
令和３年度事業報告書

自　令和３年４月　１日

至　令和４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 谷口　和彦

副会長 関口　正雄　、　高山　雅行

理事 萩原　正和（～R3.9）　、　齊藤　秀樹　、　廣岡     聡　

田中　雅博　、　大麻　正晴　、伊藤　　譲（R3.9～）

監事 米田　忠正　、　清水　尚道

 常設委員会

教育支援委員会

 教科書部会 齊藤　秀樹 部会長 三澤　圭吾（明治東洋医学院）

副部会長 西巻　英男（北海道柔道整復）

 教育開発部会 齊藤　秀樹 部会長 岡本　芳幸（明治東洋医学院）

副部会長 下村　　 康（㈱滋慶出版）

 教員研修等部会 萩原　正和 部会長 本澤　光則（日本工学院八王子）

齊藤　秀樹 副部会長 葉山　直史（森ノ宮医療学園）

 専科教員認定講習部会 萩原　正和 部会長 川口　央修（呉竹医療）

齊藤　秀樹 副部会長 北野　吉廣（平成医療学園）

広報・調査委員会 大麻　正晴 委員長 廣木　　 智（東京医療）

副委員長 田中　慎一（関西医療学園）

柔道委員会 廣岡　　 聡 委員長 早川　幸秀（東京医療）

副委員長 湊谷　知幹（京都医健）

組織運営委員会 田中　雅博 委員長 藤井　義巳（明治東洋医学院）

副委員長 竹中　　 宏（履正社医療）

顧　　　　　問

役　　　　　員

令和３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

委員（部）会名 担当理事 委員（部会）長・副委員（部会）長

櫻井　康司　、　坂本　　歩　、　武田　秀孝　、　碓井　貞成　、　坂本　正憲
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 特別委員会

齊藤　秀樹 委員長 杉山　直人（東京医療）

副委員長 秋津　知宏（明治東洋医学院）

田中　雅博 委員長 藤井　義巳（明治東洋医学院）

副委員長 廣木　　 智（東京医療）

業務執行理事　 関口　正雄

理事 高山　雅行

副会長　 坂本　　 歩

理事長 関口　正雄

理事 齊藤　秀樹

 令和3年

4月 1日 （木） 会員校入学式に会長名祝電（46校）

7日 （水） 柔道整復教育評価機構設立準備委員会：学校協会

16日 （金） 第1回理事会：学校協会等

日本柔道整復師との打合せ：日本柔道整復師会

23日 （金） 緊急理事会：学校協会等

第1回広報・調査委員会：学校協会等

26日 （月） 第1回「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会：学校協会等

27日 （火） 第1回柔道委員会：学校協会

28日 （水） 第1回教育支援委員会教科書部会：学校協会

5月 6日 （木） 緊急理事会：学校協会等

14日 （木） 会計監査（令和2年度）：学校協会

16日 （日） 専科教員認定講習会受講試験：東京医療専門学校、明治東洋医学院専門学校

18日 （火） 専科教員認定講習会受講試験合否判定会議：学校協会

19日 （水） 専科教員認定講習会受講試験合格発表：学校協会HP

20日 （木） 柔道委員会柔道大会会場下見：上尾市

27日 （木） 第2回柔道委員会：学校協会

28日 （金） 第2回理事会：学校協会等

6月 5日 （土） 専科教員認定講習会東日本会場開講式：東京医療専門学校

12日 （土） 専科教員認定講習会西日本会場開講式：明治東洋医学院専門学校

17日 （木） 第1回教育支援委員会教育開発部会：学校協会等

18日 （金） 第3回理事会：学校協会等

兼　　職

一般社団法人柔道整復教育評価機構

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等

「柔道整復師国家試験」模擬試験
実施検討委員会

学校協会創立３０周年記念事業準
備委員会

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接整復骨医学会
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18日 （金） 定時総会、会員協議会：フクラシア浜松町等

