
 

 １ 沿革 
 

教員体制 

部署 職 名 氏 名 担 当 教 科 目 ・ 職 務 

 
学校長 丹羽 洋介  

事務長 藤田  彰  

は 

り 

き 

ゅ 

う 

学 

科 

学科長 米原 浩二 リハビリテーション医学、運動学、診察法(現代医学的)、東洋医学臨床論(現代)、臨床医学各論１、2 
臨床医学生理学２、臨床実習３、社会はりきゅう学 

副学科長 山崎 俊樹 はり・きゅう実習１、６、9、臨床実習３、生理学１、解剖学２、３、病理学概論 
鍼灸治効理論、社会はりきゅう学 

専任教員 角澤  隆 経絡経穴概論 1、２、触察解剖(取穴含む)、はり･きゅう実習５、9、社会はりきゅう学、臨床実習３ 

専任教員 藤井 栄二 東洋医学概論１、東洋医学概論２、東洋医学臨床論(東洋) 

専任教員 奥田  望 関係法規、臨床実習３ 

専任教員 星野 祐一 解剖学１、はり･きゅう実習 2，3，5、臨床実習 1，2、衛生学･公衆衛生学、医療概論、社会はりきゅう学 

非常勤講師 深澤 栄一 臨床医学総論、はり･きゅう実技８・９ 

非常勤講師 小林 郁代 診察法(東洋医学的）、はり･きゅう実技７、臨床実習３ 

非常勤講師（兼任） 小川貴志子 生物学、研究法概論 

非常勤講師 児玉  農 生理学３、あはき史、はり･きゅう実技４、臨床実習３ 

非常勤講師（兼任） 本藤 毅昭 国語 

柔 

道 

整 

復 

学 

科 

学科長 関屋 浩介 柔道整復歴史、職業倫理、関係法規、柔道整復実技４、保険の仕組み 

副学科長 佐藤 史人 臨床柔道整復学２，基礎柔道整復学３、基礎柔道整復学４、解剖学１ 

専任教員 宮前  勤 柔道整復実技２、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学、臨床柔道整復学１、基礎柔道整復学２ 

専任教員 小林  聖 臨床柔道整復学１、柔道整復実技２、柔道整復実技３、柔道整復実技４ 

専任教員 山田 浩正 基礎柔道整復学１、臨床実習、柔道整復実技 1、柔道整復実技４ 

専任教員 吉原 貴宏 臨床実習 

専任教員 村山 晶子 柔道整復実技１、臨床柔道整復学２、臨床柔道整復学４、柔道整復実技４ 

非常勤講師 宮本 義豊 基礎柔道整復学 5、柔道整復実技１ 

非常勤講師 竹岡みち子 生理学 1、2 

非常勤講師 小川貴志子 生物学、研究法概論 

非常勤講師 奥村 雅代 高齢者の生理学 

非常勤講師 小林 廣幸 柔道 1、2、3 

非常勤講師 宮坂 卓治 運動学、一般臨床医学 2 

非常勤講師 西村 和典 一般臨床医学 1 

非常勤講師 増田 裕次 解剖学 3 

非常勤講師 小野真理恵 臨床柔道整復学３、柔道整復実技１ 

非常勤講師 安藤 利泰 整形外科学、リハビリテーション医学 

非常勤講師 竹前 紀樹 解剖学 2 

非常勤講師 海野 俊平 競技者の生理学 

非常勤講師 横山 俊英 臨床柔道整復学 3、鑑別診断学 

非常勤講師 中島 崇夫 外科学 

非常勤講師 加藤 正裕 病理学、衛生・公衆衛生学 

介 

護 

福 

祉 

学 

科 

学科長 畠山 仁美 
発達と老化の理解、医療的ケアⅠ･Ⅱ･Ⅲ、心と体のしくみⅠ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ、  
生活支援技術Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、障害の理解Ⅰ・Ⅱ、介護過程Ⅲ･Ⅳ 

副学科長 猪俣 早紀 
介護の基本Ⅰ、介護予防と生活リハビリ、介護総合演習Ⅰ、介護実習Ⅰ、介護サービスマナー 
アクティビティケア、健康論、課題研究 

専任教員 内城ひかり 
生活支援技術Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、介護総合演習Ⅱ、介護実習Ⅱ、課題研究(文章表現法)、 
初級障がい者スポーツ・介護の基本Ⅱ  

