
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務経験のある教員等による授業科目の配置 

  



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 

分野 科目名 単位数 時間数 

専門基礎分野 

人体の構造と機能 
解剖学Ⅰ 2 60 

解剖学Ⅳ 1 30 

疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 

臨床医学総論 2 60 

臨床医学各論Ⅱ 1 30 

リハビリテーション医学 2 60 

衛生・公衆衛生学 2 60 

保健医療福祉とはり及びきゅうの理念 

医療概論 1 30 

社会保障制度及び職業倫理 1 30 

関係法規 1 30 

専門分野 

基礎はり学 基礎きゅう学 

東洋医学概論Ⅰ 2 60 

東洋医学概論Ⅱ 1 30 

経絡経穴概論Ⅰ 2 60 

経絡経穴概論Ⅱ 1 30 

はりきゅう理論Ⅰ 2 60 

はりきゅう理論Ⅱ 1 30 

東洋医学臨床論Ⅰ 2 60 

東洋医学臨床論Ⅱ 2 60 

スポーツ鍼灸学 2 60 

鍼灸臨床教育Ⅰ（病態生理学/生体観察） 2 60 

鍼灸臨床教育Ⅱ 1 30 

鍼灸臨床教育Ⅲ 2 60 

はりきゅう適応の判断Ⅰ 1 30 

はりきゅう適応の判断Ⅱ 1 30 

社会はり学 社会きゅう学 社会はりきゅう学 2 60 

実習 

はり基礎実技Ⅰ 2 60 

はり基礎実技Ⅱ 1 30 

きゅう基礎実技Ⅰ 2 60 

きゅう基礎実技Ⅱ 1 30 

はりきゅう応用実技Ⅰ 2 60 

はりきゅう応用実技Ⅱ 2 60 

はりきゅう応用実技Ⅲ 

（臨床実習前施術実技） 
2 60 

はりきゅう臨床実技Ⅰ 2 60 

はりきゅう臨床実技Ⅱ 2 60 

はりきゅう臨床実技Ⅲ（手技物理療法） 1 30 



はりきゅう臨床実技Ⅳ 1 30 

臨床実習 臨床実習 4 180 

専門分野 総合領域 

総合領域Ⅰ 

（スポーツトレーナー） 
2 60 

総合領域Ⅱ 

（あはき史、医学史等を含む） 
1 30 

総合領域Ⅲ（西洋医学系） 1 30 

総合領域Ⅳ（東洋医学系） 1 30 

総合領域Ⅴ（西洋医学系） 2 60 

総合領域Ⅵ（西洋医学系） 1 30 

総合領域Ⅶ（東洋医学系） 1 30 

総合領域Ⅷ（経絡経穴学） 1 30 

教育演習 鍼灸臨床に必要な知識の習得を目的とする 教育演習Ⅰ（統合医療・アロマ） 1 30 

                                     45科目         70単位  2160時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                専科教員の実務経験 

氏名 資格・実務経験 担当科目 

杉若 晃紀 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

附属施術所院長・施術管理者・臨床担当 

（公社）日本鍼灸師会会員・代議員 

（一社）大分県鍼灸マッサージ師会会員・理事 

大分市鍼灸マッサージ師会会員・元理事 

（公社）全日本鍼灸学会会員・九州支部学術委員 

解剖学Ⅰ 

解剖学Ⅳ 

社会保障制度及び職業倫理 

経絡経穴概論Ⅰ 

経絡経穴概論Ⅱ 

スポーツ鍼灸学 

鍼灸臨床教育Ⅲ 

はり基礎実技Ⅱ 

きゅう基礎実技Ⅱ 

はりきゅう応用実技Ⅰ 

はりきゅう臨床実技Ⅰ 

はりきゅう臨床実技Ⅱ 

はりきゅう臨床実技Ⅲ 

臨床実習 

総合領域Ⅶ（東洋医学系） 

神園 恭一 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

附属施術所にて臨床担当    

（公社）日本鍼灸師会会員 

（一社）大分県鍼灸マッサージ師会会員 

大分市鍼灸マッサージ師会会員・元理事 

東洋医学臨床論Ⅰ 

東洋医学臨床論Ⅱ 

鍼灸臨床教育Ⅱ 

はり基礎実技Ⅰ 

はりきゅう応用実技Ⅰ 

はりきゅう応用実技Ⅲ（臨床実習前施術実技） 

はりきゅう臨床実技Ⅱ 

はりきゅう臨床実技Ⅳ 

臨床実習 

 

木場 由衣登 

はり師・きゅう師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

附属施術所にて臨床担当    

（公社）日本鍼灸師会会員 

（一社）大分県鍼灸マッサージ師会会員 

大分市鍼灸マッサージ師会会員・元理事 

医療概論 

関係法規 

東洋医学概論Ⅰ 

東洋医学概論Ⅱ 

はりきゅう応用実技Ⅱ 

はりきゅう臨床実技Ⅳ 

臨床実習 

総合領域Ⅱ（あはき史・医学史等を含む） 

総合領域Ⅳ（東洋医学系） 

総合領域Ⅶ（東洋医学系） 

総合領域Ⅷ（経絡経穴学） 

教育演習Ⅰ（統合医療・アロマ） 



市橋 香澄 

はり師・きゅう師・柔道整復師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

 

臨床医学各論Ⅱ 

衛生・公衆衛生学 

鍼灸臨床教育Ⅰ（病態生理学 / 生体観察） 

はりきゅう適応の判断Ⅰ 

はりきゅう適応の判断Ⅱ 

社会はりきゅう学 

はりきゅう臨床実技Ⅱ 

はりきゅう臨床実技Ⅲ（手技・物理療法） 

はりきゅう臨床実技Ⅳ 

臨床実習 

総合領域Ⅰ（スポーツトレーナー） 

総合領域Ⅵ（西洋医学系） 

 

平山 慶一 

はり師・きゅう師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

附属施術所にて臨床担当    

（公社）日本鍼灸師会会員 

（一社）大分県鍼灸マッサージ師会会員 

大分市鍼灸マッサージ師会会員・元理事 

臨床医学総論 

はりきゅう理論Ⅰ 

はりきゅう理論Ⅱ 

きゅう基礎実技Ⅰ 

はりきゅう臨床実技Ⅱ 

はりきゅう臨床実技Ⅳ 

臨床実習 

総合領域Ⅲ（西洋医学系） 

 

伊藤 彩花 

はり師・きゅう師 

あはき養成施設教員資格 

養成施設での教育経験 5年以上 

病院または治療院における臨床経験 5年以上 

附属施術所にて臨床担当    

（公社）日本鍼灸師会会員 

（一社）大分県鍼灸マッサージ師会会員 

大分市鍼灸マッサージ師会会員・理事 

リハビリテーション医学 

社会保障制度及び職業倫理 

鍼灸臨床教育Ⅲ 

はり基礎実技Ⅱ 

きゅう基礎実技Ⅱ 

臨床実習 

総合領域Ⅴ（西洋医学系） 

 

 

 