25日 （金） 緊急理事会：学校協会等（6月22日（火）～）

7月 9日 （金） 第1回学校協会社団設立30周年記念事業準備委員会：学校協会

12日 （月） 第2回教育支援委員会教科書部会：学校協会

15日 （木） 第1回教育支援委員会教員研修等部会：学校協会等

16日 （金） 第4回理事会：学校協会等

29日 （木） 第2回教育支援委員会教員研修等部会：学校協会等

30日 （金） 助成金交付審査会：学校協会等

第1回教育支援委員会専科教員認定講習部会：東京医療専門学校等

第2回広報・調査委員会：学校協会等

8月 7日 （土） 臨床実習指導者講習会：大川学園医療福祉専門学校（～8月8日（日））

26日 （木） 第1回組織運営委員会：学校協会等

27日 （金） 臨時理事会：学校協会等

9月 2日 （木） 第2回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

9日 （木） 第3回教育支援委員会教科書部会：学校協会

10日 （金） 第3回教育支援委員会教科書部会：学校協会

17日 （金） 第5回理事会：学校協会等

臨時総会：学校協会等

第5-2回理事会：学校協会等

20日 （月） 臨床実習指導者講習会：九州医療スポーツ専門学校（、9月23日（木））

21日 （火） 第3回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

25日 （土） 臨床実習指導者講習会：東京医療福祉専門学校（～9月26日（日））

27日 （月） 第4回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

10月 9日 （土） 臨床実習指導者講習会：京都医健専門学校（～10月10日（日））

14日 （木） 第6回理事会：札幌東急REIホテル（札幌市）

16日 （土） 専科教員認定講習会西日本会場閉講式：明治東洋医学院専門学校

17日 （日） 専科教員認定講習会東日本会場閉講式：東京医療専門学校

21日 （木） 緊急理事会：学校協会等（10月19日（火）～）

22日 （金） 第3回広報・調査委員会：学校協会等

11月 6日 （土） 臨床実習指導者講習会：東京医療専門学校（～11月7日（日））

9日 （火） 入会希望校現地訪問調査（専門学校沖縄統合医療学院）：浦添市

9日 （火） 第2回教育支援委員会教育開発部会：学校協会等

11日 （木） 第2回「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会：学校協会等

12日 （金） 日本柔道整復師との打合せ：日本柔道整復師会

15日 （月） 第5回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

17日 （水） 第3回教育支援委員会教員研修等部会：学校協会等

19日 （金） 第7回理事会：学校協会等

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等
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21日 （日） 全国柔道整復学校協会統一模擬試験実施（～12月22日（水））

27日 （土） 第63回教員研修会：スターゲイトホテル関西エアポート（～11月28日（日））

12月 9日 （木） 第4回教育支援委員会教科書部会：学校協会

10日 （金） 第4回教育支援委員会教科書部会：日本柔道整復師会

15日 （水） 第8回理事会：ホテルメルパルク東京

臨時総会、会員協議会：ホテルメルパルク東京

18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（～12月19日（日））

令和4年

1月 12日 （水） 第6回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

14日 （金） 第5回教育支援委員会教科書部会：講道館

18日 （火） 第4回広報・調査委員会：学校協会等

21日 （金） 臨時理事会：学校協会等

25日 （火） 第2回学校協会社団設立30周年記念事業準備委員会：学校協会

2月 7日 （月） 第7回教育支援委員会専科教員認定講習部会：学校協会

16日 （水） 第8回教育支援委員会専科教員認定講習部会、第5回広報・調査委員会

合同会議：学校協会

17日 （木） 第4回教育支援委員会教員研修等部会：学校協会等

18日 （金） 第9回理事会：学校協会等

3月 1日 （火） 会員校卒業式に会長名祝電（47校）

6日 （日） 第30回柔道整復師国家試験施行

8日 （火） 第5回教育支援委員会教科書部会：日本柔道整復師会

9日 （水） 第30回柔道整復師国家試験疑義問題検討会：学校協会

11日 （金）

18日 （金） 第10回理事会：学校協会等

臨時総会、会員協議会：学校協会等

20日 （日） 臨床実習指導者講習会：朝日医療大学校（～3月21日（月））

24日 （木） 第3回学校協会社団設立30周年記念事業準備委員会：学校協会

25日 （金） 第30回柔道整復師国家試験合格発表

28日 （月） 日本柔道整復師との打合せ：日本柔道整復師会

第30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

行事開催年月日 行　　事　　内　　容　　等
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第２　会議等

