会

平成２８年　８月２３日（火）　　１６：４５～１８：１０　　ホテル日航大阪

・専門基礎科目作業部会

平成２８年　９月１５日（木）　　１４：００～１６：００　　学校協会

（３）制度委員会

平成２８年５月１８日（水） １．平成２８年度　入学者アンケート調査について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．学校名簿について 他１０名

芝パークホテル ３．卒業生進路状況アンケート調査について 事業者４名

東京都港区芝公園1-5-10 ４．全体会議及び研修会について

５．その他

平成２８年７月２０日（水） １．平成２８年度　入学者アンケート調査について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．学校名簿について 他１０名

学校協会 ３．卒業生進路状況アンケート調査について 事業者４名

東京都港区浜松町1-6-2 ４．全体会議及び研修会について

５．その他

平成２８年９月２０日（火） １．卒業生進路状況アンケート調査について 担当理事１名

１４：００～１６：００ 他３名

学校協会 事業者２名

東京都港区浜松町1-6-2 ３．研修会の講師料等について

４．印刷業者の選定について

５．ホームページに会員校専用ページの設置について

平成２９年１月３１日（火） １．平成２８年度事業報告について 担当理事１名

１３：３０～１３：５５ ２．平成２９年度事業計画について 他４０名

芝パークホテル ３．制度委員会研修について

東京都港区芝公園1-5-10 ４．その他

上記委員会開催の他、

・制度委員会主催研修会「成功する学生募集の入試広報戦略－マーケティンとプロモーションのセオリーから

実践まで－」を、平成２９年１月３１日（火）芝パークホテルで開催し、５９名が参加した。 

・臨床実習ガイドライン検討委員会

平成２９年　３月　７日（火）　　１４：００～１６：００　　学校協会

２．卒業生調査にかかる費用の毎年度の予算計上につい
て

出席状況開催日時・場所 検討事項等
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（４）柔道委員会

平成２８年５月１７日（火） １．大会の係・部署について 担当理事１名

１３：００～１５：００ ２．大会の係員分担について 他４３名

芝パークホテル ３．大会の役割分担ついて

東京都港区芝公園1-5-10 ４．その他

平成２８年６月１４日（火） １．組合せ抽選 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．大会準備について 他４３名

芝パークホテル ３．係員打合せ

東京都港区芝公園1-5-10 ４．その他

平成２８年９月６日（火） １．柔道大会反省事項 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．次年度計画について 他１９名

芝パークホテル ３．その他

東京都港区芝公園1-5-10

平成２８年１１月２２日（火） １．今年度柔道大会の反省事項 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．次年度計画について 他４１名

芝パークホテル ３．その他

東京都港区芝公園1-5-10

（５）専科教員認定講習会運営委員会（特別委員会）

平成２８年５月３０日（月） １．専科教員認定講習会規程の改定について 委員長他５名

１４：００～１６：００ ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成２８年１１月１日（火） １．専科教員認定講習会規程の改定について 委員長他５名

１４：００～１６：００ ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

上記委員会開催の他、

・運営小委員会

平成２８年１２月　７日（水）　　１３：００～１４：３０　　明治東洋医学院専門学校

平成２８年１２月　８日（木）　　１４：００～１６：００　　学校協会

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

　上記委員会開催の他、後述の公益事業である第４９回柔道大会を、平成２８年８月１７日（水）東京武道館に
て、男女合わせて延べ７６校（非会員校９校を含む）６６９名の参加を得て開催した。今回より同大会は、柔道委員
会のメンバーが大会運営全般を行うこととし、在校生による演武並びに各学校対抗試合を実施した。また、同大
会プログラム中には健康柔体操を取り入れ、地域住民の方々を対象に披露した。

開催日時・場所 検討事項等 出席状況
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（６）専科教員認定講習会試験委員会（特別委員会）

平成２８年４月１１日（月） １．受講試験問題の策定について 委員長他５名

１３：００～１５：００ ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成２８年５月９日（月） １．受講試験の採点について 会長

