
平成３０年度事業報告書

自　平成３０年４月　１日

至　平成３１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

 

〇～平成30年6月15日

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

〇平成30年6月15日～

会長 谷口 和彦

副会長 加藤   征（～31.2）　、関口 正雄　、　高山 雅行（31.2～）

理事 萩原 正和　、下地 秀和　、　高山 雅行（～31.2）

齊藤 秀樹　、加藤　　征（31.2～31.3.24）　、　廣岡    聡

清水 尚道　、　大麻 正晴

監事 坂本 正憲　、米田 忠正

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（～30.6） 委員長 船戸　嘉忠（米田柔整）

谷口 和彦（～30.6） 副委員長 川口　央修（呉竹医療）

齊藤 秀樹（30.7～） 　〃 三澤　圭吾（明治東洋医学院）

制度委員会 高山　雅行 委員長 藤井　義巳（明治東洋医学院）30.6～

副委員長 荒井　一彦（東京柔道整復）30.6～

柔道委員会 下地　秀和 委員長 早川　幸秀（東京医療）

副委員長 紺野　直能（東京柔道整復）

　〃 泉澤　 　勝（了徳寺学園）

広報委員会 関口　正雄（～30.6） 委員長 久保田英次（日本柔道整復）

廣岡　　 聡（30.6～） 副委員長 藤原　清治（関西医療）～30.10

田中　慎一（関西医療）30.10～

高山 精雄　、櫻井 康司　、坂本　 歩　、武田 秀孝　、碓井 貞成（30.8～）

平成30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

役　　　　　員

顧　　　　　問

委員長・副委員長担当理事委員会名
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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）

業務執行理事　 加藤　　 征（～31.3.24）

理事 高山　雅行（30.6～）

副会長　 米田　忠正

平成30年

4月 1日 （日） 会員校入学式に会長名祝電（43校）

8日 （日） 臨床実習指導者講習会：呉竹鍼灸柔整専門学校

9日 （月） 第１回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

15日 （日） 臨床実習指導者講習会：呉竹鍼灸柔整専門学校

17日 （火） 第１回広報委員会：学校協会

20日 （金） 第１回理事会：学校協会

27日 （金） 新規入会希望校訪問：盛岡医療福祉専門学校

28日 （土） 臨床実習指導者講習会：履正社医療スポーツ専門学校

29日 （日） 臨床実習指導者講習会：履正社医療スポーツ専門学校

29日 （日） 臨床実習指導者講習会：北信越柔整専門学校

30日 （祝） 臨床実習指導者講習会：履正社医療スポーツ専門学校

30日 （祝） 臨床実習指導者講習会：北信越柔整専門学校

5月 6日 （日） 臨床実習指導者講習会：呉竹医療専門学校

11日 （金） ２９年度会計監査：学校協会

12日 （土） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

13日 （日） ３０年度専科教員認定講習会受講試験実施

13日 （日） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

13日 （日） 臨床実習指導者講習会：呉竹医療専門学校

14日 （月） 第２回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

15日 （火） ３０年度専科教員認定講習会受講試験合格発表：学校協会ＨＰ

18日 （金） 第２回理事会：学校協会

23日 （水） 第１回柔道委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

29日 （火） ３０年度専科教員認定講習会東京会場打合せ会議：学校協会

6月 2日 （土） 専科教員認定講習会開校式（大阪会場）：森ノ宮医療学園専門学校

3日 （日） 専科教員認定講習会開校式（東京会場）：東京メディカル・スポーツ専門学校

15日 （金） 第３回理事会：浜松町東京會舘

15日 （金） 定時総会・会員協議会：浜松町東京會舘

15日 （金） 臨時理事会：浜松町東京會舘

18日 （月） 施術管理者の要件に関する要望書提出：厚生労働省

20日 （水） 第２回柔道委員会（全体会議）：芝パークホテル

28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

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等

兼　　職
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接整復骨医学会
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7月 5日 （木） 新規入会希望校訪問：アルファ医療福祉専門学校

