
平成２９年度事業報告書

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０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　、島谷　俊美

教員研修等委員会 清水　尚道 委員長 本澤　光則（日本工学院八王子）

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 久保田英次（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 四宮　英雄（四国医療）

公益財団法人柔道整復研修試験財団 業務執行理事　 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

平成２９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２９年

4月 1日 （土） 会員校入学式に会長名祝電（43校）

4月 7日 （金） 施術管理者の要件に関する説明：厚生労働省

4月 10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 18日 （火） 第１回広報委員会全体会議：学校協会

4月 21日 （金） 第１回理事会：学校協会

4月 25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

5月 14日 （日） ２９年度専科教員認定講習会受講試験実施

5月 15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 16日 （火） ２９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 16日 （火） 第１回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

5月 19日 （金） ２８年度会計監査：学校協会

5月 19日 （金） 第２回理事会：学校協会

5月 23日 （火） 第１回制度委員会幹事校会議：芝パークホテル

5月 24日 （水） 第２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

5月 31日 （水） 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 3日 （土） 専科教員認定講習会開校式（大阪会場）：関西医療学園専門学校

6月 4日 （日） 専科教員認定講習会開校式（東京会場）：日本柔道整復専門学校

6月 7日 （水） 施術管理者の要件に関する説明：厚生労働省

6月 13日 （火） 第２回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

6月 15日 （木） 柔道整復研修試験財団評議員会：試験財団

6月 16日 （金） 第３回理事会：世界貿易センタービルディング

6月 16日 （金） 定時総会・会員協議会：世界貿易センタービルディング

6月 20日 （火） 第１回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

6月 22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

6月 26日 （月） 第２回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

6月 29日 （木） 施術管理者の要件に関する要望書提出：厚生労働省

6月 30日 （金） 第３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

7月 4日 （火） 第３回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

7月 7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 7日 （金） 助成金交付審査会：学校協会

7月 11日 （火） 第４回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

7月 18日 （火） 第２回広報委員会全体会議：学校協会

7月 19日 （水） 第２回制度委員会小委員会：学校協会

7月 20日 （木） 第５回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：学校協会

7月 21日 （金） 施術管理者の要件に関する説明：厚生労働省

7月 21日 （金） 第４回理事会：学校協会

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等
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7月 21日 （金） 日本柔道整復師会との打合せ会：日本柔整会館

7月 22日 （土） 第６回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：呉竹医療専門学校

7月 21日 （金） 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

7月 26日 （水） 第１回教科書委員会幹事校会議：芝パークホテル

7月 31日 （月） 第４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

8月 7日 （月） 施術管理者の要件に関する説明：厚生労働省

8月 7日 （月） 第７回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：呉竹医療専門学校

8月 7日 （月） 柔道整復研修試験財団柔道整復師国家試験改善検討委員会：試験財団

8月 9日 （水） 第５０回柔道大会：東京武道館

8月 19日 （土） 第５９回教員研修会：朝日医療大学校

8月 20日 （日） 第５９回教員研修会：朝日医療大学校

8月 20日 （日） 臨時理事会：ANAクラウンプラザホテル岡山

8月 23日 （水） 施術管理者の要件、限界事例の者への対応に関する要望書提出：厚生労働省

9月 5日 （火） 第３回柔道委員会幹事校会議：芝パークホテル

9月 11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 （金） 施術管理者の要件に関する説明：ホテルメルパルク東京

9月 15日 （金） 第５回理事会：ホテルメルパルク東京

9月 15日 （金） 臨床実習指導者講習会に関する説明会：ホテルメルパルク東京

9月 23日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（大阪会場）：関西医療学園専門学校

9月 25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

9月 26日 （火） 第５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

9月 30日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（東京会場）：日本柔道整復専門学校

10月 2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 5日 （木） 新規入会希望校訪問：九州医療スポーツ専門学校

10月 14日 （土） 専科教員認定講習会閉講式（大阪会場）：関西医療学園専門学校

10月 14日 （土） 第１回専科教員認定講習会運営小委員会：関西医療学園専門学校

10月 16日 （月） 新規入会希望校訪問：東洋医療専門学校

10月 17日 （火） 第３回広報委員会全体会議：学校協会

10月 19日 （木） 第６回理事会：ホテル祥園（上田市）

10月 21日 （土） 専科教員認定講習会閉講式（東京会場）：日本柔道整復専門学校

10月 24日 （火） 第６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

10月 25日 （水） 第３回制度委員会小委員会：学校協会

10月 31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 2日 （木） 第２回教員研修等委員会全体会議：芝パークホテル