１３：５０～１５：１０ ２．合否判定について 委員長他５名

学校協会 ３．その他

東京都港区浜松町1-6-2

平成２８年９月１２日（月） 委員長他５名

１３：００～１６：１０

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

３．平成２８年度の講義評価と受講者の進路アンケート案

平成２８年９月２６日（月） １．大阪会場の修了試験合否判定について 委員長他５名

１４：００～１４：３０ ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成２８年１０月３日（月） １．東京会場の修了試験合否判定について 委員長他５名

１４：００～１４：４０ ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成２９年１月２３日（月） １．平成２９年度の主管校・協力校について 会長

１４：３０～１５：２０ ２．講習会スケジュールについて 委員長他５名

学校協会 ３．試験委員会開催のスケジュールについて

東京都港区浜松町1-6-2 ４．受講試験問題の割り当てについて

（７）広報委員会（特別委員会）

平成２８年４月１９日（火） １．「会報３９号」目次について 担当理事１名

１５：００～１７：００ ２．２０１６年度リーフレットについて 他８名

学校協会 ３．その他

東京都港区浜松町1-6-2

平成２８年７月１９日（火） １．「会報４０号」目次について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．「我が街、見どころ・聞きどころ」担当校について 他８名

学校協会 ３．「編集後記」担当校について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．「編集後記」担当校割り振りについて

５．その他

出席状況

１．東日本会場の修了試験問題および追再試試験問題に
ついて

２．西日本会場の修了試験問題および追再試試験問題に
ついて

５．その他　ホームページに掲載する受講試験出題基準
について

開催日時・場所 検討事項等

開催日時・場所 検討事項等 出席状況
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平成２８年１０月１８日（火） １．「会報４１号」目次について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．「我が街、見どころ・聞きどころ」担当校について 他８名

学校協会 ３．「編集後記」担当校について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．会報送付先並びに配布部数の変更いついて

６．広報新企画案について

平成２９年１月１７日（火） １．「会報４２号」目次について 担当理事１名

１５：００～１７：００ ２．「我が街、見どころ・聞きどころ」担当校について 他８名

学校協会 ３．２０１７年度版リーフレット改訂について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．広報新企画（先輩からのメッセージ）について

５．ホームページの改修提案について

６．その他

（８）助成事業検討等委員会（特別委員会）

平成２８年７月１日（金） １．平成２７年度助成事業の実績報告について 担当理事１名

１３：００～１５：００ ２．平成２８年度助成事業の交付申請ついて 関係理事１名

学校協会 ３．その他 他５名

東京都港区浜松町1-6-2

平成２９年２月６日（月） １．平成２９年度助成事業について 担当理事１名

１４：００～１６：００ ２．その他 関係理事１名

学校協会 他６名

東京都港区浜松町1-6-2

　上記委員会開催の他、インターネットメールを駆使し、交付要綱、様式の更新・修正作業及び申請の事前審査
並びに事前事業報告の作業を実施した。
　また、教員研修等委員会と協力し、第５８回教員研修会において平成２７年度事業に係る研究発表を行うと共
に、同研究紀要をホームページに掲載した。

　なお、学校運営改善等助成事業助成金に係る交付審査会を開催した。
　１．日　時　　平成２８年　７月　１日（金）　１５：００～１６：３０
　２．場　所　　学校協会
　３．出席者　　審査委員長他５名

５．柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会に
関する記事掲載について

　「柔道整復師の世界」を学校協会リーフレットとして５万４千部作成し、大学・高校校の進路指導担当者、ハロー
ワーク、関係行政機関、関係団体約８，５００件及び会員校に配布。
　また、平成２７年度学校運営改善等助成事業助成金による研究紀要をホームページに掲載した。