6日 （金） 第１回助成事業検討等委員会：学校協会

6日 （金） 助成金交付審査会：学校協会

11日 （水） 第１回教科書委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

13日 （金） 第１回制度委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

20日 （金） 第４回理事会：学校協会

24日 （火） 第２回広報委員会：学校協会

26日 （木） 学校協会業務に関する厚生労働省（医政局医事課）説明：厚生労働省

8月 4日 （土） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

5日 （日） 臨床実習指導者講習会：北海道柔道整復専門学校

10日 （金） 新規入会希望校訪問：東京医療福祉専門学校

11日 （祝） 臨床実習指導者講習会：専門学校浜松医療学院

12日 （日） 臨床実習指導者講習会：専門学校浜松医療学院

17日 （金） 臨時理事会：学校協会

18日 （土） 第６０回教員研修会：品川プリンスホテル

19日 （日） 第６０回教員研修会：品川プリンスホテル

22日 （水） 第５１回柔道大会：東京武道館

24日 （金） 第１回教科書委員会作業部会：学校協会

9月 6日 （木） 日本柔道整復師会との意見交換会：日本柔整会館

10日 （月） 第３回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

12日 （水） 第３回柔道委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

16日 （日） 臨床実習指導者講習会：仙台接骨医療専門学校

17日 （祝） 臨床実習指導者講習会：仙台接骨医療専門学校

21日 （金） 第５回理事会：学校協会

22日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（大阪会場）：森ノ宮医療学園専門学校

23日 （日） 臨床実習指導者講習会：日本柔道整復専門学校

24日 （祝） 臨床実習指導者講習会：日本柔道整復専門学校

25日 （火） 第４回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

29日 （土） 専科教員認定講習会修了試験（東京会場）：東京メディカル・スポーツ専門学校

10月 1日 （月） 第５回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

6日 （土） 赤門鍼灸柔整専門学校創立７０周年記念式（仙台市）

7日 （日） 臨床実習指導者講習会：福岡医療専門学校

8日 （祝） 臨床実習指導者講習会：福岡医療専門学校

13日 （土） 専科教員認定講習会閉講式（大阪会場）：森ノ宮医療学園専門学校

16日 （火） 第２回制度委員会（作業部会）：学校協会

17日 （水） 第６回理事会：名鉄犬山ホテル（犬山市）

20日 （土） 専科教員認定講習会閉講式（東京会場）：東京メディカル・スポーツ専門学校

23日 （火） 第３回広報委員会：学校協会

25日 （木） 第２回教員研修等委員会（全体会議）：芝パークホテル
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11月 6日 （火） 施術管理者の要件に関する厚生労働（保険局医療課）説明：学校協会

12日 （月） 第１回専科教員認定講習会運営小委員会及び試験委員会合同会議：学校協会

16日 （金） 第７回理事会：学校協会

22日 （木） 第４回柔道委員会（全体会議）：芝パークホテル

26日 （月）

12月 3日 （月）

3日 （月） 第１回専科教員認定講習会受講試験改善検討会議：学校協会

5日 （水） 専科教員認定講習会運営委員会（小委員会）：学校協会

11日 （火） 第４回広報委員会：学校協会

14日 （金） 第８回理事会：メルパルク東京

14日 （金） 会員協議会：メルパルク東京

19日 （水） 第２回教科書委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

19日 （水） 施術管理者の要件に関する要望書提出：厚生労働省

22日 （土） 臨床実習指導者講習会：東京メディカル・スポーツ専門学校

23日 （日） 臨床実習指導者講習会：東京メディカル・スポーツ専門学校

平成３１年

1月 15日 （火） 第２回専科教員認定講習会受講試験改善検討会議：学校協会

22日 （火） 第５回広報委員会：学校協会

25日 （金） 臨時理事会：学校協会

25日 （金） 第６回専科教員認定講習会試験委員会：学校協会

26日 （土） 臨床実習指導者講習会：福岡医療専門学校

27日 （日） 臨床実習指導者講習会：福岡医療専門学校

31日 （木） 第３回制度委員会（全体会議）：芝パークホテル

31日 （木） 制度委員会主催研修会：芝パークホテル

2月 8日 （金）

10日 （日） 臨床実習指導者講習会：森ノ宮医療学園専門学校

11日 （祝） 臨床実習指導者講習会：森ノ宮医療学園専門学校

13日 （水） 日本柔道整復師会との意見交換会：日本柔整会館

15日 （金） 第９回理事会：学校協会

19日 （金） 第２回助成事業検討等委員会：学校協会

21日 （木） 第３回教員研修棟委員会（幹事校会議）：芝パークホテル

3月 3日 （日） 第２７回柔道整復師国家試験施行

4日 （月） 会員校卒業式に会長名祝電（46校）

7日 （木） 第２７回柔道整復師国家試験疑義問題検討会：学校協会

9日 （土） 臨床実習指導者講習会：関東柔道整復専門学校

10日 （日） 臨床実習指導者講習会：関東柔道整復専門学校

11日 （月）

12日 （火） 第３回教科書委員会（全体会議）：芝パークホテル

17日 （日） 臨床実習指導者講習会：ＩＧＬ医療福祉専門学校

21日 （祝） 臨床実習指導者講習会：九州医療スポーツ専門学校

第２７回柔道整復師国家試験疑義問題に関する要望書提出：柔道整復研修試験財団

第２回教科書委員会小委員会：学校協会

来年度専科教員認定講習会開催申請書厚生労働省提出・説明（医政局医事課）：厚生労働省

第３回教科書委員会小委員会：学校協会
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3月 22日 （金） 第１０回理事会：ホテルメルパルク東京

22日 （金） 臨時総会：ホテルメルパルク東京

23日 （土） 臨床実習指導者講習会：日本健康医療専門学校

23日 （土） 臨床実習指導者講習会：赤門鍼灸柔整専門学校

24日 （日） 臨床実習指導者講習会：ＩＧＬ医療福祉専門学校

24日 （日） 臨床実習指導者講習会：九州医療スポーツ専門学校

24日 （日） 臨床実習指導者講習会：日本健康医療専門学校

24日 （日） 臨床実習指導者講習会：赤門鍼灸柔整専門学校

26日 （火） 第２７回柔道整復師国家試験合格発表

27日 （水） 学校協会業務に関する厚生労働省（医政局、保険局）説明：厚生労働省
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第２　会議等

