
横浜医療専門学校

科目名 担当教員 配当学年 講義形式 単位時間 単位数 担当教員のおもな実務経験の内容
実務経験を生かした実践的な授業内容

（詳細はシラバスを参照のこと）

解剖学Ⅰ 金　世野 1 講義 30 2
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

スポーツトレーナーの活動経験から人体の構造
（運動器系）について講義を行う。

解剖学Ⅱ 金　世野 1 講義 30 2
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

治療院勤務による診察・診療経験から臨床に必要
な人体の構造について講義を行う。

経絡経穴概論Ⅰ 星野　祐一 1 講義 30 2
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

治療院勤務の経験から臨床現場で必要となる経絡
経穴について、その経絡経穴の誕生と臓腑との関
係、概要を指導する。

経絡経穴概論Ⅱ 星野　祐一 1 講義 30 2
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

治療院勤務の経験から臨床現場で必要となる経絡
経穴について、その経絡経穴の誕生と臓腑との関
係、概要を指導する。

東洋医学概論Ⅰ 北村　菜 1 講義 30 2 治療院勤務(東洋系)
治療院勤務の経験を生かし東洋医学の概念やその
思考様式について講義を行う。

東洋医学概論Ⅱ 北村　菜 1 講義 30 2 治療院勤務(東洋系)
治療院勤務の経験を生かし東洋医学の概念やその
思考様式について講義を行う。

基礎実技Ⅰ
大野　亜二茂

北村　菜
1 実技 40 1 治療院勤務

刺鍼や灸据のための基礎トレーニングとして、生
体以外の代替品を用いて手技技術の向上を図る。

基礎実技Ⅱ 越川　善子 1 実技 40 1 治療院勤務
刺鍼や灸据のための基礎トレーニングとして、生
体以外の代替品を用いるなどして手技技術の向上
を図る。
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様式第2号の1-② 関連資料　鍼灸師科　実務経験のある教員等による授業科目の一覧表　
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基礎実技Ⅲ
大野　亜二茂

北村　菜
1 実技 40 1 治療院勤務

刺鍼や灸据のための基礎トレーニングとして、人
体への刺鍼の技術を指導する。

基礎実技Ⅳ 越川善子 1 実技 40 1 治療院勤務
刺鍼や灸据のための基礎トレーニングとして、人
体への施灸の技術を指導する。

総合実技Ⅰ
星野　祐一
北村　菜

1 実技 40 1 治療院勤務 経穴の取穴を行い、人体の構造を学ぶ。

総合実技Ⅱ
星野　祐一
北村　菜

1 実技 40 1 治療院勤務 経穴の取穴を行い、人体の構造を学ぶ。

総合領域Ⅰ オムニバス教員※ 1 演習 180 6
すべて実務経験担当者によるオムニバス授業形式
で実施される。

600 24合計時間数および単位数
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生理学Ⅰ 稲田　久 2 講義 30 2 治療院勤務
鍼灸治療に必要な生理学について理解し考察す
る。

生理学Ⅱ 武井　航 2 講義 30 2 治療院勤務(現代系)
鍼灸治療に必要な生理学について理解し考察す
る。

はりきゅう理論Ⅰ 金　世野 2 講義 30 2
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

はり、きゅうが人体に及ぼす影響について講義す
る。

東洋医学概論Ⅲ 正木　基之 2 講義 30 2 治療院勤務
東洋医学的診断の基礎を理解するため、四診の基
礎や弁証の基礎を中心に講義する。

生体観察 大野　亜二茂 2 講義 30 2
治療院勤務(現代系)
整形外科医院勤務

体表解剖を含む視診および触診の技術の向上を指
導する。

東洋医学臨床Ⅰ 豊　久美 2 講義 30 2 治療院勤務 疾患別の鍼灸治療について講義する。

東洋医学臨床Ⅱ 北村　菜 2 講義 30 2 治療院勤務(東洋系)
疾患別の鍼灸治療（東洋医学的視点）について講
義する。

東洋医学臨床Ⅲ 豊　久美 2 講義 30 2 治療院勤務 疾患別の鍼灸治療について講義する。

東洋医学臨床Ⅳ 北村　菜 2 講義 30 2 治療院勤務(東洋系)
疾患別の鍼灸治療（東洋医学的視点）について講
義する。

応用実技Ⅰ 金　世野 2 実技 40 1 治療院勤務
鍼灸の筋肉パルス治療を用いて、骨格筋・神経の
構造および治療法について学ぶ。

応用実技Ⅱ 正木　基之 2 実技 40 1 治療院勤務
整形外科疾患における徒手検査を中心とした診察
診断技術を指導する。
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応用実技Ⅲ 星野　祐一 2 実技 40 1 治療院勤務
基本的な刺鍼方法を学び、人体に対して安全に刺
入することを指導する。