 （1）総会

令和3年6月18日（金） （議案） 正会員22名

14：00～15：30 1.令和2年度事業報告書（案）について （内ZOOM参加者12名）

フクラシア浜松町 2.令和2年度決算報告書（案）について 正会員欠席者24名

東京都港区浜松町1-22-5 3.令和2年度監査報告について （内委任状提出24名）

（ZOOM併用） 会員校教職員28名

（内ZOOM参加者26名）

（報告事項） 事務局4名

1.各委員会活動 （内ZOOM参加者3名）

2.関連団体

令和3年9月17日（金） （議案） 正会員23名

16：00～16：30 1.役員の選任について （内ZOOM参加者17名）

学校協会（ZOOM併用） （報告事項） 正会員欠席者23名

東京都港区浜松町1-6-2 （内委任状提出19名）

事務局1名

令和3年12月15日（水） （議案） 正会員18名

14：45～16：05 正会員欠席者29名

ホテルメルパルク東京 （内委任状提出29名）

東京都港区芝公園2-5-20 （報告事項） 会員校教職員10名

1.各委員会 事務局4名

2.関連団体

3.その他

令和4年3月18日（金） （報告事項） 正会員17名

15：00～15：20 1.令和4年度事業計画、収支予算 （内ZOOM参加者12名）

学校協会（ZOOM併用） 正会員欠席者30名

東京都港区浜松町1-6-2 会員校教職員21名

事務局等5名

（2）会員協議会

内　　　　　容

令和3年6月18日（金） 1.柔道整復養成施設を巡る諸問題（自由討論）

定時総会終了後

令和3年12月15日（水） 1.報告事項

臨時総会終了後 1)各委員会

2)関連団体等

令和4年3月18日（金） 1.報告事項

臨時総会終了後 1)各委員会

2)関連団体等

開催日時・場所 議事内容等 出席状況

４.入会金及び会費に関する規程の一部
　　改正について

臨
時
総
会

第
2
回

第
3
回

臨
時
総
会

定
時
総
会

開催日時・場所

臨
時
総
会

1.入会及び退会に関する規程改正について

2.令和2年度決算報告書の一部修正について

第
1
回
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（3）理事会

令和3年4月16日（金） （議案） 理事 7名

14：00～15：45 1.専科教員認定講習会の運営等について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用） 2.委員会委員人事について

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

3.関連団体等

4.その他

令和3年４月23日（金） （議案） 理事 8名

学校協会 監事 2名

東京都港区浜松町1-6-2

（電子メールによる協議）

令和3年5月6日（木） （議案） 理事 8名

学校協会 監事 2名

東京都港区浜松町1-6-2

（電子メールによる協議）

令和3年5月28日（金） （議案） 理事 8名

14：00～16：20 監事 1名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2 2.令和2年度監査報告について

3.特定費用準備資金の設定について

5.定時総会の開催について

7.今年度柔道大会について

8.柔道整復師教員養成課程の設置について

（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.関連団体等

4.その他

令和3年6月18日（金） （議案） 理事 7名

12：00～13：00 1.定時総会の運営について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用） 2.今年度教員研修会について

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.その他

出席状況開催日時・場所

緊
急
理
事
会

1.専科教員認定講習会受講試験内容の一部変
更について

1.令和2年度事業報告書案及び決算報告書案に
ついて

6.正会員入会申込に伴う入会事前審査委員会の
設置について

4.入会金及び会費に関する規程の改正について

議事内容等

1.専科教員認定講習会受講試験日等日程変更
について

緊
急
理
事
会

第
1
回
理
事
会

第
2
回
理
事
会

第
3
回
理
事
会
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令和3年6月25日（金） （議案） 理事 8名

学校協会 1.今年度教員研修会の日程等の変更について 監事 2名

東京都港区浜松町1-6-2

（電子メールによる協議

 令和3年6月22日(火)～）

令和3年7月16日（金） （議案） 理事 8名

14：00～16：00 1.創立30周年記念事業について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用） 2.特定資産の運用について

東京都港区浜松町1-6-2 3.理事会日程について

（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

3.関連団体等

4.その他

令和3年8月27日（金） （議案） 理事 7名

14：00～16：20 1.創立30周年記念事業について 監事 1名

学校協会（ZOOM併用） 2.正会員入会申込に伴う入会事前審査について

東京都港区浜松町1-6-2

4.特定資産の運用について

（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

令和3年9月17日（金） （議案） 理事 7名

14：00～16：00 1.臨時総会の運営について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

4.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

令和3年9月17日（金） （議案） 理事 7名

16：30～16：45 1.新役員の役割分担等について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

臨
時
理
事
会

緊
急
理
事
会

3.柔道整復教育評価機構自己点検シート（第一
次評価）について

第
4
回
理
事
会

第
5
回
理
事
会

2.柔道整復教育評価機構自己点検シート（第一
次評価）について

3.新型コロナウイルスワクチン接種奨励事業につ
いて

第
５
｜
２
回
理
事
会
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令和3年10月14日（木） （議案） 理事 8名

15：00～19：30 監事 1名

2.教員研修会の今後の在り方について

４.入会手続きの見直しについて

（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

令和3年10月21日（木） （議案） 理事 8名

学校協会 監事 2名

東京都港区浜松町1-6-2

（電子メールによる協議

 令和3年10月19日(火)～）

令和3年11月19日（金） （議案） 理事 8名

14：00～16：00 1.正会員の入会審査について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用） 2.入会及び退会に関する規程改正について