11月 15日 （水） 第２回専科教員認定講習会運営小委員会：学校協会

11月 17日 （金） 施術管理者の要件に関する説明：学校協会

11月 17日 （金） 第７回理事会：学校協会

11月 20日 （月）

11月 21日 （火） 第７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

社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会 ：ＴＫＰ赤坂駅カンファランスセンター
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11月 22日 （水） 第４回柔道委員会全体会議：芝パークホテル

12月 6日 （水） 第３回専科教員認定講習会運営小委員会：学校協会

12月 15日 （金） 第８回理事会：浜松町東京會舘

12月 15日 （金） 会員協議会：浜松町東京會舘

12月 18日 （月） 柔道整復研修試験財団柔道整復師国家試験改善検討委員会：試験財団

12月 18日 （月） 創志学園創立５０周年記念式典：イイノホール

12月 19日 （火） 日本柔道整復師会との打合せ会：日本柔整会館

12月 20日 （水） 第２回教科書委員会幹事校会議：芝パークホテル

12月 21日 （木） 第８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

12月 23日 （土） 第８回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：（株）南江堂

12月 24日 （日） 第８回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：（株）南江堂

12月 24日 （日） 臨床実習指導者講習会世話人講習会：森ノ宮医療学園専門学校

12月 27日 （水） 第９回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：米田柔整専門学校

12月 28日 （木） 第９回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：米田柔整専門学校

12月 29日 （金） 第９回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：米田柔整専門学校

平成３０年

1月 14日 （日） 臨床実習指導者講習会世話人講習会：東京医療専門学校

1月 22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 23日 （火） 第４回広報委員会全体会議：芝パークホテル

1月 25日 （木） 第９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

2月 2日 （金） 第２回助成事業検討等委員会全体会議：学校協会

2月 5日 （月） 第１０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

2月 9日 （金） 第４回制度委員会全体会議：芝パークホテル

2月 9日 （金） 制度委員会主催研修会：芝パークホテル

2月 11日 （日） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

2月 12日 （月） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

2月 15日 （木） 柔道整復研修試験財団評議員会：試験財団

2月 16日 （金） 第９回理事会：学校協会

2月 20日 （火） 第１０回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：東京医療専門学校

2月 22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 27日 （火） 第１１回教科書改訂作業部会（柔道整復学理論編）：呉竹医療専門学校

2月 28日 （水）

3月 4日 （日） 第２６回柔道整復師国家試験施行

3月 5日 （月）

3月 7日 （水） 会員校卒業式に会長名祝電（43校）

3月 8日 （木） 第２６回柔道整復師国家試験問題疑義検討会：北信越柔整専門学校

3月 14日 （水） 第３回教科書委員会全体会議：芝パークホテル

3月 23日 （金） 第１０回理事会：ホテルメルパルク東京

3月 23日 （金） 臨時総会：ホテルメルパルク東京

柔道整復研修試験財団柔道整復師国家試験改善検討委員会：ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター

内閣府公益認定等委員会事務局大臣官房公益法人行政担当室立入検査：学校協会
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3月 24日 （土） 臨床実習指導者講習会：米田柔整専門学校

3月 25日 （日） 臨床実習指導者講習会：米田柔整専門学校

3月 28日 （水） 第２６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29年6月16日（金） （議案）

