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★同窓会だより★ 

                       東洋鍼灸専門学校同窓会 ２０２１年１１月１日発行 第１５号 

 

会会長長ああいいささつつ                                       第１５代同窓会長 風間正男 

 

昨年来のコロナ禍の中、会員の皆様には、いかがお過ごしでしょうか。お仕事や勉強は如何でしょうか。

また、ご家族皆様お元気にお過ごしでしょうか。くれぐれもご自愛ください。 

会員の皆様には近況やご意見等、同窓会あてにお知らせ頂ければ有り難いです。 

よろしくお願いいたします。 

 

毎年４月２９日に開催しておりました総会、講演会、懇親会は今年も中止とするとともに、講演会開催に

代え、youtubeでの配信を予定しておりましたが、これも現在撮影が出来ず延期している状況です。 

会員の皆様には、例年どおりの年会費を頂いておりながら、思うような同窓会活動が出来ずにおります

こと、誠に申し訳ございません。 

(講演の配信につきましては収録が出来次第、皆様にお知らせしたいと考えております。) 

 

また、今回も総会の開催に代え、議案の採決を諮る必要がございますので、同封しました「返信ハガキ」

にて、その可否を記入し、ご返送していただきたく、お願い申し上げます。 

 

総総会会議議案案のの決決議議にに関関すするるおお願願いい  

 同封のハガキにて、各議案に対する可否を記入のうえ、令令和和３３年年１１２２月月３３１１日日((金金))ままででにご返送願います。 

 お諮りする議案は、第一号議案  令和２年度 事業報告 

              第二号議案 令和２年度 会計・監査報告 

              第三号議案 令和３年度 事業計画案 

              第四号議案 令和３年度 予算案 

              第五号議案 会長の選出（継続）について 

 以上５議案ですが、各議案は今年４月の時点で作成しておりますので、今年度の事業計画案と予算案に

つきましては、総会等を実施する内容で作成しておりますことを、ご承知おきください。 

 

会会長長のの選選出出（（継継続続））ににつついいてて（（第第五五号号議議案案））  

  昨年の同窓会だよりで告示しました同窓会長選挙の立候補者が無かったことから、現

会長（風間会長）が継続することでよろしいかを、会員の皆様にご判断いただきたいと存じ

ます。 否決の場合には、当面、副会長が代行し、来年の総会において、改めて会長を選

出することとします。 風間会長 
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第二号議案 令和２年度 収支決算報告
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第第一一号号議議案案  令令和和２２年年度度  事事業業報報告告  

 会務運営方針 

 １ 同窓会会費納入会員数を増やす 

 ２ 同窓生の運営している研究会動向調査、相互交流、特別号での発表 

 １ 令和２年４月２９日(水) 定期総会、講演会、懇親会の開催は新型コロナウイルス感染 

防止のため中止 

 ２ 令和２年１１月１日(日) 同窓会だより第１４号発行 

 ３ 令和２年１１月３日(火) 東鍼祭は中止。オンライン講演会を Zoomにて開催 

 ４ 令和３年２月２０日(土) 素霊先生墓前祭に不参加 

 ５ 令和３年３月２０日(土) 「医黄集門」５０号発行、会費納付の方に送付 

 ６ 令和３年３月２０日(土) 会員名簿発行、会費納付の方に配布 

 ７ 令和３年３月２０日(土) 令和２年度学校卒業式において同窓会賞を４名に授与 

                  （同窓会からは参加せず、校長先生に授与していただく）  

 ８ (有)そーほっとに名簿管理・会費納入・明細作成等の会務及び「医黄集門」などの 

    発送業務を委託 

 ９ 会員に対する求人・求職活動の促進 

 10 以上の事業達成のための会議は開催せず、メール等で事務連絡を行った 

 

第第二二号号議議案案  令令和和２２年年度度  会会計計・・監監査査報報告告 (収支決算報告 ３ページ参照) 

  