東京都港区浜松町1-6-2 3.令和2年度決算報告書の一部修正について

4.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

令和3年12月15日（木） （議案） 理事 7名

12：00～13：00 1.臨時総会・会員協議会の運営について 監事 2名

ホテルメルパルク東京 2.その他

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.その他

第
8
回
理
事
会

第
7
回
理
事
会

1.専門学校沖縄統合医療学院への現地訪問調
査について

札幌東急REIホテル

3.専科教員認定講習会の今後の在り方について第
6
回
理
事
会

1.学校協会監修教科書の今後の在り方について

北海道札幌市中央区南4
条西5-1

緊
急
理
事
会
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令和4年1月21日（金） （議案） 理事 8名

14：00～16：15 1.来年度専科教員認定講習会の開催について 監事 2名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

4.委員会委員人事について

5.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

令和4年2月18日（金） （議案） 理事 7名

14：00～16：05 1.令和4年度事業計画、収支予算の件 監事 2名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2 3.社団設立30周年記念事業の件

4.臨時総会の開催の件

（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

令和4年3月18日（金） （議案） 理事 7名

14：00～16：00 1.臨時総会の運営の件 監事 2名

学校協会（ZOOM併用） 2.遠隔授業に関するアンケートの件 監事 2名

東京都港区浜松町1-6-2 3.令和4年度理事会等開催日程の件

4.委員会委員交代の件

（報告事項）

1.代表理事の職務執行報告及び行事予定

2.その他

（4）会計監査

臨
時
理
事
会

2.現行のカリキュラム等に関するアンケート調査の
件

5.委員会委員候補者（柔道整復研修試験財団）
推薦依頼の件

第
10
回
理
事
会

2.学校協会監修教科書（2022年電子版）について

　谷口会長、米田、清水両監事及び株式会社アダムズが立ち合いの上、令和3年5月14日（木）14：00～15：00に
令和2年度会計監査を実施。

3.現行のカリキュラム等に関するアンケート調査に
ついて

第
9
回
理
事
会
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（5）第30回柔道整復師国家試験疑義問題検討会

令和4年3月9日（水）

11：00～13：00 会長他5名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

（6）柔道整復教育評価機構設立準備委員会

令和3年4月7日（水）

14：00～16：00 関口副会長他9名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

1.一般社団法人柔道整復教育評価機構（仮称）設立に向
けた具体的検討について

1.第30回柔道整復師国家試験における疑義問題に関する
検討

出席状況検討事項等

出席状況

開催日時・場所

検討事項等開催日時・場所

11



第３　委員会

 （1）教育支援委員会教科書部会

令和3年4月28日（水） 1.柔道整復理論改訂作業の進め方について 会長、理事1名

14：00～15：00 2.その他 他8名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年7月12日（月） 1.柔道整復理論改訂作業について 部会長他3名

10：00～13：30 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年9月9日（木） 1.柔道整復理論改訂作業について 会長、理事1名

14：00～17：00 2.その他 他2名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年9月10日（金） 1.柔道整復理論改訂作業について 会長、理事1名

10：00～15：00 2.その他 他3名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年12月9日（木） 1.柔道整復理論改訂作業について 会長、理事1名

10：30～16：30 2.その他 他4名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年12月10日（金） 1.柔道教科書の発刊について 会長、理事1名

10：00～11：30 ２.その他 他2名

日本柔道整復師会

令和4年1月14日（金） 1.柔道教科書の発刊について 会長、理事1名

13：00～14：30 ２.その他 他2名

講道館

令和4年3月8日（火） 1.柔道教科書の発刊について 理事1名

14：00～15：30 ２.その他 他3名

日本柔道整復師会

（2）教育支援委員会教育開発部会

令和3年6月17日（木） 1.今後の活動方針について 会長、理事1名

14：00～16：00 2.その他 他9名

学校協会(GoogleMeet遠隔)

東京都港区浜松町1-6-2

東京都文京区春日1-16-30

出席状況検討事項等

出席状況検討事項等

開催日時・場所

開催日時・場所

東京都台東区上野公園16-9

東京都台東区上野公園16-9
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令和3年11月9日（火） 1.教科書部会との連携について 理事1名

14：00～16：00 2.iPadについての使用アンケート結果報告について 他6名

学校協会(GoogleMeet遠隔) 3.電子教科書使用についての意見聴取

東京都港区浜松町1-6-2 4.国家試験キーワードの作成分担決定

5.各会員の多画面動画作成

（３）教育支援委員会教員研修等部会

令和3年7月15日（木） 1.令和２年度助成事業の実績報告について 理事1名

10：00～12：00 2.令和３年度助成事業の交付申請について 他4名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年7月29日（木） 1.第63回教員研修会について 理事1名

14：00～16：00 2.第64回教員研修会について 他8名

学校協会（ZOOM併用） 3.今後の教員研修会について

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和3年11月17日（水） 1.第63回教員研修会について 理事1名