専任教員 中居 時子 生活支援技術Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、介護過程Ⅰ･Ⅱ 

非常勤講師 中村 京子 医療的ケアⅢ 

非常勤講師 室川 裕子 アクティビティ・ケア（音楽療法） 

非常勤講師 宮津 治美 コミュニケーション技術（手話） 

非常勤講師 中島 智子 コミュニケーション技術 

非常勤講師 清水きわ子 医療的ケアⅢ 

非常勤講師 小林 博明 社会福祉と社会保障、介護保険と障害者支援 

非常勤講師 中澤 純一 認知症の理解Ⅰ、認知症の理解Ⅱ 

非常勤講師 戸谷 佳子 人間関係論Ⅰ、人間関係論Ⅱ、人間関係論Ⅲ 



 

非常勤講師 徳重小十代 医療的ケアⅢ 

非常勤講師 今井 静香 医療的ケアⅢ 

非常勤講師 中村 和恵 医療的ケアⅢ 

非常勤講師 依田 淑子 アクティビティ・ケア（レクリエーション） 

ス 

ポ 

ー 

ツ 

ト 

レ 

ー 

ナ 

ー 

学 

科 

学科長 石川 祐佑 
一般教養、進路指導、進級制作、卒業制作、トレーニング科学・実習Ⅰ、トレーニング科学・実習Ⅱ、スポーツ心理学Ⅰ、
Ⅱ、ベーシックエクササイズ、レジスタンストレーニング、健康管理概論、パーソナルトレーニングの法的側面、 
現場実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、スポーツ実技Ⅰ、Ⅱ、コーチング論Ⅰ、Ⅱ 

専任教員 小林 裕央 情報技術、進級制作、スポーツ医学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、スポーツバイオメカニクス、スポーツ内科学 

専任教員 長谷 史織 スポーツトレーナー概論、スポーツトレーナー講座 

非常勤講師 熊田 世那 スポーツトレーナー概論、スポーツトレーナー講座 

非常勤講師（兼任） 小川貴志子 スポーツ栄養学Ⅰ、スポーツ栄養学Ⅱ 

非常勤講師 小川 裕樹 スポーツリーダーⅠ、スポーツリーダーⅡ、スポーツ心理学Ⅰ、コーチング論Ⅰ、ジュニアスポーツ指導者実習 

非常勤講師 ﾊｰﾋﾞー ･ｼｮ゙ﾝ･ｼｬ゙ｽﾃｨﾝ コミュニケーション 

非常勤講師 中村 視雪 エアロビックダンスエクササイズⅠ・Ⅱ 

非常勤講師 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｻﾐｭｴﾙ 英会話 

非常勤講師 中澤 公孝 スポーツ生理学Ⅰ、Ⅱ、発育発達 

非常勤講師 半田 貴子 体力測定法、発育発達 

非常勤講師 富井 利一 機能的解剖学Ⅰ、機能的解剖学Ⅱ 

非常勤講師 篠原 克彦 スポーツ実技Ⅰ、Ⅱ 

非常勤講師 松川 敬子 ウォーキングジョギング、アクアエクササイズ、水泳 

非常勤講師 鈴木 健大 救急処置法Ⅱ 

非常勤講師 秋山 純也 測定評価Ⅰ・Ⅱ、アスレティックリハビリテーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

非常勤講師 河原田信彦 水泳実習 

付
属
臨
床
実
習
施
設 

はりきゅう院長 杉浦 友泰 光和はりきゅう院 

光和接骨院長 吉原 貴宏 光和接骨院 

技術職員 樋口 知行 光和接骨院 

技術職員 宮尾佳菜子 光和接骨院 

技術職員 花岡 大成 光和接骨院 

事
務
課 

事務課長 小川原綾子 学校事務 

事務職員 吉羽 里恵 学校事務 

事務職員 中澤  茜 学校事務 

事務職員 若月 照見 学校事務 

広
報
部 

広報部長 上野  義 広報活動 

広報部職員 佐々木晃奈 広報活動 

広報部職員 本藤 毅昭 広報活動 

広報部職員 三ツ橋敏子 広報活動 キャリア担当 

秘
書
課 

理事長秘書 和田 典子 秘書 

秘書 町田めぐみ 秘書 

 
施設管理部長 石澤 浄市 施設管理 

経理 山本 大雅 経理事務  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


