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公益社団法人 全国柔道整復学校協会 

厚 生 労 働 大 臣 指 定 

令和５年度柔道整復師専科教員認定講習会実施要領 

 

１．目 的   柔道整復師専科教員認定講習会（以下「講習会」という。）は、柔道整復師

学校養成施設指定規則（昭和４７年文部・厚生省令第２号）第２条第６号及

び別表第２の規定に基づき厚生労働大臣の指定を得て実施するものである。 

 

２．主催者   公益社団法人 全国柔道整復学校協会 

        〒105－0013 東京都港区浜松町１－６－２ 丸神ビル１階 

TEL：（03）5405-1690 FAX：（03）5405-3790 

 

３．会 場 

  

【東京会場／主管校】 学校法人敬心学園 日本医学柔整鍼灸専門学校 

 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場１－１８－１８ 

 TEL：（03）3208-7741 

（協力校） 学校法人花田学園 日本柔道整復専門学校 

 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町２０－１ 

 TEL：（03）3461-4740 

（協力校） 学校法人滋慶学園 東京メディカル・スポーツ専門学校 

 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西３－１－１６ 

 TEL：（03）5605-2930 

  

【大阪会場／主管校】 学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校 

 〒537-0022 大阪府大阪市東成区中本４－１－８ 

 TEL：（06）6976-6889 

（協力校） 学校法人平成医療学園 平成医療学園専門学校 

 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津７－１－１３ 

 TEL：（06）6454-2100 

（協力校） 学校法人明治東洋医学院 明治東洋医学院専門学校  

 〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町７－５３ 

 TEL：（06）6381-3811 

 ＊ 会場は受講試験実施要項の案内図を参照 
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４． 【東京会場】 開催期間 

   

令和５年６月３日（土曜日）から令和５年１０月１４日（土曜日）までの期間内で、下記に

定める時間とする。 

 

６月３日（土曜日） １４時００分～ ２０時００分 

 

土曜日       １３時３０分～ ２０時００分 

 

日曜日・祝祭日    ９時３０分～ １６時４０分 

           

開催月 回数 土曜日 日曜日 

６月 ８回 

※¹ ３日（開講式） ４日 

１０日 １１日 

１７日 １８日 

２４日    ２５日 

 

７月 １０回 

    １日 ２日 

８日 ９日 

１５日 １６日 

２２日 ２３日 

２９日  ３０日 

８月 ６回 

５日  ６日 

１９日 ２０日 

２６日    ２７日 

９月 ６回～７回 

    ２日    ３日 

 ９日 １０日 

１６日 １７日（予備日） 

※2  ３０日（修了試験）  

１０月 １～２回 
※3   ７日（追・再試験）  

１４日（閉講式）  

 

※¹ ６月３日の土曜日は１４時から２０時までとなります。 

※² ９月３０日の修了試験は１４時からの予定となります。 

※３ １０月７日の追・再試験は受験者のみ 
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【東京会場】 担当科目及び講師等一覧 

担当科目 講師氏名 講師の所属先 職 名 

教育原理 稲川 郁子 日本体育大学 准教授 

教育心理 小野寺 哲夫 東京保健医療専門職大学 准教授 

教育方法 

岡本 高宏 つるかめクリニック 医師 

矢郷 哲志 
東京医科歯科大学 

大学院保健衛生学研究科 
助教・博士（看護学） 

岡本 美和子 
日本体育大学 

児童スポーツ教育学部 
教授・博士（看護学） 

岡光 基子 
東京医科歯科大学 

大学院保健衛生学研究科 
准教授・博士（看護学） 

教育行政 神野 恵理 神奈川大学人間科学部 非常勤講師 

人体構造機能学 

木目 良太郎 東京医科大学 講師 

髙田 雄三 
帝京科学大学 医学教育ｾﾝﾀｰ 

大学院医療科学研究科 

ｾﾝﾀｰ長・教授 

博士（理学） 

加藤 達郎 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 非常勤講師 

衛生学・公衆衛生学 
今井 常彦 日本柔道整復専門学校 講師 

菊野 真理子 アスカクリニック 職員 

柔道整復術の適応 立花 新太郎 三宿病院 医師 

柔道整復師のための救急医学 中村 陽一 東邦大学 教授・医師 

整形外科学 今井 一博 東京大学病院 准教授・医師 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 古川 順光 東京都立大学 教授・博士（障害科学） 