14：00～16：00 2.第64回教員研修会について 他8名

学校協会（ZOOM併用） 3.今後の教員研修会開催方法について

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年2月17日（木） 1.第63回教員研修会について 理事1名

14：00～16：00 2.第64回教員研修会について 他11名

学校協会（ZOOM併用） 3.第65回教員研修会について

東京都港区浜松町1-6-2 4.来年度の助成事業について

5.その他

上記部会開催の他

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　　令和3年7月30日（金）10：30～11：40

2.場　 所　　学校協会（ZOOM併用）

3.出席者　　関口委員長他4名

（４）教育支援委員会専科教員認定講習部会

令和3年7月30日（金） 理事1名

13：30～15：30 他9名

2.その他

令和3年9月2日（木） 1.修了試験問題の策定について 委員2名

13：00～15：15 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

東京医療専門学校（ZOOM併用）

東京都渋谷区代々木1-55 

1.新型コロナウイルス感染拡大における講義実施につい
て

検討事項等 出席状況

出席状況開催日時・場所 検討事項等

開催日時・場所
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令和3年9月21日（火） 1.東京会場の修了試験採点について 委員2名

13：30～14：00 2.その他

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年9月27日（月） 1.大阪会場の修了試験採点について 理事1名

14：00～14：30 2.その他 他2名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年11月15日（月） 1.各会場毎の講習会カリキュラムの分担について 理事1名

14：00～15：10 2.規約の改正について 他9名

学校協会 3.試験委員会・運営委員会のスケジュールについて

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年1月12日（水） 理事1名

14：00～14：30 2.受講試験問題割り振りについて 他4名

学校協会 3.次年度の委員会の日程について

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年2月7日（月） 理事1名

14：00～15：30 2.改正規約の確認 他4名

学校協会 3.試験委員会・運営委員会のスケジュールの確認

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年2月16日（水） 理事2名

14：00～15：00 2.その他 他8名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

上記部会開催の他

受講試験合否判定会議を開催した。

1.日　 時　　令和3年5月18日（火）15：00～

2.場　 所　　学校協会

3.出席者　　谷口会長、関口副会長、高山副会長、萩原理事、齊藤理事

（5）広報・調査委員会

令和3年4月23日（金） 1.広報業務について 理事1名

14：00～15：10 他9名

学校協会（ZOOM併用） 3.その他

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年7月30日（金） 1.広報業務について 理事1名

14：00～15：35 他9名

学校協会（ZOOM併用） 3.その他

東京都港区浜松町1-6-2

1.各会場毎の講習会カリキュラムの摺り合わせについて

2.調査業務について

2.調査業務について

1.令和4年度 専科教員認定講習会 広報について

開催日時・場所 検討事項等 出席状況

1.受講試験問題作成方法について
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令和3年10月22日（金） 1.広報業務について 理事1名

14：00～15：43 他9名

学校協会（ZOOM併用） 3.その他

東京都港区浜松町1-6-2

令和4年1月18日（火） 1.広報業務について 理事1名

14：00～16：06 2.調査業務について 他9名

学校協会（ZOOM併用） 3.その他

東京都港区浜松町1-6-2

令和4年2月16日（水） 理事2名

14：00～15：00 2.その他 他8名

学校協会（ZOOM併用）

東京都港区浜松町1-6-2

（6）柔道委員会

令和3年4月27日（火） 1.大会開催について 会長、理事1名

14：00～16：00 2.係・部署について 他6名

学校協会 3.その他

東京都港区浜松町1-6-2

令和3年5月27日（木） 1.大会開催について 会長、理事1名

14：00～16：00 他6名

学校協会

東京都港区浜松町1-6-2

（7）組織運営委員会

令和3年8月26日（木） 1.創立30周年記念事業について 理事1名

13：25～14：30 2.会員校名簿の作成について 他7名

学校協会（ZOOM併用） 3.研修会について

東京都港区浜松町1-6-2

（8）「柔道整復師国家試験」模擬試験実施検討委員会（特別委員会）

令和3年4月26日（月） 1.模擬試験アンケート回答結果の検討 会長、理事1名

14：00～15：25 2.模擬試験実施方法の検討 他１０名

学校協会（ZOOM併用） 3.今後の予定

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和3年11月11日（木） 1.模擬試験実施方法について 理事1名

15：00～16：00 2.収集データの内容について 他3名

学校協会（ZOOM併用） 3.今後の予定

東京都港区浜松町1-6-2

2.調査業務について

1.令和4年度 専科教員認定講習会 広報について

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

開催日時・場所 検討事項等 出席状況
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（9）学校協会社団設立３０周年記念事業準備委員会（特別委員会）