14：30～15：47 1.　平成28年度事業報告（案）について 正会員22名

世界貿易センタービル 2.　平成28年度決算報告（案）について 正会員欠席者21名

東京都港区浜松町2-4-1 3.　平成28年度監査報告について （内兼任1名）

4.　会員会費規程の一部改正について （内委任状提出20名）

（報告事項） 会員校教職員35名

1.　各委員会報告 顧問1名

2.　関連団体に関する報告 事務局3名

3.　その他

平成30年3月23日（金） （報告事項）

14：00～16:10 正会員16名

ホテルメルパルク東京 正会員欠席者27名

東京都港区芝公園2-5-20 2.　平成30年度収支予算について （内兼職任1名）

3.　各委員会報告 会員校教職員32名

4.　関連団体に関する報告 顧問1名

5.　その他 事務局3名

（2）会員協議会

平成29年6月16日（金）

定時総会終了後

世界貿易センタービル

東京都港区浜松町2-4-1

平成29年12月15日（金）

14：３0～16：30

浜松町東京會舘

東京都港区浜松町2-4-1

（3）臨床実習指導者講習会に関する説明会

平成29年9月15日（金）

15：00～16：45

ホテルメルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

施術管理者の要件について、厚生労働省担当官による説明

「柔道整復師臨床実習指導者講習会について」
　　公益社団法人全国柔道整復学校協会　細野　昇理事
「グループワークの進め方について」
　　公益財団法人柔道整復研修試験財団　福島 統代表理事
「講習会開催手続き等について」
　　公益社団法人全国柔道整復学校事務局
「学生・生徒24時間共済について」
　　キャリア教育共済協同組合大阪事務局

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30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

柔道整復師療養費（監査指導関係、亜急性の文言、施術管理者
要件（限界事例への対応）について、厚生労働省担当官による
説明

内　　　　　容

臨床実習の進め方（ガイドライン案等）、学校協会倫理綱領の改
正、各種報告事項の説明
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（４）臨床実習指導者講習会

平成30年2月11日（日）

～2月12日（月）

開催主管：北海道柔道整復専門学校

札幌市中央区大通西18-1-15

平成30年3月24日（土）

～3月25日（日）

開催主管：米田柔整専門学校

名古屋市西区枇杷島2-3-13

（５）理事会

平成29年4月21日（金） （議案）

14：00～16：10 1.　「会員会費規程」の一部改正について 理事 １０名

学校協会 2.　平成29年度理事会等開催日程について 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29年5月19日（金） （議案）

14：00～16：10 1.　平成28年度事業報告（案）について 理事 ９名

学校協会 2.　平成28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28年度監査報告について

４．「会員会費規程」の一部改正について

5.　平成29年度移動理事会開催地について

（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6月16日（金） （議案）

12：00～13：47 1.　平成29年度定時総会の運営について 理事 ９名

世界貿易センタービル （報告事項） 監事 ２名

東京都港区浜松町2-4-1 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）

開催日時・場所 内　　　　　容

「柔道整復師養成施設臨床実習指導者講習会開催指針」に則っ
た内容により開催。
受講者45名、修了者45名

「柔道整復師養成施設臨床実習指導者講習会開催指針」に則っ
た内容により開催。
受講者48名、修了者48名

第
3
回
理
事
会

第
1
回
理
事
会

第
2
回
理
事
会

開催日時・場所 議事内容等 出席状況
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平成29年7月21日（金） （議案）

14：00～15：47 1.　学校協会倫理綱領改正について 理事 ９名

学校協会 2.　入会促進策について 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29年8月20日（日） （議案）

12：15～14：00 1.　施術管理者の要件について 理事 ９名

ANAクラウンプラザホテル岡山 （限界事例への対応） 監事 １名

（報告事項）

　　 その他

平成29年9月15日（金） （議案）

13:07～14:45 1.　学校協会倫理綱領改正について 理事 １０名

ホテルメルパルク東京 2.　専科教員認定講習会実施規程について 監事 ２名

東京都港区芝公園2-5-20 ３．臨床実習指導者講習会実施規程等について

4.　平成29年度予算の補正について

６．正会員の入会申込について

（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10月19日（木） （議案）

15：00～17：20 1.　学校協会倫理綱領改正について 理事 ８名

ホテル祥園 ２．臨床実習指導者講習会実施規程等について 監事 2名

長野県上田市大手1-2-2 ３．正会員入会希望校の訪問結果について

（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11月17日（金） （議案）

14：00～16：27 １．入会手続き及び入会承認の確認について 理事 １０名

学校協会 ２．学校協会倫理綱領改正について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 ３．正会員の入会に関する規程改正について

４．臨床実習指導者講習会の為の講習会について

臨
時
理
事
会 岡山県岡山市北区駅元町

15-1

第
５
回
理
事
会

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

第
４
回
理
事
会

５.　あはき認定規則、柔整指定規則等改正に伴う
Ｑ＆Aについて
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（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12月15日（金） （議案）

12：00～14：05 １．学校協会諸規程改正について 理事 ９名

浜松町東京會舘 監事 ２名

東京都港区浜松町2-4-1

３．臨床実習ガイドラインについて

（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30年2月16日（金） （議案）

13：55～16：40 １．臨床（地）実習ガイドラインについて

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2 理事 ９名

監事 ２名

４．正会員の入会申込及び退会について

６．臨時総会の開催（3/23）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30年3月23日（金） （議案）