第第三三号号議議案案  令令和和３３年年度度  事事業業計計画画案案  

 会務運営方針 

 １ 同窓会会費納入会員数を増やす 

 ２ 同窓生の運営している研究会動向調査、相互交流、特別号での発表 

  １ 令和３年４月２９日 定期総会開催。講演会は配信で行う。懇親会は中止 

  ２ 令和３年１０月頃 東鍼祭にて講演会開催 

  ３ 令和４年２月２０日 素霊先生墓前祭に参加 

  ４ 「医黄集門」５１号及び「同窓会だより」１５号の発行 

  ５ 令和４年３月２０日（日） 卒業式に参加。同窓会賞を授与 

  ６ (有)そーほっとに名簿管理・会費納入・明細作成等の会務及び「医黄集門」などの 

    発送業務を委託 

 ７ 会員に対する求人・求職活動の強化 

   ８ 上記事業達成のため、相談役会及び理事会ならびに各部会を開催 

   ９ その他 

 

第第四四号号議議案案  令令和和３３年年度度  予予算算案案(会計予算案 ４ページ参照) 

 

第第五五号号議議案案  会会長長のの選選出出（（継継続続））ににつついいてて（（前前ペペーージジ参参照照））  

１ 

− 2−
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62期・令和 2年度卒業生 卒後レポート  

 

私たち 2020 年度卒業生は、最終学年を目前に控えたタイミングで、新型コロナウイルス感染症による一

連の事態が始まった学年です。緊急事態宣言中のリモート授業や国家試験対策など、従来とは異なる学

生生活を経て、入学前には想像していなかった様相の社会へと、それぞれ踏み出して参りました。 

身を置く場所や、仕事の内容などによって大きく異なる日常を送っている者同士、直接会って、互いの視

点を持ち寄ることも難しい状況が続きますが、オンラインを中心に行った取材を通じて、それぞれの持ち場

で活躍している卒業生たちのたくましい姿を垣間見たような気が致します。 

今回の取材で頂戴したメッセージの数々が、同窓生や学生の皆様にとっても、明日からの臨床や学びに

向かう上でのあたたかな刺激となるよう願っております。 

（同窓会理事・昼間部鍼灸科卒業 佐藤千尋） 

 

［卒業生アンケート］ 

卒業してから数か月。緊急事態宣言の発令など、依然として外出もままならない中で卒業生がどのよう

な日々を送っているのか、8 月にオンラインでアンケートを実施致しました（回答数 72、あまし科・鍼灸科回

答比１：１）。 

まずは、現状についての質問です。 

鍼灸あんまに関わる仕事に就いた方、開業準備・就職

活動をされている方がおよそ 75％、研修が 15％、資格と

は関係のない仕事を行っている方が 10％という結果にな

りました。この割合については、昨年の卒業生アンケート

の割合とほぼ変わらない数字で、今年だけ特に目立った

変化はないようです。 

次に、去年からのコロナ禍が就職活動に与えた影響に

ついて「鍼灸・あんま業界で就職活動をされた場合は、新

型コロナウイルス感染症の影響は感じましたか？」という

質問をしたところ、影響を感じたという回答は約 40％に留

まりましたが、 

・・ココロロナナにによよるる採採用用休休止止（（求求人人票票がが激激減減ししたたよよううにに感感じじたた））  

・・海海外外勤勤務務希希望望ででししたたがが、、ココロロナナのの影影響響にによよりり行行けけまませせんんででししたた。。  

・・家家庭庭ののああるる患患者者がが来来院院ししなないいななどど、、患患者者がが激激減減ししてていいるる。。  

・・高高齢齢者者施施設設へへのの入入館館ががででききななくくななりり、、仕仕事事ががなないい。。  

・・ココロロナナ禍禍のの影影響響にによよるる事事業業縮縮小小ののたためめ断断らられれたた。。  

~ 4 ~ 
 

第四号議案 令和３年度 予算案 

 

 

 

 ~ 4 ~ 
 

第四号議案 令和３年度 予算案 

 

 

 

 

~ 4 ~ 
 

第四号議案 令和３年度 予算案 

 

 

 

 

− 4−



~ 5 ~ 
 

62期・令和 2年度卒業生 卒後レポート  

 