令和3年7月9日（金） 1.３０周年記念事業について 副会長1名

14：00～16：00 2.制作物について 理事1名

学校協会 3.表彰について 他7名

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年1月25日（火） 1.広報・調査委員会の制作物進捗状況について 副会長1名

14：00～16：00 2.準備項目の整理について 理事1名

学校協会 3.今後の準備スケジュールについて 他7名

東京都港区浜松町1-6-2 4.その他

令和4年3月24日（木） 1.制作物進捗状況について 副会長1名

13：30～16：00 2.委員会検討事項に対する理事会意見について 理事1名

学校協会 3.招待状、案内先等について 他7名

東京都港区浜松町1-6-2 4.運営組織について

5.今後の準備スケジュールについて

6.その他

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

　その後、専科教員認定講習会のカリキュラムに係る、

・柔道整復師養成施設指定規則ならびに国家試験出題基準と合致していない。

・一般的な教育実習と専科教員認定講習会のカリキュラムの教育実習との実施方法にも乖離がある。

1）期間 自　令和３年　６月　５日（土） 自　令和３年　６月１２日（土）

至　令和３年１０月１７日（日） 至　令和３年１０月１６日（土）

2）時間 ６月５日 １４：００～２０：００ ６月８日 １４：００～２０：００

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 東京医療専門学校 明治東洋医学院専門学校

（協力校） （協力校）

新宿医療専門学校 関西医療学園専門学校

東京柔道整復専門学校 森ノ宮医療学園専門学校

4）会場 東京医療専門学校 明治東洋医学院専門学校

5）開講式 令和３年　６月　５日（土） 令和３年　６月１２日（土）

東京医療専門学校 明治東洋医学院専門学校

6）受講者 ２６名 ２３名

　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。

　令和3年度は、東日本会場（東京）及び西日本会場（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。

令和3年度専科教員認定講習会実施概要

区分 東日本会場（東京） 西日本会場（大阪）

・次回のカリキュラム改定では履修時間数は上限(看護師を参考)と考えられるが、その時間内で最大４単位
　(PTの8単位を参考)までの臨床実習が組み込まれる可能性はある。

・コロナ禍の終息に見通しが立たない中で、対面形式の講義は実施が困難な可能性も鑑みて、専科教員認
　定講習会の実施にもWebなどを活用した方式や、グループワークの実施なども検討しておく必要がある。

等の問題点を解消するため、教育支援委員会専科教員認定講習部会でカリキュラム改正案を協議・構築
し、理事会の議を経て令和3年度の講習会から実施することとなった。

17



7）修了者 ２６名 ２３名

8）閉講式 令和３年１０月１７日（日） 令和３年１０月１６日（土）

東京医療専門学校 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）
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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63回）

（1）日　時 令和3年11月27日（土）、28日（日）

（2）会　場 スターゲイトホテル関西エアポート

（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

一般社団法人　柔道整復教育評価機構

公益社団法人　大阪府柔道整復師会

（6）主　管 学校法人履正社 履正社医療スポーツ専門学校

（7）受講者 245名

（8）研修会

１日目

　　○講演1 「遊びと研究ー後悔しない人生バランスー」

講演者 仲野　徹（大阪大学大学院　医学研究科　病理学教室　教授）

座　 長 釜谷　等（履正社医療スポーツ専門学校理事長）

　　○分科会

第１テーマ 「学生の臨床実習～重要性と課題～医学教育を例に」

講演者 榎本　英介（一般社団法人科学・政策と社会研修室　代表理事）

座   長 池尾　忠思（履正社医療スポーツ専門学校）

第２テーマ 「サードオピニオンや精査を必要とした症例の報告

～Ｘ線で判定困難であった骨折の工夫や他の症例等に対する対診の努力義務～」

講演者 河井　好照（河井接骨院　院長）

座   長 伊黒　浩二（森ノ宮医療学園大学　非常勤講師）

　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、毎年、教員研修会を開催している。

　第６３回教員研修会については、当初、大阪府立国際会議場で開催を計画（令和3年9月25日（土）、26日
（日））していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日程及び開催場所の変更をした。（令和
3年6月25日 緊急理事会）
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　　○ポスターセッション発表内容紹介