12：12～14：00 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．施術管理者研修について

３．正会員入会申込校からの回答書について

（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

２．柔道整復師教育モデル・コア・カリキュラムにつ
いて

５．柔道整復研修試験財団に係る役員等の推薦
について

第
９
回
理
事
会

３．平成30年度事業計画、収支予算（案）につい
て

碓井会長、坂本・島谷両監事及び株式会社アダムスが立ち合いの上、平成29年5月19日（金）12：00～13：30に
平成２8年度会計監査を実施。

第
７
回
理
事
会

２．臨床実習指導者講習会実施規程改正について

第
１０
回
理
事
会

１．平成29年度臨時総会、会員協議会の進行に
ついて

第
８
回
理
事
会
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第３　委員会

 （１）教員研修等委員会

平成29年6月22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．第60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29年11月２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．第60回教員研修会について 他42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30年2月22日（木） １．第60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18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59回教員研修会の開催。（平成29年8月19日（土）～20（日）、朝日医療大学校）

・助成事業検討等委員会と協力して、平成28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29年7月26日（水） 担当理事2名

14:00～16：00 他17名

芝パークホテル ２．柔道整復学理論編第6版について

東京都港区芝公園1-5-10 ３．生理学改訂第4版について

４．リハビリテーション医学 改訂第４版について

５．その他

平成29年12月20日（水） １．柔道整復学・理論編の改訂について 担当理事２名

14:00～16：00 ２．関係法規教科書について 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30年3月14日（水） １．柔道整復学･理論編　第６版への改訂作業(南江堂)について担当理事２名

14:00～16：00 ２．生理学　第4版への改訂作業(南江堂)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

４．リハビリテーション医学　第4版(南江堂)について

７．その他

３．競技者の外傷予防に関する対応教科書(医歯薬)の作
成について

開催日時・場所

開催日時・場所

１．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

出席状況検討事項等

出席状況検討事項等

５．柔道整復術適応の臨床的判定(専門分野)対応教科
書(南江堂)の作成について

６．柔道整復術適応の判定(専門基礎分野) 対応教科書
(南江堂)の作成について
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上記委員会開催の他、

・教科書（柔道整復学･理論編）改訂作業部会

平成29年6月20日（火） 13：00～17：00 学校協会

平成29年6月26日（月） 13：00～17：00 学校協会

平成29年7月4日（火） 13：00～17：00 学校協会

平成29年7月11日（火） 13：00～17：00 学校協会

平成29年7月20日（木） 13：00～17：00 学校協会

平成29年7月22日（土） 13：00～19：00 呉竹医療専門学校

平成29年8月７日（月） 13：00～17：00 呉竹医療専門学校

平成29年12月23日（土）、24日（日） 9：00～21：00 （株）南江堂

平成29年12月27日（水）～29日（金） 8：30～21：00 米田柔整専門学校

平成30年2月20日（火） 11：00～17：15 東京医療専門学校

平成30年2月27日（火） 9：45～15：00 呉竹医療専門学校

（３）制度委員会

平成29年5月23日（火） １．平成29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．会員校名簿について 他16名

芝パークホテル ３．平成29年度研修会について

東京都港区芝公園1-5-10 ４．その他

平成29年7月19日（水） １．平成29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．会員校名簿について 他9名

学校協会 ３．平成29年度研修会について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．その他

平成29年10月25日（水） １．各アンケート項目について 担当理事１名

14:00～16：00 ２．研修会について 他9名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年2月９日（金） １．平成29年度事業報告について 担当理事１名

13：30～14：00 ２．平成30年度予算計画について 他37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、

・臨床実習ガイドライン検討委員会

平成29年4月25日（火） 14：00～16：00 学校協会

平成29年5月24日（水） 13：30～15：30 学校協会

平成29年6月30日（金） 13：30～15：30 学校協会

平成29年7月31日（月） 13：30～15：30 学校協会

平成29年9月26日（火） 13：30～15：30 学校協会

　平成30年度から新カリキュラムが実施されるにあたり、養成施設附属の臨床実習施設以外の場所での実習を
行う際の一つの指針として、臨床実習ガイドラインを作成した。

・制度委員会主催研修会「高等教育機関の淘汰を加速する外圧と生き残りに向けた改革の方向性」を、平成30
年2月9日（金）芝パークホテルで開催し、49名が参加した。

出席状況開催日時・場所 検討事項等
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平成29年10月24日（火） 13：30～15：50 学校協会