医事制度及び法規 
谷口 和彦 

（公社）全国柔道整復学校協会 

明治東洋医学院専門学校 

会長 

理事長 

下地 秀和 日本柔道整復専門学校 専任教員 

柔道の歴史、柔道と柔道整復師 

下地 秀和 日本柔道整復専門学校 専任教員 柔道実技 

安全講習（救急救命法を含む） 

柔道整復学ⅰ 
春日 貴之 新宿医療専門学校 専任教員 

櫻井 唯太 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 専任教員 

柔道整復学ⅱ 
本澤 光則   

黒澤 紀雄 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 専任教員 

柔道整復学ⅲ 
稲川 郁子 日本体育大学 准教授 

米原 裕二 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 専任教員 

柔道整復学ⅳ 瑞泉 誠 
東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 

放送大学 
非常勤講師 

柔道整復学ⅴ 伊藤 新 上武大学 講師 

柔道整復ⅵ 三浦 光一 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 非常勤講師 

柔道整復術適応の臨床的判定 稲川 郁子 日本体育大学 准教授 

医用画像の理解 
川口 央修 呉竹学園法人本部臨床教育研究ｾﾝﾀｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

金井 英樹 金井接骨院 院長 

臨床実習指導者制度の理解 
瑞泉 誠 

東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 

放送大学 
非常勤講師 

千葉 竜一 株式会社 BEST ﾒﾃﾞｨｶﾙ 柔道整復師 
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５． 【大阪会場】 開催期間 

  

令和５年６月１０日（土曜日）から令和５年１０月２１日（土曜日）までの期間内で、下記

に定める時間とする。 

 

６月１０日（土曜日）１４時００分～ ２０時００分 

 

土曜日       １３時３０分～ ２０時００分 

 

日曜日・祝祭日    ９時００分～ １６時１０分 

          

 

開催月 回数 土曜日 日曜日 祝日 

６月 ６回 

  ※¹１０日（開講式） １１日  

１７日 １８日  

   ２４日 ２５日  

７月 １１回 

１日 ２日  

   ８日  ９日  

１５日 １６日 １７日（祝・月曜日） 

２２日 ２３日  

２９日 ３０日  

８月 ６回 

５日 ６日  

１９日 ２０日  

２６日 ２７日  

９月 ６回 

２日 ３日  

   ９日  １０日  

   １６日 １７日  

１０月 ２回～３回 

  ※²１日（修了試験）  

※３７日（追・再試験）   

２１日（閉講式）   

 

※¹ ６月１０日の土曜日は１４時から２０時までとなります。 

※² １０月１日の修了試験は１４時からの予定となります。 

※３ １０月７日の追・再試験は受験者のみ  

担当科目 講師氏名 講師の所属先 職 名 

高齢者の外傷予防技術 小関 孝雄 東京ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校 専任教員 

教育実習 
山口 竜彦 日本柔道整復専門学校 専任教員 

森下 友雄 日本医学柔整鍼灸専門学校 専任教員 
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【大阪会場】 担当科目及び講師等一覧 

 

担当科目 講師氏名 講師の所属先 職 名 

教育原理 石田 貴子 大阪成蹊大学 教授 

教育心理 北口 勝也 武庫川女子大学 教授 

教育方法 藤本 敦夫 大阪音楽大学 教授 

教育行政 藤本 敦夫 大阪音楽大学 教授 

人体構造機能学 
岡田 成賛 明治国際医療大学 教授 

髙岸 美和 関西医療大学 准教授 

衛生学・公衆衛生学 前川 佳敬 森ノ宮医療大学 教授 

柔道整復術の適応 月山 国明 月山クリニック 医師 

柔道整復師のための救急医学 吉岡 敏治 森ノ宮医療大学 教授 

整形外科学 月山 国明 月山クリニック 医師 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 鈴木 俊明 関西医療大学 教授 