・ 手根骨の動きを利用した手根管症候群の症状改善方法（明治東洋医学院専門学校）

・ 身体活動量と精神的健康度の因果関係の確立（四国医療専門学校）

・ FileMakerサーバーを用いた柔道整復教育システムの開発（明治東洋医学院専門学校）

・ 睡眠の質が教職員・学生の身体的・精神的健康に与える影響について（四国医療専門学校）

・ 階段降段動作における中足趾関節の機能について（明治国際医療大学）

・ 柔道競技における外傷の実態（明治国際医療大学）

・ 足関節テーピングが歩行時重心動揺に及ぼす影響（常葉大学）

・ 柔道におけるすり足歩行の転倒防止効果－重心動揺に着目して－（常葉大学）

・ 超音波観察装置を使った野球肘と股関節の柔軟性の検証（平成医療学園専門学校）

・

・

　２日目

　　○講演２ 「ＰＤ-１の基礎研究、新しいがんの免疫療法の開発、

そして2018年のノーベル生理学賞」

講演者 石田　靖雄（奈良先端科学技術大学院大学　独立准教授）

座   長 伊藤　彰彦（近畿大学医学部B病理学講座　主任教授）

　　○講演３ 「死因究明は私たちの未来を創る」

講演者 松本　博志（大阪大学大学院　医学研究科　法医学教室　教授）

高折　洋（医療法人山紀会　山本第一病院　病院長）座   長

左第５中足骨基部裂離骨折における超音波画像の有用性と保存療法～早期社会復帰を目指して
～（平成医療学園専門学校）

柔道授業が精神に及ぼす影響　-養成学校生に対する認識調査を基にして-（東亜大学、平成医療
学園専門学校、宝塚医療大学、名古屋平成看護医療専門学校、日本体育大学）
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○ 柔道整復師臨床実習指導者講習会

令和3年8月7日（土）、8月8日（日）

開催主管：大川学園医療福祉専門学校

埼玉県飯能市下加治３４５

令和3年9月20日（月祝）、9月23日（木祝）

開催主管：九州医療スポーツ専門学校

福岡県北九州市小倉北区馬借１丁目１－２

令和3年9月25日（土）、9月26日（火）

開催主管：東京医療福祉専門学校

東京都中央区八丁堀１－１１－１１

令和3年10月9日（土）、10月10日（日）

開催主管：京都医健専門学校

京都府京都市中京区衣棚町５１－２

令和3年11月6日（土）、11月7日（日）

開催主管：東京医療専門学校

東京都渋谷区代々木１－５５学園ビル

令和3年12月18日（土）、12月19日（日）

東京都江戸川区西葛西３－１－１６

令和4年3月20日（日）、3月21日（月祝）

岡山県岡山市北区奉還町２－７－１

講習時間16時間25分、講習実施担当者延べ8名に
より開催、受講修了者18名に修了証書を交付。

開催日時・場所

講習時間16時間、講習実施担当者延べ7名により
開催、受講修了者14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した。

内　　　　　容

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19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6名に
より開催、受講修了者9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10名に
より開催、受講修了者15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7名により
開催、受講修了者37名に修了証書を交付。

開催主管：朝日医療大学校

開催主管：東京メディカル・スポーツ専門学校
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41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

　また、令和2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）交付決定状況（総括）

（2）交付決定額一覧

　学校運営改善等助成事業助成金交付審査会を経て、令和3年8月19日付で下記のとおり研究助成金の交
付を行った。

①交付申請校 6校 ③交付申請額（Ｂ） 2，980千円

内
訳

会員校 3校 ④交付決定額（Ｃ） 2，924千円

非会員校 3校 ⑤差引予算残額（Ａ-Ｃ） 2，076千円

柔道整復師の職域に関する分野

1 明治東洋医学院専門学校 柔道整復師の教育に関する分野 ５００千円

2 履正社医療スポーツ専門学校 ４４１千円

最高１校当たり
５００千円限度

№ 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

3 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

４８６千円

合計（会員校3校、非会員校3校） ２，９２４千円

4 常葉大学 柔道整復師の職域に関する分野 ５００千円

5 明治国際医療大学 柔道整復師の職域に関する分野 ４９７千円

6 宝塚医療大学 柔道整復師の職域に関する分野
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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５４回）

　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毎年開催している。

　令和3年度は、東京オリンピック開催に伴い東京武道館が使用できないため、埼玉県立武道館で開催を計
画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、止む無く開催を中止した。（令和3年5月28日
第2回理事会）
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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

　令和2度学校運営改善等助成事業助成金による研究紀要を掲載した。

○ 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の構成に関する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

○ 組織運営委員会主催セミナー

　令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため止む無く開催を中止した。

　会員校及び協力していただけた8校の非会員校に、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、ホームページ等で公表した。

　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。

　ホームページのニュースとして、柔道整復師学校養成施設倫理綱領及び令和4年度専科教員認定講習会
の開催案内を掲載した。

　「専科教員認定講習会」受講啓発用のPRポスターを作成し、会員校・非会員校（大学含む）及び都道府県
柔道整復師会に送付した。

　会員校及び協力していただけた16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、ホームページ等で公表した。