開催日時・場所 検討事項等 出席状況
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Ⅰ　公益事業

１． 「柔道整復師専科教員認定講習会を実施し、柔道整復師の知識の普及啓発と技術の向上に寄与する事業」

○ 専科教員認定講習会

1）期間 自　平成２８年　６月　５日（日） 自　平成２８年　６月　４日（土）

至　平成２８年１０月２３日（日） 至　平成２８年１０月１５日（土）

2）時間 ６月５日 １３：３０～１６：４０ ６月４日 １５：００～２０：５０

土曜日 １３：３０～２０：００ 土曜日 １３：３０～２０：００

日曜日・祝祭日 　９：３０～１６：４０ 日曜日・祝祭日 　９：００～１６：１０

3）主管校 学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校

（協力校） （協力校）

学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校

4）会場 学校法人敬心学園 臨床福祉専門学校

5）開講式 平成２８年　６月　５日（日） 平成２８年　６月　４日（土）

臨床福祉専門学校 明治東洋医学院専門学校

6）受講者 ３９名 ３９名

7）修了者 ３９名 ３９名

8）閉講式 平成２８年１０月２３日（日） 平成２８年１０月１５日（土）

臨床福祉専門学校 明治東洋医学院専門学校

区分 東日本会場（東京） 西日本会場（大阪）

平成２８年度専科教員認定講習会実施概要

　専科教員認定講習会は、柔道整復師学校養成施設指定規則（昭和４７年文部省・厚生省令第２号）第２条第
６号及び別表第２の規定に基づく厚生労働大臣指定の講習会であり、受講者は一定の教科について同講習
会を修了した者には教員資格が与えられる。

　平成１４年度には、専科教員認定講習会の抜本的改正を施行して、受講試験及び修了試験等を実施するこ
ととし、更なる教員の資質の向上と計画性のある養成を図って、今日に至っている。

　平成２８年度は、東日本会場（東京）と、西日本会場（大阪）の２か所で開催した。その実施概要は次のとおり
である。

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専
門学校

学校法人明治東洋医学院 明治東洋医学院専
門学校

学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学
校

学校法人行岡保健衛生学園 大阪行岡医療専
門学校長柄校

学校法人明治東洋医学院 明治東洋医学院専
門学校
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2. 「教員研修会の実施を通じて柔道整復に関する知識の普及啓発と技術の向上に寄与する事業」

○ 教員研修会（第５８回）

（1）日　時 平成２８年８月２３日（火）、２４日（水）

（2）会　場 ホテル日航大阪

（3）主　管 教員研修等委員会、第58回教員研修会準備委員会

（4）後　援 厚生労働省

（5）協　賛 公益財団法人　柔道整復研修試験財団

公益社団法人　日本柔道整復師会

一般社団法人　日本柔道整復接骨医学会

公益社団法人　大阪府柔道整復師会

（6）受講者 ４４２名

（7）研修会

１日目

　　○講演1 「柔道整復師と整形外科医療スタッフとの共同体制について：

アスリートの体調管理に対するチーム医療と、整形外科医の展望」

座　 長 岡田　成賛（行岡保健衛生学園　学科長）

講演者 整形外科医　Dr.Hal Townsend（Southern Oregon University, Team Physician）

　　○分科会テーマ１ 「学生分析に基づく初年次教育の在り方」

座　 長 葉山　直史（森ノ宮医療学園専門学校　教務部長）

講演者 藤本　敦夫（大阪音楽大学　音楽学部　教授）

　　○分科会テーマ２ 「教員のための臨床研修・・「手の疾患」

座　 長 森岡　泰之（関西医療学園専門学校　教務部長）

講演者 田中　勇二（大阪行岡医療専門学校長柄校　教務主任）

北野　吉廣（平成医療学園専門学校　校長）

　　○分科会テーマ３ 「教科書を有効活用する教育方法」

座　 長 三澤　圭吾（明治東洋医学院専門学校　学科長）

講演者 宮越　亮典（大阪行岡医療専門学校長柄校　専任教員）

本澤　光則（日本工学院八王子専門学校　学科長）

細野　　昇（呉竹医療専門学校　学校長）

　会員校の教職員及び教員資格所有者を対象に研究発表、シンポジウムなどを行うことにより相互研鑽及び資
質の向上を図ることを目的として、次のとおり教員研修会を開催した。
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　　○ポスターセッション発表内容紹介