 （1）総会

平成30年6月15日（金） （議案）

14：25～16：20 1.平成29年度事業報告書（案）について 正会員24名

浜松町東京會舘 2.平成29年度決算報告書（案）について （内兼任1名）

東京都港区浜松町2-4-1 3.平成29年度監査報告について 正会員欠席者20名

4.学校協会諸規程の改正について （内委任状提出20名）

5.役員の改選について

（報告事項） 会員校教職員29名

1.各委員会 顧問2名

2.関連団体 事務局3名

3.その他

平成31年3月22日（金） （議案）

14：３0～15：50 正会員20名

ホテルメルパルク東京 （報告事項） 正会員欠席者26名

東京都港区芝公園2-5-20 （内兼任1名）

（内委任状提出25名）

2.2019年度収支予算について

3.各委員会 会員校教職員31名

4.関連団体 顧問1名

5.その他 事務局3名

（2）会員協議会

内　　　　　容

平成30年6月15日（金）

定時総会終了後

浜松町東京會舘

東京都港区浜松町2-4-1

平成30年12月14日（金）

14：３0～16：30

ホテルメルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

平成31年3月22日（金）

臨時総会終了後

ホテルメルパルク東京

東京都港区芝公園2-5-20

開催日時・場所

第
1
回

第
2
回

施術管理者研修について、（公財）柔道整復研修試験財団福島
統代表理事による説明

新カリキュラム、施術管理者アンケート調査の集計結果及び高等教
育機関等の無償化について説明

各委員会等、関連団体について報告

定
時
総
会

開催日時・場所 議事内容等 出席状況

臨
時
総
会

1.2019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

1.学校協会就業規則の一部改正について

第
3
回

学校協会監修テキストの電子版について、（株）南江堂及び医歯薬
出版（株）担当者による説明
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（3）理事会

平成30年4月20日（金） （議案）

14：00～16：20 1.学校協会諸規程改正について 理事 １０名

学校協会 2.日整発第456号に対する回答について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 3.柔道整復師施術管理者研修について

4.平成30年度理事会等開催日程について

5.委員会委員人事について

6.正会員の入会申込及び退会について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年5月18日（金） （議案）

13：00～15：55 1.平成29年度事業報告書（案）について 理事 ９名

学校協会 2.平成29年度決算報告書（案）について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 3.平成29年度監査報告について

4.学校協会諸規程改正について

6.委員会委員人事について

7.通常総会の開催について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年6月15日（金） （議案）

12：00～13：50 1.平成30年度定時総会の運営について 理事 １０名

浜松町東京會舘 監事 ２名

東京都港区浜松町2-4-1 3.委員会委員人事について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年6月15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

浜松町東京會舘 監事 ２名

東京都港区浜松町2-4-1

第
1
回
理
事
会

第
2
回
理
事
会

開催日時・場所 出席状況議事内容等

5.正会員入会希望校の訪問結果等について

2.柔道整復研修試験財団評議員の推薦について

臨
時
理
事
会

第
3
回
理
事
会
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平成30年7月20日（金） （議案）

14：00～16:22 1.役員の役割分担等について 理事 ８名

学校協会 2.委員会委員人事について 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 3.今年度理事会等の後期日程について

4.顧問の委嘱について

5.正会員入会希望校の訪問結果等について

6.学校協会諸規程の改正について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年8月17日（金） （議案）

14：55～16：35 1.正会員入会希望校の訪問結果等について 理事 １０名

学校協会 監事 １名

東京都港区浜松町1-6-2

3.委員会委員人事について

4.柔道整復研修試験財団委員推薦について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年9月21日（金） （議案）

14：36～16：16 理事 ７名

学校協会 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2

4.委員会委員人事について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

第
4
回
理
事
会

2.新カリキュラム実施に関するアンケート調査につ
いて

3.会員校向け「通信教育活用状況」アンケートにつ
いて

2.正会員の入会審査に係る事前審査要綱（案）に
ついて

臨
時
理
事
会

1.正会員の入会審査委に係る事前審査要綱（案）
について

第
5
回
理
事
会
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平成30年10月17日（水） （議案）

15：00～19：15 1.アンケート調査について 理事 １０名

名鉄犬山ホテル 2.特定及び一般資産の運用について 監事 ２名

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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年11月16日（金） （議案）

13：53～16：10 1.次年度専科教員認定講習会について 理事 １０名

学校協会 監事 １名

東京都港区浜松町1-6-2

5.新教科書名について

6.柔道大会不要トロフィーの始末について

7.各委員会に広報担当を設置することについて

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成30年12月14日（金） （議案）

12：00～14：00 理事 ８名

メルパルク東京 監事 ２名

東京都港区芝公園2-5-20

4.職員の再雇用制度等の導入について

（報告事項）

1.　代表理事の職務執行報告及び行事予定

平成31年1月25日（金） （議案）

11：30～13：30 理事 ７名

学校協会 監事 ２名

東京都港区浜松町1-6-2 2.教科書電子版について

4.『監修のことば』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

3.　関連団体

4.次年度臨床実習指導者講習会事業助成金につ
いて

愛知県犬山市犬山北古兼
107-1

2.柔道整復師に係る懸賞論文制度の創設について

3.養成校卒業時までの講道館柔道『初段』取得推
進について

3.平成３１年３月発刊の新教科書の価格について

第
7
回
理
事
会

第
6
回
理
事
会

臨
時
理
事
会

1.次年度専科教員認定講習会受講者選抜方法に
ついて

第
8
回
理
事
会

1.次年度専科教員認定講習会受講者選抜方法に
ついて

2.新カリキュラム、施術管理者アンケート調査につ
いて

3.『教科書（柔道整復術の適応）タイトル』について
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平成31年2月15日（金） （議案）

13：55～16：28

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2 2.職員の再雇用制度等の導入について 理事 ９名

3.証明書発行規程案について 監事 ２名

4.平成３１年度事業計画、収支予算案について

5.教科書電子版について

8.臨時総会の開催について

9.副会長の選任について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

平成31年3月22日（金） （議案）

12：12～13：40 １．平成30年度臨時総会の進行について 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