平成29年11月21日（火） 13：00～17：00 学校協会

平成29年12月21日（木） 10：00～12：00 学校協会

平成30年1月25日（木） 14：10～16：20 学校協会

平成30年2月5日（月） 14：00～15：20 学校協会

（４）柔道委員会

平成29年5月16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20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29年6月13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41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9月5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29年11月22日（水） １．今年度柔道大会の反省事項 担当理事1名

14：00～16：00 ２．今後の検討課題について 他40名

芝パークホテル ３．次年度計画について

東京都港区芝公園1-5-10 ４．その他

（５）専科教員認定講習会運営委員会（特別委員会）

平成29年5月31日（水） １．専科教員認定講習会受講試験について 委員長他5名

14：00～16：00 ２．専科教員認定講習会の運営について

学校協会 ３．今後の問題について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．その他

平成29年10月31日（火） １．平成29年度専科教員講習会の問題点について 委員長他5名

14：00～16：00 ２．アンケート結果について

学校協会 ３．運営委員会実施要領について

東京都港区浜松町1-6-2 ４．実施規程及び運営要領について

５．その他

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

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50回柔道大会を、平成29年8月9日（水）東京武道館にて、
男女合わせて延べ74校（非会員校9校を含む）594名の参加を得て開催した。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。
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上記委員会開催の他、

・運営小委員会

平成29年10月14日（土） 14：30～ 関西医療学園専門学校

平成29年11月15日（水） 14：00～16：00 学校協会

平成29年12月6日（水） 14：00～16：00 学校協会

（６）専科教員認定講習会試験委員会（特別委員会）

平成29年4月10日（月） １．受講試験問題の策定について 委員長他名

13：00～14：40 ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成29年5月15日（月） １．受講試験の採点について 会長

14：0～15：00 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29年9月11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

平成29年9月25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

14：0～14：30 ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成29年10月２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

14：0～14：40 ２．その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年1月22日（月） １．平成30年度の主管校・協力校について 会長

13：45～15：20 ２．講習会スケジュールについて 委員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

５．細則等について

６．その他

（７）広報委員会（特別委員会）

平成29年4月18日（火） １．「会報43号」目次について 担当理事1名

15：00～17：00 ２．「会報43号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」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

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

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

３．平成29年度専科教員認定講習会実施予定スケジュール
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平成29年7月18日（火） １．「会報44号」目次について 担当理事1名

14：00～16：00 ２．「会報44号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について 他7名

学校協会 ３．2017年度版リーフレットについて

東京都港区浜松町1-6-2

５．ホームページについて

６．その他

平成29年10月17日（火） １．「会報４5号」目次について 担当理事１名

14：00～16：00 ２．「会報45号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」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

５．リーフレット、ホームページについて

平成30年1月23日（火） １．「会報46号」目次について 担当理事１名

15：00～17：00 ２．「会報46号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について 他８名

芝パークホテル

東京都港区芝公園1-5-10 ４．リーフレット、ホームページについて

６．その他

（８）助成事業検討等委員会（特別委員会）

平成29年7月7日（金） １．平成28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29年度助成事業の交付申請ついて 関係理事1名

学校協会 他6名

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年2月2日（金） １．平成30年度助成事業について 担当理事１名

14：00～16：00 関係理事１名

学校協会 他６名

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）進捗状況について

３．広報新企画（卒業生のキャリア）報告について

５．学校協会ホームページに会員校専用ページを設置す
ることについて

　「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。
　各会員校から卒後10年までの学科を代表する卒業生で、現在の仕事、そこへのキャリア形成ステップ、時々
の選択と思いを語ってもらう冊子「卒業生のキャリア」を新たに5千部作成し、会員校を通じ各方面に配布。
　また、平成28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。

４．広報新企画（先輩からのメッセージ）進捗状況について

　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59回教員研修会において平成２8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29年7月7日（金）15：00～16：30
　２．場　所　　学校協会
　３．出席者　　碓井会長、加藤審査委員長他5名

開催日時・場所 検討事項等 出席状況
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（９）第26回国家試験問題疑義検討会

平成30年3月8日（木） 会長他5名

12：00～14：00

北信越柔整専門学校

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

石川県金沢市山の上町5-5-2

１．第26回柔道整復師国家試験問題に関する疑義検討
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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２９年　６月　４日（日） 自　平成２９年　６月　３日（土）