・ 「手技療法に植物性油を付加することによる抗炎症作用増強効果の基礎的検証」

（森ノ宮医療学園専門学校）

・ 「サーモグラフィーでの外傷後体表温度計測と冷却温却による温度変化について

（大阪行岡医療専門学校長柄校）

・ 「足底部テーピング固定法による健常高齢者の転倒予防効果」 （山野医療専門学校）

・ 「野球肘と超音波観察装置」 （平成医療学園専門学校）

・ 「クロスオーバー計画を用いた超音波治療器・光線治療器の施術効果の測定」

（四国医療専門学校）

・ 「足底刺激歩行運動が歩行および身体バランス能に与える影響」 （明治東洋医学院専門学校）

・ 「実技動作を客観的に評価する」 （明治国際医療大学）

・ 「肩関節脱臼シミュレーターの開発-骨折・脱臼の整復手技実習に対する提案-第２報」

（大阪行岡医療専門学校長柄校）

・ 「柔道整復学科３年生　国家試験受験保留組におけるグループ学習導入の考察」

（専門学校浜松医療学院）

・ 「初年次の臨床実習後における学生アンケート調査に関する一考察」 （福岡医療専門学校）

・ 「４年間のロードレース大会のケアサポートを通じての学生指導法（総括）」

（北信越柔整専門学校、石川県柔道整復師会）

・ 「東日本大震災時に教員として見たこと・感じたこと」 （仙台接骨医療専門学校）

・ 「柔道整復師養成施設における柔道実技の教育効果について」 （森ノ宮医療学園専門学校）

・ 「解剖学での補助教材　ミニブタの紹介」 （日本工学院八王子専門学校）

　２日目

　　○講演２ 「学生のやる気をひきだす行動心理学」

座   長 　北野　吉廣（平成医療学園専門学校　校長）

講演者 　北口　勝也（武庫川女子大学　文学部教育学科　教授）

　　○講演３ 「柔道整復ブレインの生い立ちとプロフェッショナル」

座   長 　岡田　成賛（行岡保健衛生学園　学科長）

講演者 　大井　静雄（大阪行岡医療専門学校　学校長）

18



3. 「教員研修会の発表者に対し研究助成を行うことを通じて知識の普及啓発と技術の向上に寄与する事業」

○ 学校運営改善等助成事業

（1）交付決定状況（総括）

（2）交付決定額一覧

　平成２８年７月１日に、学校運営改善等助成事業助成金交付審査会を経て下記のとおり承認の上決定され、
研究助成金の交付を行った。

　また、教員研修等委員会と共同で、平成２７年度学校運営改善等助成事業助成金による研究紀要をホーム
ページに掲載した。

①交付申請校 ９校 ③事業承認申請額（Ｂ） ４，０８５千円

内
訳

会員校 ８校 ④交付申請額（Ｃ） ４，０８５千円

非会員校 １校 ⑤交付決定額（Ｄ） ３，８３８千円

１，１６２千円最高１校当たり
５００千円限度

1 了德寺学園医療専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ４４５千円

№ 学　　校　　名 助成金の種類（研究分野） 決定額

②助成予算総額（Ａ）

５，０００千円

⑥差引予算残額（Ａ-Ｄ）

2 山野医療専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ５００千円

3
新宿鍼灸柔整歯科衛生専門
学校

柔道整復師の職域に関する分野 ３７９千円

4 北信越柔整専門学校 柔道整復教育器財の開発に関する分野 ３６６千円

5
大阪行岡医療専門学校長柄
校

柔道整復師の教育に関する分野 ５００千円

6 明治東洋医学院専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ４８１千円

7 朝日医療大学校 柔道整復師の教育に関する分野 ２６７千円

合計（会員校８校、非会員校１校） ３，８３８千円

8 四国医療専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ５００千円

9 明治国際医療大学 柔道整復師の職域に関する分野 ４００千円
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４. 「柔道大会の開催を通じて柔道整復に関する知識の普及啓発と技術の向上に寄与する事業」