3.臨床実習指導者講習会について

4.2019年度専科教員認定講習会について

5.2019年度理事会等開催日程について

6.職員の昇給について

（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

3.　関連団体

4.　その他（事務局）

（4）会計監査

（5）第27回柔道整復師国家試験疑義問題検討会

平成31年3月7日（木） 会長他6名

11：30～13：30

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

出席状況

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30年5月11日（金）14：00～15：30に平
成２９年度会計監査を実施。

第
10
回
理
事
会

6.次年度専科教員認定講習会受講者選抜方法に
ついて

7.新教育課程実施に関するアンケート調査等で寄
せられた質問等について

2.新教育課程実施に関するアンケート調査等で寄
せられた質問等について

開催日時・場所 検討事項等

1.教科書『柔道整復術適応の臨床的判定』タイトル
について

第
9
回
理
事
会

1.第27回柔道整復師国家試験における疑義問題に関す
る検討
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第３　委員会

 （1）教員研修等委員会

平成30年6月28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.第61回教員研修会について 他18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10月25日（木） 1.第60回教員研修会について 担当理事1名

14：00～15：30 2.第61回教員研修会について 他45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31年2月21日（木） 1.第61回教員研修会について 担当理事1名

14：00～15：30 2.第62回教員研修会について 他16名

芝パークホテル 3.その他

東京都港区芝公園1-5-10

上記委員会開催の他、

・第60回教員研修会の開催。（平成30年8月18日（土）～19（日）、品川プリンスホテル）

・助成事業検討等委員会と協力して、平成29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30年7月11日（水） 1.生理学改訂第4版について 会長

14：00～16：00 担当理事1名

芝パークホテル 他17名

東京都港区芝公園1-5-10 3.リハビリテーション医学改訂第４版について

5.柔道整復術適応の判定（専門基礎科目）について

6.柔道整復師のための救急医学について

7.社会保障制度と柔道整復師の職業倫理について

8.関係法規について

9.その他

開催日時・場所

開催日時・場所

出席状況検討事項等

出席状況検討事項等

2.競技者の外傷予防に関する対応教科書の作成につい
て

4.柔道整復術の適応の臨床的判断（専門分野）対応教科
書について
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平成30年12月19日（水） 1.生理学改訂第4版について 担当理事1名

14：00～16：00 他15名

芝パークホテル

東京都港区芝公園1-5-10

3.リハビリテーション医学改訂第４版について

4.社会保障制度と柔道整復師の職業倫理について

5.競技者の外傷予防に関する対応教科書について

6.柔道整復学理論編第６版の増刷について

7.関係法規について

8.教科書紙質について

9.その他

平成31年3月12日（火） 1.電子書籍について 担当理事1名

14：00～16：00 2.生理学 第4版(南江堂)教科書の改訂について 他39名

芝パークホテル

東京都港区芝公園1-5-10

8.教科書の紙質について

9.その他

上記委員会開催の他、

・教科書（社会保障制度と柔道整復師の職業倫理対応教科書）作業部会

13：00～15：00 東京医療専門学校代々木校舎

・教科書委員会小委員会

13：00～17：00 学校協会

13：00～15：30 東京医療専門学校代々木校舎

（３）制度委員会

平成30年7月13日（金） 1.平成30年度入学者アンケート調査について 担当理事1名

14：00～15：40 2.会員校名簿について 他14名

学校協会 3.平成30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30年10月16日（火） 1.平成30年度研修会について 担当理事1名

14：00～16：00 2.入学者アンケートについて 他6名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

出席状況開催日時・場所 検討事項等

4.柔道整復術適応の臨床判断(専門分野)(南江堂)対応教
科書について

5.社会保障制度と柔道整復師の職業倫理(医歯薬出版)に
関する対応教科書について

6.競技者の外傷予防(医歯薬出版)に関する対応教科書に
ついて

7.リハビリテーション医学 (南江堂)教科書の改訂第4版に
ついて

3.新教育課程実施に関するアンケート、施術管理者の要
件に関するアンケート

平成30年8月24日（金）

平成30年11月26日（火）

平成30年12月3日（月）

3.医療の中の柔道整復(専門基礎科目)(南江堂)教科書に
ついて

2.柔道整復術の適応（専門基礎科目）対応教科書、柔道
整復術適応の臨床判断（専門分野）対応教科書の名称に
ついて
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平成31年1月31日（木） 1.平成30年度事業報告について 担当理事１名

13：30～14：00 2.平成31年度予算計画について 他38名

芝パークホテル 3.その他

東京都港区芝公園1-5-10

上記委員会開催の他、

（４）柔道委員会

平成30年5月23日（水） 1.大会の係・部署について 担当理事1名

14：00～16：00 2.大会の係員分担について 他18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30年6月20日（水） 1.全国柔道大会組合せ抽選 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.その他

東京都港区芝公園1-5-10

平成30年9月12日（水） 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16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11月22日（木） 1.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41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及び試験委員会合同会議（特別委員会）

平成30年11月12日（月） 1.次年度講習会について 委員長2名他9名

14：00～16：15 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

Ⅰ部　「文部科学省の最新動向～高等教育の無償化及び高大接続に対する専門学校への影響」
　全国柔道整復学校協会副会長　関口　正雄

Ⅱ部「中途退学者を予見し防止する支援策～教職員一丸となった退学予防～」
　株式会社”学び”代表取締役社長　寺裏　誠司

・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31
年1月31日（木）芝パークホテルで開催し、58名が参加した。