至　平成２９年１０月２１日（日） 至　平成２９年１０月１４日（土）

2）時間 ６月４日 １１：３０～１６：４０ ６月３日 １５：３０～２０：００

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 学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校

（協力校） （協力校）

学校法人創志学園 日本健康医療専門学校

4）会場 学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校

5）開講式 平成２９年　６月　４日（日） 平成２８年　６月　３日（土）

日本柔道整復専門学校 関西医療学園専門学校

6）受講者 ４０名 ２５名

7）修了者 ４０名 ２５名

8）閉講式 平成２９年１０月２１日（日） 平成２８年１０月１４日（土）

日本柔道整復専門学校 関西医療学園専門学校

学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専
門学校

区分 東日本会場（東京） 西日本会場（大阪）

学校法人平成医療学園 平成医療学園専門学
校

学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学
校

平成29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29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

学校法人関西医療学園 関西医療学園専門学
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59回）

（1）日　時 平成29年8月19日（土）、20日（日）

（2）会　場 朝日医療大学校

（3）主　管 教員研修等委員会、第59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　岡山県柔道整復師会

（6）受講者 385名

（7）研修会

１日目

　　○講演1 「発達障害のある学生への指導　-応用行動分析の視点から-」

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）

　　○分科会テーマ１ 「初年次教育における教育目標とそれを達成する方法論

座　 長 葉山　直史（森ノ宮医療学園専門学校　教務部長）

講演者 藤田　哲也（法政大学　文学部心理学科　教授）

　　○分科会テーマ２ 「専任教員から開業へ　困ったこと・迷ったこと・失敗談

　～いま、学生に伝えたいと思うこと～」

座　 長 本澤　光則（日本工学院八王子専門学校　学科長）

講演者 桒田　哲（千田町鍼灸接骨院　院長）

　　○分科会テーマ３ 「教科書を有効活用する教育方法　～柔道整復師と機能訓練指導～」

座　 長 外山　日登志（朝日医療専門学校広島校　教務部次長）

講演者 細野　　昇（呉竹医療専門学校　学校長）

小幡　太志（宝塚医療大学　教授）

芝崎　広一（株式会社ザグザグ　本社介護事業部）

　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

・ 「基礎医学研究（解剖学一般）」 （朝日医療大学校）

・ 「骨幹端における骨損傷お修復過程は骨幹部と異なる」 （日本総合医療専門学校）

・ 「仙腸関節に対する圧刺激が身体に与える影響について」 （明治東洋医学院専門学校）

・ 「初年次の臨床実習後における学生亜アンケート調査に関する一考察　-第2報-」

（福岡医療専門学校）

・ 「現場で活躍できる機能訓練指導員を育てるためのアンケート調査」

（朝日医療専門学校広島校）

・ 「65歳以上の高齢者を対象として身体運動量と健康関連QOLの関連」 （四国医療専門学校）

・ 「Lauge-Hansen回外外施損傷に於けるテーピング効果」 （了德寺学園医療専門学校）

・ 「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）

・ 「頚部痛をきたす疾患の手技と柔道整復術の適応」 （北信越柔整専門学校）

・ 「野球肘内側障害はポジションによる差があるか超音波観察装置を使い検証する」

（平成医療学園専門学校）

・ 「大腿部筋断面積が開眼単脚直立試験における総軌跡長・軌跡面積に及ぼす影響」

（呉竹医療専門学校）

・ 「高齢者に対する効果的な歩行訓練に関する研究」 （新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校）