○ 柔道大会（第４９回）

　また、昨年度に引き続き、健康柔体操をプログラムに取り入れ、地域住民の方々を対象に披露した。

（1）日　時 平成２８年８月１７日（水）　９：１５開始

（2）会　場 東京武道館

（3）主　催 公益社団法人全国柔道整復学校協会　柔道委員会

（4）後　援 公益社団法人全日本柔道連盟 公益社団法人日本柔道整復師会

公益社団法人東京都柔道連盟 公益社団法人東京都柔道整復師会

公益財団法人柔道整復研修試験財団 一般社団法人日本柔道整復接骨医学会

（5）参加校 男子４７校　　女子２９校

（6）表　彰

了徳寺学園医療専門学校

関西医療学園専門学校

福島医療専門学校

九州医療スポーツ専門学校

東京柔道整復専門学校

関西健康科学専門学校

日本工学院八王子専門学校

信州医療福祉専門学校

新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

横浜医療専門学校

東洋医療専門学校

四国医療専門学校

米田柔整専門学校

東京柔道整復専門学校

関西医療学園専門学校

明治東洋医学院専門学校

臨床福祉専門学校

福岡医健専門学校

関東柔道整復専門学校

信州医療福祉専門学校

最優秀選手は各部優勝校から１名。優秀選手は各部優勝校から２名、準優勝、３位より各１名。

諏訪部 真夕

吉田 帆乃可

八木 規和子

萩原　明里

高木　真帆 田中　佐和 石田 真理子

鳥海　美幸

樋口　知佳

柳川　愛佳

西原　杏磨

木次　達也 岡崎　樹大 石田　圭祐

田中　  有

杉本　将和

水澤　健人

増田　将吾 髙野　  真 大久保 隆樹

黒田　泰慎

原田　悠作

３　位

２
部

３
部

優　勝

準優勝

３　位

女
子

準優勝

３　位

３　位

２
部

優　勝

準優勝

３　位

３　位

３　位

１
部

優　勝

準優勝

白水　達也

繪面　佳彦 阪本　健介 六郷　雄平

松井 孝一郎

熊田　流星

　会員校相互の融和と協調を図るため、在校生による演武並びに各学校対抗試合を、男女合わせて延べ７６
校（非会員校９校を含む）６６９名の参加を得て、次のとおり開催した。

１
部

西村　美咲 中川　梨織

男
子

優　勝

３　位

優　勝

個　人　表　彰

最優秀選手 優秀選手学　校　名

団　体　表　彰

３　位

準優勝

３　位
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形演武表彰

講道館投の形 赤門鍼灸柔整専門学校 取： 奈良 秀太郎

〃 受： 鈴木　　 大

日本柔道整復専門学校 取： 林　　 俊吾

〃 受： 佐方　直紀

東京メディカル・スポーツ専門学校 取： 成田　理恵

〃 受： 高橋　阿子

〃 取： 村山　晴夏

〃 受： 栗原　早紀

福島医療専門学校 取： 峯島　拓海

〃 受： 中村　祐輔

米田柔整専門学校 取： 今井 大治郎

〃 受： 中村　英幹

森ノ宮医療学園専門学校 取： 吉川　瑠菜

〃 受： 横田　華菜

講道館柔の形 赤門鍼灸柔整専門学校 取： 吉川　光希

〃 受： 柴田　法子

日本柔道整復専門学校 取： 望月 比呂美

〃 受： 徳井 静莉花
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５. 「柔道整復に関する広報活動を通じて柔道整復の普及啓発を目的とする事業」

○ ホームページの維持管理

○ リーフレットの作成・配布

６. 「調査研究活動の実施を通じて柔道整復に関する実態を把握し、学校教育の向上に寄与する事業」

○ 柔道整復師養成施設の入学者アンケート調査の実施

○ 柔道整復師養成施設卒業生進路状況アンケートの実施

○ 制度委員会主催セミナーの開催

　制度委員会主催研修会「成功する学生募集の入試広報戦略－マーケティンとプロモーションのセオリーから
実践まで－」を、平成２９年１月３１日（火）芝パークホテルで開催し、５９名が参加した。

　ホームページのニュースとして、平成２８年度専科教員認定講習会受講試験合格者の発表、専科教員認定
講習会の開催・参加申込案内、第４９回柔道大会の結果、及び平成２９年度の専科教員認定講習会案内の掲
示を実施した。

　インフォメーションとして、行政庁からのお知らせ（マイナンバー（個人番号）を取得する際の本人確認書類の
写しの取り扱いについて 等）、平成２８年度学校運営改善等助成事業の案内、平成２８年度入学者の構成に
関するアンケート調査結果報告等の掲示を実施した。

　会員校及び協力していただけた１８の非会員校に入学者アンケート調査を実施。調査報告書を取りまとめると
共にホームページでも公表。

　会員校及び協力していただけた９の非会員校に、卒業生進路状況アンケート調査を実施。調査報告書を取り
まとめると共にホームページでも公表。

　柔道整復師養成学校への就学促進を目的とした学校協会リーフレット「柔道整復師の世界」を５万４千部作成
し、大学・高校校の進路指導担当者、ハローワーク等約８，５００件に配布し、柔道整復師養成学校への就学の
促進に寄与した。
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Ⅱ　収益事業