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51回柔道大会を、平成30年8月22日（水）東京武道館にて、
男女合わせて41校（非会員6校を含む）選手391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。
　2020年の柔道大会北海道開催について、平成30年12月1日（土）担当理事と委員長が北海道柔道連盟、北海
道高体連柔道専門部を訪問し、審判員・係員の依頼、会場設営等大会準備にあたり必要な事項の打合せを
行った。

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運営委員会（特別委員会）

・運営小委員会

平成30年12月5日（水） 14：30～ 学校協会

（7）専科教員認定講習会試験委員会（特別委員会）

平成30年4月9日（月） 1.受講試験問題の策定について 委員長他5名

13：00～15：10 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年5月14日（月） 1.受講試験の採点について 会長

14：00～15：30 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30年9月10日（月） 1.修了試験問題の策定について 委員長他5名

13：00～16：15 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年9月25日（火） 1.大阪会場の修了試験合否判定について 会長

14：00～15：10 2.その他 委員長他5名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年10月1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31年1月25日（金） 1.2019年度の主管校・協力校について 会長

14：00～15：00 2.本委員会の役割について 委員長他2名

学校協会 3.次年度講習会受講試験について

東京都港区浜松町1-6-2 4.次年度講習会スケジュールについて

5.次年度試験委員会開催スケジュールについて

7.その他

（8）広報委員会（特別委員会）

平成30年4月17日（火） 1.「会報47号」目次について 担当理事1名

14：00～16：00 他7名

学校協会 3.ホームーページのリニューアルについて

東京都港区浜松町1-6-2 4.「我が街、見どころ・聞きどころ」の掲載順序について

5.「卒業生のキャリア」増刷希望集計報告

6.その他

出席状況開催日時・場所 検討事項等

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

6.次年度受講試験問題（柔道整復学理論50問）の割り当
て等について

2.「会報47号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について
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平成30年7月24日（火） 1.「会報48号」目次について 担当理事1名

15：00～17：00 他8名

学校協会 3.ホームーページのリニューアルについて

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

平成30年10月23日（火） 1.「会報49号」目次について 担当理事１名

14：00～16：00 他9名

学校協会 3.ホームーページのリニューアルについて

東京都港区浜松町1-6-2

平成30年12月11日（火） 1.ホームーページのリニューアルについて 担当理事１名

15：00～17：00 2.『柔道整復師の世界』リニューアルについて 他8名

学校協会 3.『卒業生のキャリア』追跡調査について

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

平成31年1月22日（火） 1.「会報50号」目次について 担当理事１名

14：00～16：00 他7名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

4.新ホームページの運用について

5.その他

（9）助成事業検討等委員会（特別委員会）

平成30年7月6日（金） 1.平成29年度助成事業の実績報告について 関係理事1名

13：00～15：00 2.平成30年度助成事業の交付申請について 他7名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

平成31年2月19日（火） 1.平成31年度助成事業について 担当理事１名

14：00～16：00 2.その他 他5名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

　学校協会の活動等について、わかりやすく理解してもらえるように、ホームページの体裁及び内容を一新した。
併せて、スマートフォンにも対応できるようにすると共に、セキュリティ対策（ＳＳＬ）の導入を図った。
　「柔道整復師の世界」をリーフレットとして作成し学校協会ホームページに掲載すると共に、昨年度初版を発刊
した卒後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、今年度は2千2百部増刷し会員校を通じ各方面に配布。
　また、平成29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。

2.「会報48号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について

2.「会報49号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について

2.「会報50号」の「我が街、見どころ・聞きどころ」について

3.2017年度版リーフレット及び卒業生キャリアの冊子の改
訂について

4.その他

　上記委員会開催の他、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60回教員研修会において平成29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30年7月6日（金）15：00～16：30
　２．場　所　　学校協会
　３．出席者　　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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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３０年　６月　３日（日） 自　平成３０年　６月　２日（土）

至　平成３０年１０月２０日（土） 至　平成３０年１０月１３日（土）

2）時間 ６月３日 １１：３０～１６：４０ ６月２日 １５：３０～２０：５０

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

（協力校） （協力校）

学校法人呉竹学園　東京医療専門学校

4）会場

5）開講式 平成３０年　６月　３日（日） 平成３０年　６月　２日（土）

東京メディカル・スポーツ専門学校 森ノ宮医療学園専門学校

6）受講者 ４２名 ２８名

7）修了者 ４２名 ２８名

8）閉講式 平成３０年１０月２０日（日） 平成３０年１０月１３日（土）

東京メディカル・スポーツ専門学校 森ノ宮医療学園専門学校

　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30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。

平成30年度専科教員認定講習会実施概要

西日本会場（大阪）東日本会場（東京）区分

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポー
ツ専門学校

学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園
専門学校

学校法人平成医療学園 平成医療学園専
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

学校法人創志学園 日本健康医療専門学
校

学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園
専門学校

学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポー
ツ専門学校
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○ 専科教員認定講習会受講試験改善検討会議