　インフォメーションとして、新型コロナウイルス感染症拡大防止等に関する行政庁からの各種通達、令和3年
度学校運営改善等助成事業の案内、令和3年度入学者の構成に関するアンケート調査結果報告、柔道整
復師臨床実習指導者講習会関連情報等を掲載した。

　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。

　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「卒業生のキャリア」を作成し、ホームページで公表した。
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Ⅱ　収益事業

1. 教科書監修

　柔道整復師学校養成施設カリキュラム対応教科書として「柔道整復学・理論編改訂第7版」を発刊した。

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58～61号を発行した。

２． 優秀卒業生表彰

北海道柔道整復専門学校 三浦　篤史 名古屋医健スポーツ専門学校 古江　哲也

北海道ハイテクノロジー専門学校 川崎　蓮 中和医療専門学校 竹村　駿

盛岡医療福祉スポーツ専門学校 伊藤　大知 北信越柔整専門学校 村山　公介

仙台接骨医療専門学校 寺島　成美 京都医健専門学校 山口　凱

赤門鍼灸柔整専門学校 大友　芽 関西医療学園専門学校 齊藤　快光

福島医療専門学校 渡邉　高志 大阪行岡医療専門学校長柄校 藪内　啓嗣

中央スポーツ医療専門学校 田口　拓実 明治東洋医学院専門学校 戸田　雄生

大川学園医療福祉専門学校 古内　貴光 平成医療学園専門学校 島田　侑弥

呉竹医療専門学校 昆　直毅 森ノ宮医療学園専門学校 柴谷　こころ

日本柔道整復専門学校 水澤　愛理 履正社医療スポーツ専門学校 山内　あおい

東京柔道整復専門学校 金　希亮 近畿医療専門学校 川合　浩司

東京医療専門学校 山本　祐太 東洋医療専門学校 岡垣　俊亮

日本医学柔整鍼灸専門学校 土井　魁人 関西健康科学専門学校 石倉　ゆみ

了德寺学園医療専門学校 田仲　陸人 朝日医療大学校 萩原　悠也

東京メディカル・スポーツ専門学校 大川　峻平 ＩＧＬ医療福祉専門学校 細澤　麻希

日本工学院八王子専門学校 趙　   成龍 四国医療専門学校 福島　基椰

日本健康医療専門学校 森田　秀次 河原医療福祉専門学校 重松　永一

関東柔道整復専門学校 菊池　美菜穂 福岡医療専門学校 古賀　数洋

新宿医療専門学校 新井　裕太 福岡医健・スポーツ専門学校 川添　すず

アルファ医療福祉専門学校 平岡　謙治 福岡天神医療リハビリ専門学校 𠮷田　愛莉

東京医療福祉専門学校 長谷川　裕史 九州医療スポーツ専門学校 新井　寛都

呉竹鍼灸柔整専門学校 藤原　夕葵 九州医療専門学校 田中　唯菜

専門学校浜松医療学院 德永　晶也 専門学校沖縄統合医療学院 島津　彩華

米田柔整専門学校 本田　侑一郎

　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、学校協会賞の「表彰盾」を贈
呈し表彰した。

学　　　校　　　名 氏　　　　名 学　　　校　　　名 氏　　　　名

47名計

令和3年度優秀卒業生名簿
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Ⅳ　その他（法人会計）

１． 社団法人設立30周年記念事業

２． 「柔道整復師国家試験」模擬試験

３． 入学者の国家試験受験率及び退学状況に関するアンケート調査

４． 新型コロナウイルスワクチン接種奨励

　会員校の学生の修学意欲及び資質の向上、また学校運営にとって重要な学生の在籍率の向上に繋げる
べく、学生の修学状況を分析し把握するための基本データとして、国家試験の受験率及び退学の状況等に
ついてアンケート調査を実施（実施時期：令和３年11月13日～11月30日）し、結果を会員校間で共有した。

　会員校等の国家試験対策に役立てるため国家試験模擬試験を実施することとした。具体的には、このため
の特別委員会を新たに立ち上げ、模擬試験の現状及び実施時期等について会員校にアンケートを実施、こ
の結果を踏まえ模擬試験実施方法の検討を行うと共に11月から12月にかけて実施希望校毎に試験を実施し
た。模擬試験実施初年度の令和3年度は、計55校（会員校38校、非会員校17校）、2,294 名（会員校1,679
名、非会員校615名）が参加した。

　前年度に引き続き特別委員会を計3回開催し、記念事業（特別講演会、記念式典、記念祝賀会）実施に向
け具体的検討を行った。

　希望する柔道整復学科の生徒が早期に新型コロナウイルスワクチンを接種できるよう、その環境整備等を
行った会員校に対し一校当たり10万円を助成。27校より申請があり総額270万円を支給。
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