・ 「電気刺激療法機器の学生指導　～機種特異性と適応について～」 （北信越柔整専門学校）

・ 「物理療法機器（超音波治療器・極超音波治療器・超短波治療器）の理解度を深める学生実習法」

（北信越柔整専門学校）

・ 「柔道整復師養成機関における超音波教育法の検討」 （宝塚医療大学）

・ 「橈骨遠位端部骨折（Colles骨折）における「整復シュミレーションモデル」を用いた臨床教育」

（呉竹医療専門学校）

・ 「『膝蓋骨脱臼』の簡易モデル作成」 （朝日医療専門学校広島校）

・ 「柔道整復師のための包帯法資料の作成」 （明治国際医療大学）

・ 「腰痛疾患の柔道整復術適応に関する教材開発」 （北信越柔整専門学校）

・ 「電子黒板を用いた授業と骨模型を使用した板書授業の学生の反応について」

（大阪行岡医療専門学校長柄校）

・ 「平成28年度柔道整復学科3年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）

・ 「校内活動による退学率低減への取り組み（柔整科・あはき科退学率の比較」

（呉竹医療専門学校）

　２日目

　　○講演２ 「神経・筋・骨格系疾患の治療とケア　”医師と柔道整復師との連携の重要性”」

座   長 金廣　行信（朝日医療大学校　学科長）

講演者 朝本　俊司（牧田総合病院　脊椎脊髄センター部長）

中島　正明（岡山済生会病院　主任医長）

　　○講演３ 「ハイルプラクティカー　ドイツの補完代替医療に対する国家資格」

座   長 小倉　啓史（朝日医療大学校　キャリア支援センター長補佐）

講演者 エルマー・ヴァインマイヤー（ハイルプラクティカー）
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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29年7月7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28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 ７校 ③事業承認申請額（Ｂ） ３，４６４千円

内
訳

会員校 ５校 ④交付申請額（Ｃ） ３，４６４千円

非会員校 ２校 ⑤交付決定額（Ｄ） ３，４６４千円

１，５３６千円最高１校当たり
５００千円限度

1 日本工学院八王子専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ５００千円

№ 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）

柔道整復師の職域に関する分野2 北信越柔整専門学校 ５００千円

3 信州医療福祉専門学校 柔道整復師の教育に関する分野 ５００千円

4 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 ４９７千円

5 四国医療専門学校 柔道整復師の教育に関する分野 ５００千円

合計（会員校５校、非会員校２校） ３，４６４千円

6 明治国際医療大学 柔道整復師の職域に関する分野 ４８６千円

7 環太平洋大学 柔道整復師の教育に関する分野 ４８１千円
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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５０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29年8月9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 公益財団法人全日本柔道連盟 公益社団法人日本柔道整復師会

公益財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44校　　女子30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

九州医療スポーツ専門学校

仙台接骨医療専門学校

米田柔整専門学校

日本工学院八王子専門学校

福岡医療専門学校

新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

育英メディカル専門学校

四国医療専門学校

専門学校浜松医療学院

新潟柔整専門学校

明治東洋医学院専門学校

臨床福祉専門学校

米田柔整専門学校

東京柔道整復専門学校

九州医療スポーツ専門学校

仙台接骨医療専門学校

京都医健専門学校

信州医療福祉専門学校

山下　美々

泉　花恵

伊吹　祐香

宮下　寿子

桺川　愛佳 久堀　恭見 前田　愛海

西村　美咲

田中　佐和

皆川　瑛菜

中山　龍輝

夫馬　大佑 山本　洸葵 今田　遼太郎

ﾍﾞｶﾞ・ﾌﾞﾗｲｱﾝ

藤田　道大

山地　誠典

古水　祐輔 川嶋　将貴 野澤　賢斗

山形　彩人

見上　麗司

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

薩川　伸之介

繪面　佳彦 重松　賢太郎 青木　宏嗣

有留　秀宣

山田　琢也

　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74
校（非会員校9校を含む）594名の参加を得て、次のとおり開催した。

１
部

八反田　知邑 遠藤　美月

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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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。

形演武表彰

講道館投の形 赤門鍼灸柔整専門学校 取： 鈴木　　 大

〃 受： 行方　　 蓮

大庭　滉平

山内　圭亮

日本柔道整復専門学校 取： 清水　拓哉

〃 受： 山西　晃平

米田柔整専門学校 取： 中村　英幹

〃 受： 中村　正夫

〃 取： 小林　竜一朗

〃 受： 小嶋　裕

森ノ宮医療学園専門学校 取： 水川　翔

〃 受： 永峰　聖也

講道館柔の形 赤門鍼灸柔整専門学校 取： 佐々木　明日実

〃 受： 佐藤　茜

日本柔道整復専門学校 取： 村田　梨紗

〃 受： 秋本　圭菜

米田柔整専門学校 取： 木野　愛華

〃 受： 早川　智子
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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

○ リーフレット等の作成・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

○ 制度委員会主催セミナーの開催

○ 臨床実習ガイドラインの作成

　平成30年度から新カリキュラムが実施されるにあたり、制度委員会委員からの選抜等による「臨床実習ガイ
ドライン検討委員会」を発足させ、養成施設附属の臨床実習施設以外の場所での実習を行う際の一つの指
針として、臨床実習ガイドラインを作成した。