平成30年12月3日（月） 1.受講試験の改善について 会長、副会長2名

11：00～14：30 2.その他 理事2名

学校協会 事務局長、事務局員

東京都港区浜松町1-6-2

平成31年1月15日（火） 1.受講試験の改善について 会長、副会長

10：00～12：00 2.その他 理事1名

学校協会 事務局長、事務局員

東京都港区浜松町1-6-2

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

　近年、受講者数は漸減傾向であり、地域によっては専科教員不足が危惧されている。これについては、指導
者養成の一端を担う学校協会にとって切実な問題であることから、次年度の受講者選抜方法について、筆記
試験だけでは図れない教員としての資質や意欲、経験や技術など多面的に評価できるよう改善を図るととも
に、その一環として受講申請手続きについても見直しをおこなった。
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2. 「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60回）

（1）日　時 平成30年8月18日（土）、19日（日）

（2）会　場 品川プリンスホテル アネックスタワー５階

（3）主　催 公益社団法人　全国柔道整復学校協会

（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　東京都柔道整復師会

（6）主　管 学校法人敬心学園 日本医学柔整鍼灸専門学校

（7）受講者 396名

（8）研修会

１日目

　　○講演1 「アクティブ・ラーニングの実践について　〜明日から実践できるAL〜」

講演者 寺裏　誠司

座　 長 岸本　光正（日本医学柔整鍼灸専門学校　副校長）

　　○分科会テーマ１ 「夢を実現できる学生の育成を目指して」

講演者 木野村　雅子（学校心理士・ガイダンスカウンセラー）

座　 長 中村　幹佑（日本医学柔整鍼灸専門学校　教務委員長）

　　○分科会テーマ２ 「骨折・脱臼の一人整復法」

講演者 増田　哲男（日本医学柔整鍼灸専門学校　研究開発部長）

座　 長 奥田　久幸（日本医学柔整鍼灸専門学校　校長）

　　○分科会テーマ３ 「ワーキンググループ〜学外臨床実習について〜」

講演者 楠本　高紀（学校法人葛谷学園　中和医療専門学校　校長）

座　 長 本澤　光則（全国柔道整復学校協会　教員研修等委員会　委員長）

　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。

株式会社学び　代表取締役／一般社団法人アクティブ・ラーニング協会　理事 アクティ
ブ・ラーニング認定ファシリテーター／一般社団法人大学支援機構　理事
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　　○ポスターセッション発表内容紹介

・ 高電圧治療器による血液循環の改善について （日本工学院八王子専門学校）

・

・ 柔道整復師による柔道救護活動の質向上についての考察 （米田柔整専門学校）

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

・

・ 変形性膝関節症患者に対するバランス機能の評価（北信越柔整専門学 ）

・

・

・ 接骨院で使用する物理療法機器の衛生調査（環太平洋大学）

・ 光線療法機器の学生実習指導（北信越柔整専門学校）

・ 「包帯巻き器」自作でコストダウン（北信越柔整専門学校）

　２日目

　　○講演２ 「知っておいてほしいアンチ・ドーピングの知識」

講演者 清水　　顕（医療法人社団SKAY しみず整形外科リハビリクリニック　理事長）

座   長 木下　美聡（日本医学柔整鍼灸専門学校　フロンティア推進部長）

　　○講演３ 「スポーツ選手とスポーツトレーナーとしての柔道整復師の関わりについて」

講演者 立石　 　諒（ロンドンオリンピック競泳銅メダリスト）

高谷　惣亮（2014年レスリングフリースタイル世界選手権銀メダリスト）

黄海　匡士（朝日医療大学校　キャリア支援センター長補佐）

ロンドン五輪、北京五輪競泳日本代表帯同トレーナー

日本医学柔整鍼灸専門学校　特任講師　メディカルトレーナー育成部長

座長兼任

仙腸関節に対する圧刺激が体表面温度に及ぼす影響について （明治東洋医学院専門学校、明
治国際医療大学）

放課後等デイサービスにおける柔道整復師の関わりについて（信州医療福祉専門学校、名古屋
医専）

女子サッカー選手の生体機能に対する月経周期の影響（明治国際医療大学保健医療学部柔道
整復学講座、医学教育センター生理学教室）

レニン-アンギオテンシン（RA）系は変形性関節症における関節軟骨変性を増悪させる（平成医療
学園専門学校、森ノ宮医療学園専門学校柔道整復学科、森ノ宮医療大学保健医療学研究科）
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○ 柔道整復師臨床実習指導者講習会

平成30年4月8日（日）、4月15日（日）

開催主管：呉竹鍼灸柔整専門学校

横浜市港北区新横浜２－７－２４

平成30年4月28日（土）～4月30日（祝）

開催主管：履正社医療スポーツ専門学校

大阪市淀川区十三本町３－４－２１

平成30年4月29日（日）～4月30日（祝）

開催主管：北信越柔整専門学校

金沢市山の上町５番５－２号

平成30年5月6日（日）、5月13日（日）

開催主管：呉竹医療専門学校

さいたま市大宮区桜木町１－１８５－１

平成30年5月12日（土）～5月13日（日）

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8月4日（土）～8月5日（日）

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8月11日（祝）～8月12日（日）

開催主管：専門学校浜松医療学院

浜松市浜北区貴布祢２３２－３

平成30年9月16日（日）～9月17日（祝）

開催主管：仙台接骨医療専門学校

仙台市宮城野区福室３－４－１６

平成30年9月23日（日）～9月24日（祝）

開催主管：日本柔道整復専門学校

渋谷区桜丘町２０－１

平成30年10月7日（日）～10月8日（祝）

開催主管：福岡医療専門学校

 福岡市早良区祖原３－１

平成30年12月22日（土）～12月23日（日）

開催主管：東京メディカル・スポーツ専門学校

江戸川区西葛西３－１－１６ 

平成31年1月26日（土）～1月27日（日）

開催主管：福岡医療専門学校

 福岡市早良区祖原３－１

平成31年2月10日（日）～2月11日（祝）

開催主管：森ノ宮医療学園専門学校

 大阪市東成区中本４－１－８

開催日時・場所

講習時間16時間15分、講習実施担当者延べ10名に
より開催、受講修了者42名に修了証書を交付。

　臨床実習指導者の資質の向上及び臨床実習施設における適切な指導体制の確保を目的に、「柔道整復
師養成施設臨床実習指導者講習会開催指針」（平成29年3月31日付け医政発0331第56号）に則った内容
により講習会を開催。