１． 教科書監修

Ⅲ　会員相互扶助事業

１． 会報の発行

　毎年度季刊で発行している会報３８～４１号を発行。

２． 優秀卒業生表彰

昭和２８年度優秀卒業生名簿

　専門学校浜松医療学院 藤田　雄司

　臨床福祉専門学校 本川　晶子

　呉竹鍼灸柔整専門学校 金子　清二郎 吉村　博江

　関東柔道整復専門学校 平岡　直樹 田倉　陽平

　新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 佐藤　大斗 小泉　大輔

　日本健康医療専門学校 守西　由華 仙波　遥平

　山野医療専門学校 堀込　　敬

　東京メディカル・スポーツ専門学校 手塚　　萌 高嶋　紀彰

　日本工学院八王子専門学校 小嶋　拓実

　了德寺学園医療専門学校 佐藤　健太 南木　和子

　中央医療学園専門学校 吉本　　薫 倉持　能典

　東京医療専門学校 中久木　千恵

　日本医学柔整鍼灸専門学校 大輪　杏奈 大竹　雄大

　日本柔道整復専門学校 大津　麻子 八子　悠介

　東京柔道整復専門学校 小松　祥治 田中　征樹 渡邊　豊和

　大川学園医療福祉専門学校 齋藤　康平 清水　　稔

　呉竹医療専門学校 鈴木　孝太 高村　謙吾

　福島医療専門学校 菅野　裕太朗 金内　絵里

　前橋東洋医学専門学校 井上　七海

　仙台接骨医療専門学校 大塚　麻由 小畑　　優

　赤門鍼灸柔整専門学校 白岩　由衣 山川　晃司

　本年度「整形外科学改訂第４版」を発刊。「柔道整復学理論編改訂第６版」の改訂作業を継続すると共に、
「生理学」、「リハビリテーション医学」の改訂方針の検討を行った。
　また、柔道整復師学校養成施設カリキュラム改訂に伴い追加された、「高齢者の外傷予防」、「競技者の外傷
予防」、「物理療法」、「柔道整復術の適応」、「社会保障制度」、「職業倫理」について、対応教科書の検討を
行った。

　北海道柔道整復専門学校

　北海道メディカル・スポーツ専門学校 小川　裕貴

　文武両道の精神を高揚し、学術並びに技術の習得に精励した学生に対して、毎年度学校協会賞の「表彰
盾」を贈呈し、表彰した。

氏　　　　　名学　　　校　　　名

西懸　元貴 神田　朋美
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７９名

　九州医療専門学校 藤山　佳奈 髙栁　拓弥 石橋　徹也

計

　福岡医健専門学校 内村　陽一 岩尾　優樹 常岡　隆司

　福岡天神医療リハビリ専門学校 手嶋　由裕 鈴谷　晃平

　四国医療専門学校 小林　一平 土屋　景一郎

　福岡医療専門学校 曽根　　勝 松本　悠太

　ＩＧＬ医療専門学校 森山　嵩大

　朝日医療専門学校広島校 松岡　えい子 岩本　雄登

　関西健康科学専門学校 宇治本　諒士 清水　博之

　朝日医療大学校 唐仁原　茜 松田　翔大

　履正社医療スポーツ専門学校 富岡　奈菜 北川　仁志

　近畿医療専門学校 奥西　祥太

　平成医療学園専門学校 竹田　ゆりな 谷口　健人 寺元　大基

　森ノ宮医療学園専門学校 平野　達也

　大阪行岡医療専門学校長柄校 𠮷田　智弥

　明治東洋医学院専門学校 中辻　智章 白濵　靖士

　信州医療福祉専門学校 宮川　莉緒 湯本　祐基

　関西医療学園専門学校 深見　香月 石川　康彦

　中和医療専門学校 石本　直也 梅村　　誠

　北信越柔整専門学校 茂木　優人 木村　光喜

　米田柔整専門学校 神田　篤志 大野　史子
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