　制度委員会主催研修会「高等教育機関の淘汰を加速する外圧と生き残りに向けた改革の方向性」を、平
成30年2月9日（金）芝パークホテルで開催し、49名が参加した。

　会員校及び協力していただけた14校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。

　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。

　ホームページのニュースとして、平成29年度専科教員認定講習会受講試験合格者の発表、第59回教員研
修会の開催・参加申込案内、第50回柔道大会の結果、柔道整復師臨床実習指導者講習会関連情報、柔道
整復師学校養成施設倫理綱領及び平成30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（柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省
令について、臨床研究法について）、平成29年度学校運営改善等助成事業の案内、第2回柔道整復師養成
施設卒業進路状況アンケート調査結果報告及び平成29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。

　各会員校から卒後10年までの学科を代表する卒業生で、現在の仕事、そこへのキャリア形成ステップ、
時々の選択と思いを語ってもらう冊子「卒業生のキャリア」を新たに5千部作成し、会員校を通じ各方面に配
布した。
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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42～45号を発行。

２． 優秀卒業生表彰

昭和29年度優秀卒業生名簿

　臨床福祉専門学校 𠮷村　央子

　呉竹鍼灸柔整専門学校 松井　裕紀子 川澄　昇

　関東柔道整復専門学校 伊丸岡　泰之 加藤　拓也

　新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 浅井　奈央 寺田　拓矢

　日本健康医療専門学校 井桁　優里 吉原　秀太

　山野医療専門学校 青木　拓磨

　東京メディカル・スポーツ専門学校 引網　史恵 栗原　早紀

　日本工学院八王子専門学校 久保　倭夏

　了德寺学園医療専門学校 山﨑　大輝 津田　匠

　中央医療学園専門学校 田中　智也 藤原　慎司

　東京医療専門学校 遠藤　拡真

　日本医学柔整鍼灸専門学校 神谷　亮伎 竹内　洋平

　日本柔道整復専門学校 尾野　祥太郎 佐多　智

　東京柔道整復専門学校 奥村　周平 佐藤　健太 辻　伸

　大川学園医療福祉専門学校 坂本　拓仁 松尾　万葉香

　呉竹医療専門学校 湊　龍志 鈴木　未来広

　福島医療専門学校 峯島　拓海 遠藤　獎人

　前橋東洋医学専門学校 杉浦　徹

　仙台接骨医療専門学校 小川　美結 斎藤　恭平

　赤門鍼灸柔整専門学校 藤本　卓也 草薙　健哉

　本年度「柔道整復学理論編改訂第6版」を発刊。「生理学改訂第4版」、「リハビリテーション医学改訂第4
版」の改訂作業を継続した。
　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「柔道整復術適応の臨床的判定」、「柔
道整復術の適応の判定」、「競技者の外傷予防」、「職業倫理」及び「社会保障制度」について、平成31年4
月からの新入生に対応できるよう新規教科書の作成を開始した。

　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 鳥潟　雄一

　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

高口　翔 海藤　秀樹
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83名

　九州医療専門学校 林田　孔明 永戸　夏樹 松枝　吏視

計

　福岡医健専門学校 都留　栄志 松本　みなみ 今村　竜大

　福岡天神医療リハビリ専門学校 尾﨑　麻耶 新有留　浩司

　四国医療専門学校 橋本　光平 横山　祥大

　福岡医療専門学校 市原　靖久 中根　隼大

　ＩＧＬ医療専門学校 山内　佳和

　朝日医療専門学校広島校 望溪　香苗 髙橋　遥南

　関西健康科学専門学校 池田　将司 玉田　将也 和田　健太郎

　朝日医療大学校 小笹　和也 内村　瞬也

　履正社医療スポーツ専門学校 羽山　哲矢 上田　大貴

　近畿医療専門学校 内藤　泰弘

　平成医療学園専門学校 黒江　恭平 加藤　芽衣 奥野　文平

　森ノ宮医療学園専門学校 水川　翔 猪俣　雄大 棚橋　直樹

　大阪行岡医療専門学校長柄校 田中　法雄

　明治東洋医学院専門学校 宮川　和之 山本　磨理

　信州医療福祉専門学校 関　真莉奈 滝澤　祥平

　関西医療学園専門学校 中野　幸造 木戸　真広

　中和医療専門学校 安藤　雅人 山浦　恒幸

　北信越柔整専門学校 杉本　元基 市山　達也

　専門学校浜松医療学院 坪井　加織 村田　博也

　米田柔整専門学校 佐々木　新 伊藤　進
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