内　　　　　容

講習時間17時間20分、講習実施担当者延べ9名に
より開催、受講修了者46名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ12名により
開催、受講修了者43名に修了証書を交付。

講習時間16時間15分、講習実施担当者延べ10名に
より開催、受講修了者43名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ15名により
開催、受講修了者17名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ13名により
開催、受講修了者32名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ8名により開
催、受講修了者49名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ8名により開
催、受講修了者32名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ17名により
開催、受講修了者41名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ17名により
開催、受講修了者40名に修了証書を交付。

講習時間16時間20分、講習実施担当者延べ9名に
より開催、受講修了者37名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ16名により
開催、受講修了者25名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ16名により
開催、受講修了者25名に修了証書を交付。
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平成31年3月9日（土）～3月10日（日）

開催主管：関東柔道整復専門学校

  立川市曙町１－１３－１３

平成31年3月17日（日）、3月24日（日）

開催主管：ＩＧＬ医療福祉専門学校

  広島市安佐南区伴東１－１２－１８

平成31年3月21日（祝）、3月24日（日）

開催主管：九州医療スポーツ専門学校

北九州市小倉北区馬借１丁目１－２

平成31年3月23日（土）、3月24日（日）

開催主管：日本健康医療専門学校

台東区浅草橋３－３１－５

平成31年3月23日（土）、3月24日（日）

開催主管：赤門鍼灸柔整専門学校

仙台市青葉区荒巻青葉３３－１ 

講習時間16時間30分、講習実施担当者延べ6名に
より開催、受講修了者17名に修了証書を交付。

講習時間16時間5分、講習実施担当者延べ13名に
より開催、受講修了者32名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ6名により開
催、受講修了者23名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ16名により
開催、受講修了者37名に修了証書を交付。

講習時間16時間、講習実施担当者延べ10名により
開催、受講修了者22名に修了証書を交付。
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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

合計（会員校４校、非会員校２校） ２，７６６千円

6 明治国際医療大学 その他の研究 ４５８千円

4 四国医療専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ４９５千円

5 日本総合医療専門学校 柔道整復師の教育に関する分野 ３８２千円

柔道整復師の職域に関する分野2 明治東洋医学院専門学校 ４９７千円

3 森ノ宮医療学園専門学校 柔道整復教育器財の開発に関する分野 ４６１千円

最高１校当たり
５００千円限度

1 北信越柔整専門学校 柔道整復師の職域に関する分野 ４７３千円

№ 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

内
訳

会員校 ４校 ④交付決定額（Ｃ） ２，７６６千円

非会員校 ５校 ⑤差引予算残額（Ａ-Ｃ） ２，２３４千円

　学校運営改善等助成事業助成金交付審査会を経て、平成30年7月24日付で下記のとおり研究助成金の交
付を行った。

　また、教員研修等委員会と共同で、平成29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交付申請額（Ｂ） ４，２７１千円

23



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５１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30年8月２２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

（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37校　　女子25校

（6）表　彰

了德寺学園医療専門学校

関西医療学園専門学校

米田柔整専門学校

北海道柔道整復専門学校

東京柔道整復専門学校

北信越柔整専門学校

盛岡医療福祉専門学校

関東柔道整復専門学校

新潟柔整専門学校

信州医療福祉専門学校

中和医療専門学校

朝日医療専門学校広島校

了德寺学園医療専門学校

米田柔整専門学校

明治東洋医学院専門学校

臨床福祉専門学校

福岡医療専門学校

東洋医療専門学校

平成医療学園専門学校

中和医療専門学校

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、準優勝校、３位校より各１名。

宮西　夏希

個　人　表　彰

山本　健太郎

川端　啓介

田中　郁弥

岡山　秀人

筒井　大介

嶋　嶺汰

今田　遼太郎

最優秀選手 優秀選手

池田　楓

田中　佐和

針原　芽生

簗田　千晴

岡本　夏純

３　位

菊池　優充

木次　達也

齋藤　悠二

緒方　亜香里

白波　優海

優　 勝

準優勝

３　位

３　位

優　 勝

優　 勝

準優勝

３　位

３　位

優　 勝

　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41校（非
会員校6校を含む）選手391名の参加を得て、次のとおり開催した。