私たち 2020 年度卒業生は、最終学年を目前に控えたタイミングで、新型コロナウイルス感染症による一

連の事態が始まった学年です。緊急事態宣言中のリモート授業や国家試験対策など、従来とは異なる学

生生活を経て、入学前には想像していなかった様相の社会へと、それぞれ踏み出して参りました。 

身を置く場所や、仕事の内容などによって大きく異なる日常を送っている者同士、直接会って、互いの視

点を持ち寄ることも難しい状況が続きますが、オンラインを中心に行った取材を通じて、それぞれの持ち場

で活躍している卒業生たちのたくましい姿を垣間見たような気が致します。 

今回の取材で頂戴したメッセージの数々が、同窓生や学生の皆様にとっても、明日からの臨床や学びに

向かう上でのあたたかな刺激となるよう願っております。 

（同窓会理事・昼間部鍼灸科卒業 佐藤千尋） 

 

［卒業生アンケート］ 

卒業してから数か月。緊急事態宣言の発令など、依然として外出もままならない中で卒業生がどのよう

な日々を送っているのか、8 月にオンラインでアンケートを実施致しました（回答数 72、あまし科・鍼灸科回

答比１：１）。 

まずは、現状についての質問です。 

鍼灸あんまに関わる仕事に就いた方、開業準備・就職

活動をされている方がおよそ 75％、研修が 15％、資格と

は関係のない仕事を行っている方が 10％という結果にな

りました。この割合については、昨年の卒業生アンケート

の割合とほぼ変わらない数字で、今年だけ特に目立った

変化はないようです。 

次に、去年からのコロナ禍が就職活動に与えた影響に

ついて「鍼灸・あんま業界で就職活動をされた場合は、新

型コロナウイルス感染症の影響は感じましたか？」という

質問をしたところ、影響を感じたという回答は約 40％に留

まりましたが、 

・・ココロロナナにによよるる採採用用休休止止（（求求人人票票がが激激減減ししたたよよううにに感感じじたた））  

・・海海外外勤勤務務希希望望ででししたたがが、、ココロロナナのの影影響響にによよりり行行けけまませせんんででししたた。。  

・・家家庭庭ののああるる患患者者がが来来院院ししなないいななどど、、患患者者がが激激減減ししてていいるる。。  

・・高高齢齢者者施施設設へへのの入入館館ががででききななくくななりり、、仕仕事事ががなないい。。  

・・ココロロナナ禍禍のの影影響響にによよるる事事業業縮縮小小ののたためめ断断らられれたた。。  

~ 4 ~ 
 

第四号議案 令和３年度 予算案 

 

 

 

 

− 5−



~ 7 ~ 
 

――――訪訪問問先先でで大大変変だだっったた事事、、困困っったたここととははあありりまますす

かか？？  

困るのは患者様とご家族とで意見が異なる場合

などですね。ご家族同士でも、患者様への方針に

ついて意見が割れたりすることがあります。あと、

事務的なことですが、書類作成が内容も煩雑で種

類も多く、最初は大変でした。 

――――逆逆ににおお仕仕事事さされれてていいてて嬉嬉ししかかっったたここととはは？？  

やはりご本人やご家族に感謝されたときですね。

やっていて良かったと思います。一人として同じ治

療で済む患者さんはいないので、日々勉強ですね。

とにかく、もうひと踏ん張りも、ふた踏ん張りも頑張

りたいと思っています。 

――――最最後後にに、、学学生生のの時時ににややっってておおいいてて良良かかっったたここ

ととはは？？  

2 年生の時、手技部の活動の一環で、訪問マッ

サージのボランティアをしていました。東鍼校近隣

の福祉施設へ出向いて行っていたのですが、この

時の経験はしておいて良かったと思っています。 

  

◆◆  訪訪問問治治療療会会社社勤勤務務  武武田田麻麻理理ささんん  （（昼昼ああまましし科科））  
  

――――おお勤勤めめ先先とと、、業業務務ににつついいてて聞聞かかせせててくくだだささいい。。  

練馬区を中心に業務を

展開している訪問治療の

会社で、マッサージや機

能訓練などのリハビリをし

ています。1日に平均 5～

6 件（最高 8 件）回り、お

一人につき 35～40 分の

施術を行っています。自転車を使っていますが、夏

は暑いし、日焼け対策が大変です。 

――――就就活活のの方方法法ややタタイイミミンンググににつついいてて聞聞かかせせててくく

だだささいい。。  

就活を始めたのが国試後で、学校の合同説明

会に来ていた 1社含め、就活サイト 3社のエージェ

ントさんに求人を探して頂いたり、紹介されたもの

以外にもこちらから気になった求人の情報を調べ

て頂いたりしていました。一番希望に合った求人を

紹介して下さったエージェントさんを通して就職した

のですが、面接の設定や内定後のお断り等のやり 

 