医事制度及び法規 廣岡  聡 関西医療学園専門学校 専科教員 

柔道の歴史、柔道と柔道整復師 入江 浩正 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

柔道実技 入江 浩正 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

安全講習（救急救命法を含む） 入江 浩正 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

柔道整復学ⅰ 北野 吉廣 平成医療学園専門学校 専科教員 

柔道整復学ⅱ 藤原 清治 関西医療学園専門学校 専科教員 

柔道整復学ⅲ 岩重 尚人 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

柔道整復学ⅳ 三澤 圭吾 明治東洋医学院専門学校 専科教員 

柔道整復学ⅴ 神内 伸晃 明治東洋医学院専門学校 専科教員 

柔道整復ⅵ 小笠原 孝嗣 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

柔道整復術適応の臨床的判定 馬場 裕介 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

医用画像の理解 竹本 晋史 平成医療学園専門学校 専科教員 

臨床実習指導者制度の理解 葉山 直史 森ノ宮医療学園専門学校 専科教員 

高齢者の外傷予防技術 鈴木 俊明 関西医療大学 教授 

教育実習 北野 吉廣 平成医療学園専門学校 専科教員 
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６．受講資格  柔道整復師専科教員認定講習会受講試験に合格した者 

 

７．定  員  東京会場４０名、大阪会場４０名とする。 

 

８．受 講 料  ２００，０００円 

 

受講料の振込先 

振込み依頼者名は、受講者の氏名とする。 

受講料は合格通知を受け取ってから令和５年５月３１日（水曜日）までに指定口座に

振り込む。 

 

  【郵便振替口座】   口座番号  ００１８０－６－７７９４５８ 

             口座名称  公益社団法人 全国柔道整復学校協会 

                   （手数料受講者負担） 

 

９．講習科目及び時間数 

 

教職教育科目 専門基礎科目 専門科目 

科目 時間 科目 時間 科目 時間 

教育原理 ２０ 人体の構造と機能 柔道整復学 

教育心理 ２４ 解剖学・運動学・生理学 １８ 柔道整復学ⅰ ６ 

教育方法 １６ 疾病と障害 柔道整復学ⅱ １０ 

教育行政 ８ 衛生学・公衆衛生学 ８ 柔道整復学ⅲ ６ 

  柔道整復術の適応 ４ 柔道整復学ⅳ ８ 

  柔道整復師のための救急医学 ８ 柔道整復学ⅴ ８ 

  整形外科学 ８ 柔道整復学ⅵ ４ 

  リハビリテーション医学 ８ 柔道整復学演習 

   施術の適応 ２ 

  保険医療福祉と柔道整復の理念 医用画像の理解 ６ 

  医事制度および法規 １０ 超音波実習 ４ 

  ※ 柔道 ４ 臨床実習指導者制度の理解 １６ 

  ※ 安全講習 ６ 高齢者と競技者の外傷予防技術 ４ 

    教育実習 

    ※ 教育実習 ２ 

    ※ 模擬授業 ８ 

    ※ 現場実習 ２ 

小計 ６８ 小計 ７４ 小計 ８６ 

合計 ２２８時間 

 

※ こちらの科目は、所定時間数を全て満たさなければ修了試験を受験できません。 
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１０．修了試験の受験要件 

    以下の２つの要件を満たした者が修了試験を受験できる。 

    ・専門基礎科目の「柔道（安全講習を含む）」および専門科目の「教育実習（模擬授

業・現場実習を含む）」については所定時間数を全て満たすこと。 

    ・全科目を受講し、所定時間数の５分の４以上受講していること。 

 

１１．講習会修了の認定等 

    前記の修了試験に合格した者には修了証書を授与する。 

    修了試験に不合格の者は、当該年度に限り再試験を受験できる。 

 

１２．講習会に参加できない場合の受講料の返還 

    受講者が止むを得ない事情で講習会に参加できない場合、その事由を書面により受

講開始日前日までに提出した者には受講料を返還する。 