１
部

男
子

学　校　名

団　体　表　彰

１
部

女
子

２
部

２
部

３
部

準優勝

３　位

３　位

優　 勝

井口　雄司

佐藤　翔太

水澤　亞廉

黒田　拓海

山下　純平

脇坂　千明

関岡　美雪

準優勝

３　位

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： 太田　翔

〃 受： 阿部　和也

呉竹医療専門学校 取： 神山　誠二

〃 受： 篠﨑　巧実

日本柔道整復専門学校 取： 榮　舜

〃 受： 志賀　凌平

米田柔整専門学校 取： 横井　佑剛

〃 受： 細川　貴裕

森ノ宮医療学園専門学校 取： 江川　のどか

〃 受： 森永　竹則

近畿医療専門学校 取： 小笠原　由子

〃 受： 永原　葵

関西医療科学専門学校 取： 山本　麗依采

〃 受： 稲垣　美里

講道館柔の形 赤門鍼灸柔整専門学校 取： 今間　椋子

〃 受： 阿部　裕香里

日本柔道整復専門学校 取： 松崎　リミ

〃 受： 関　瑞歩

米田柔整専門学校 取： 木野　愛華

〃 受： 早川　智子

〃 取： 足立　貴子

〃 受： 鈴木　琴蘭

〃 取： 手嶋　悠

〃 受： 竹内　慈乃
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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等

Ⅰ部　「文部科学省の最新動向～高等教育の無償化及び高大接続に対する専門学校への影響」
　全国柔道整復学校協会副会長　関口　正雄

Ⅱ部「中途退学者を予見し防止する支援策～教職員一丸となった退学予防～」
　株式会社”学び”代表取締役社長　寺裏　誠司

　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ホームページで公表。

　学校協会の活動等について、わかりやすく理解してもらえるように、ホームページの体裁及び内容を一新し
た。併せて、スマートフォンにも対応できるようにすると共に、セキュリティ対策（ＳＳＬ）の導入を図った。

　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
31年1月31日（木）芝パークホテルで開催し、58名が参加した。

　会員校及び協力していただけた13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」を作成し、ホーム
ページで公表。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30年度専科教員認定講習会受講試験合格者の発表、第60回教員研修
会の開催・参加申込案内、第51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31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、平成30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30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２千２百部増刷し、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46～49号を発行。

２． 優秀卒業生表彰

昭和30年度優秀卒業生名簿

　柔道整復師学校養成施設カリキュラム改訂に伴う対応教科書として、「医療の中の柔道整復」、「施術の適応
と医用画像の理解」、「社会保障制度と柔道整復師の職業倫理」「競技者の外傷予」を新たに発刊。「リハビリ
テーション医学改訂第4版」を発刊すると共に、「生理学改訂第4版」の改訂作業を継続して行った。

　日本柔道整復専門学校 山﨑　瑠菜 坂井　禎良

　東京柔道整復専門学校 大塚　　侑 小石川　千波 工藤　沙也花

　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

横濱　菜織 多田　涼平

　大川学園医療福祉専門学校

　また、学校協会監修テキストの電子版化について検討を行い、新たに発刊。

盛岡医療福祉専門学校

　福島医療専門学校 後藤　啓太 志賀　慶太郎

　前橋東洋医学専門学校 力丸　沙樹

　仙台接骨医療専門学校 鈴木　皓太 渡邊　学

　赤門鍼灸柔整専門学校 沢石　健輔 中村　智紀

　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 戸澤　秀崇

　了德寺学園医療専門学校 養父　琴美 弓削田　尚尭

　東京医療専門学校 福永　裕介

　日本医学柔整鍼灸専門学校 野上　拓真 松下　謙吾

松本　太一 平岡　邦夫

　呉竹医療専門学校 篠﨑　巧実 丸山　文太

及川　隼人

　日本健康医療専門学校 伊藤　潤 池田　右弥

アルファ医療福祉専門学校 沼田　歩 鈴木　雅人

　東京メディカル・スポーツ専門学校 石井　駿介 田島　夏輝

　日本工学院八王子専門学校 遠藤　雄志

　臨床福祉専門学校 吉武　滉 太

　呉竹鍼灸柔整専門学校 芝原　建一 石川　妙

　関東柔道整復専門学校 山﨑　涼 㓛刀　大和

　新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校 平田　沙妃

東京医療福祉専門学校 中尾　亮一

　専門学校浜松医療学院 服部　啓太郎 鈴木　喬哉
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東洋医療専門学校

九州医療スポーツ専門学校

濱　　響 安田　光輝

永冨　憲輝 平井　亜沙美 馬原　孝浩

　中和医療専門学校 星野　凌平 西村　猛司

　北信越柔整専門学校 横山　瑛司

　米田柔整専門学校 間所　隆太 川口　潤 加藤　崇紘

　大阪行岡医療専門学校長柄校 村山　輝平

　明治東洋医学院専門学校 三宅　雅人 小田　圭朗

　信州医療福祉専門学校 小橋　学広 倉石　慎太郎

　関西医療学園専門学校 岡田　裕実 谷口　真輝

　履正社医療スポーツ専門学校 宇山　琴香 大﨑　黎

　近畿医療専門学校 北谷　文吾

　平成医療学園専門学校 中村　俊太 瀧田　裕美 上田　一平

　森ノ宮医療学園専門学校 山本　康平 木谷　昌輝 吉澤　友則

　ＩＧＬ医療専門学校 南　　 翔樹

　朝日医療専門学校広島校 廣岡　民緒 山田　優

　関西健康科学専門学校 山形　百香 寺光　豊仁 竹谷　秀一郎

　朝日医療大学校 山﨑　新太 千原　浩司

　福岡医健・スポーツ専門学校 金﨑　史弥 豊村　菜々美 小山　竜司

　福岡天神医療リハビリ専門学校 春日亀　裕也 後藤　寛大

　四国医療専門学校 森脇　一禎 朝倉　美貴

　福岡医療専門学校 堤　　 剛 田畑　翔

　九州医療専門学校 市尾　架維 宮山　銀鈴

計 87名
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