応用実技Ⅳ 正木　基之 2 実技 40 1 治療院勤務
整形外科疾患における徒手検査を中心とした診察
診断技術を指導する。

臨床実技Ⅰ 中村　幹佑 2 実技 40 1 治療院勤務
日常診療で遭遇頻度の高い疾患（西洋的疾患）を
学び、その刺鍼（治療法）を指導する。

総合実技Ⅲ 越川　善子 2 実技 40 1 治療院勤務
主要な内科疾患についての刺鍼、施灸を実施す
る。

臨床実習Ⅰ 金　世野 2 実習 45 1
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

臨床現場にて、患者の診察および診療の流れにつ
いて実務経験担当者が学生を指導する。

臨床実習Ⅱ 金　世野 2 実習 45 1
治療院勤務
スポーツトレーナー活動

臨床現場にて、患者の診察および診療の流れにつ
いて実務経験担当者が学生を指導する。

総合領域Ⅱ オムニバス教員※ 2 演習 180 6
すべて実務経験担当者によるオムニバス授業形式
で実施される。

780 32合計時間数および単位数
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医療概論・関係法規 芦野純夫 3 講義 30 2 治療院勤務
関係法令を学び、社会規範や法規制制度について
講義する。

東洋医学臨床論Ⅳ 正木　基之 3 講義 30 2 治療院勤務
症候や疾患に対する東西両医学の診方・考え方に
ついてその診断プロセス、それぞれの医学理論に
基づく治療原則・治療計画・治療法を講義する。

東洋医学臨床論Ⅴ 大野　亜二茂 3 講義 30 2
治療院勤務
整形外科医院勤務

現代医学的な考え方、東洋医学的な考え方を理解
して、それぞれの医学の治療原則を中心に講義す
る。

社会はりきゅう学 芦野　純夫 3 講義 30 2 治療院勤務
現代社会における鍼灸師の社会的役割について講
義する。

基礎実習Ⅶ 中村　幹佑 3 実習 60 2 治療院勤務
ケーススタディー（おもに西洋的疾患）を学び、
その刺鍼（治療法）を指導する。

基礎実習Ⅷ 豊　久美 3 実習 60 2 治療院勤務
実習症例についてカンファレンスを中心とした症
例検討を行う。

臨床実習 豊　久美 3 実習 45 1 治療院勤務
診察診療における基本的な流れを理解し、患者応
対、医療面接、診察補助、鍼灸適否判断、施術補
助、記録ができるように助言指導する。

総合領域Ⅲ 正木基之 3 演習 30 2 治療院勤務
東洋医学の基礎から応用までを復習し、東洋医学
的疾病観を東洋医学的診断と共に演習形式にて実
施する。

総合領域Ⅳ 豊　久美 3 演習 60 4 治療院勤務
現代医学における疾病を学び、鍼灸臨床での適・
不適の判断の根拠を検査法と共に演習形式にて実
施する。

基礎はりきゅう学Ⅳ 小金　井紀子 3 講義 60 2 治療院勤務
鍼灸施術を行う際に必要な解剖学的知識を講義す
る。

臨床はりきゅう学Ⅱ 稲田　久 3 講義 30 1 治療院勤務
鍼灸師が知っておくべき公衆衛生の知識を 新の
トピックスもふまえ講義する。
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臨床はりきゅう学Ⅲ 稲田　久 3 講義 60 2 治療院勤務
鍼灸の道具や手技などの基礎知識から鍼灸の治効
理論までを講義する。

臨床はりきゅう学Ⅳ 星野　祐一 3 講義 60 2 治療院勤務 経絡経穴の復習を中心に講義する。

総合演習Ⅰ 武井　航 3 演習 60 2 治療院勤務
具体的な臨床症例を演習課題として、その解決方
法を討議検討（グループワーク）する。

総合演習Ⅱ 越川　善子 3 演習 60 2 治療院勤務
具体的な臨床症例を演習課題として、その解決方
法を討議検討（グループワーク）する。

総合演習Ⅲ 稲田　久 3 演習 60 2 治療院勤務
臨床に沿った演習課題を解決することでより臨床
能力を向上させる指導を行う。

総合演習Ⅳ 豊　久美 3 演習 15 1 治療院勤務
臨床に沿った演習課題を解決することでより臨床
能力を向上させる指導を行う。

780 33

※オムニバス教員による授業については、すべて実務経験のある教員等が担当する。その評価等の成績管理については学科長が総括責任者として行う。

合計時間数および単位数
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