取りを請け負って頂けたので、すごく楽にサクサク

決まりました。 

――――就就職職さされれててそそろろそそろろ半半年年でですすがが、、今今ままでで働働いい

たた中中でで良良かかっったたとと思思っったたここととはは？？  

患者さんの ADLが上がった時などは良かった！

と思います。あと、色々な患者さんがいらっしゃる

のですが、私の事をお孫さんのように可愛いがっ

て下さる方もいて、うれしいです。 

――――逆逆にに、、大大変変なな事事ななどどああっったたらら教教ええてて下下ささいい。。  

そうですね。患者様とご家族と意見が異なる場

合ですね。患者さんは良くなって、自分で外出でき

るようになりたいけれど、ご家族は心配なので、一

人では出歩いては困る、でも、ADL は向上して欲し

いという……。 

――――最最後後にに、、今今後後のの抱抱負負をを聞聞かかせせててくくだだささいい。。  

按摩の技術を向上させたいです！ あとは現在、

脳卒中の後遺症などに効果のある「醒脳開竅法」

を勉強中です。いずれ仕事にも役立てて行きたい

と思っています。 

 

インタビューへのご協力、本当にありがとうございました。これからも体に気を付けて頑張って下さい！ 

（取材：同窓会理事・昼間部鍼灸あんまマッサージ指圧科卒業 小笠原 初子） 
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等の声も寄せられました。また、資格を活かしての就職活動をしていない方の理由として、「終息するのを

待ってから活動する」など、現在の状況を見てそもそも就職活動自体をしなかったというコメントも数件あり、

2020年度の鍼灸あんま業界の就職状況も、他の業界同様影響は確実にあるようです。 

最後に、将来自分が行おうとしている施術についての展望も聞きました。 

50％以上の方が、医

療や養生を志向している

ことは、東鍼生らしい傾

向なのかなと思います。 

まだまだ大変な状況

は続きそうですが、一方

で「免疫を高める」鍼灸

ならではの効能などが注

目される機運は高まって

います。 

卒業生の皆様それぞれが、ご自身の得意分野や興味を生かし、未来へ向かって前進してゆけますように。 

（同窓会理事・夜間部鍼灸科卒業 伊藤洋） 

 

［卒業生インタビュー・取材レポート］ 

  

◆◆「「ハハーートトフフルル訪訪問問リリハハビビリリササーービビスス」」勤勤務務  稲稲森森寛寛彦彦ささんん（（昼昼ああまましし科科））    

  

――――業業務務内内容容ににつついいてて

おお聞聞かかせせくくだだささいい。。  

コロナ以前には高齢

者施設にも訪問してい

ましたが、現在は個人

宅中心になっています。

施術はマッサージ中心で、事業所から 4～5km 圏

内のお宅を、一日に平均 5～6件ほど行っています。 

――――車車でで廻廻っってていいるるののでですすかか？？  

いえ、50cc バイクです。私はこれまでバイクに乗

ったことがなかったので、事務所近くで練習しまし 

た。50歳を過ぎての初めての体験！これがなかな 

 

か大変でした！ 

――――患患者者ささんんははどどんんなな方方がが多多いいでですすかか？？  

 後期高齢者、75 歳以上の方が多いですね。男女

比は 4：6で女性が多いかなぁ。 

――――就就活活のの方方法法ややタタイイミミンンググににつついいてて聞聞かかせせててくく

だだささいい。。  

2 年生の夏休みに学校で開催された、企業説明

会で決めていました。 

――――入入社社後後、、研研修修ははあありりままししたたかか？？  

はい。社長からマンツーマンで、バイクの運転か

ら手技、書類作成に至るまで懇切丁寧に教えて頂

きました。 
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――――訪訪問問先先でで大大変変だだっったた事事、、困困っったたここととははあありりまますす

かか？？  

困るのは患者様とご家族とで意見が異なる場合

などですね。ご家族同士でも、患者様への方針に

ついて意見が割れたりすることがあります。あと、

事務的なことですが、書類作成が内容も煩雑で種

類も多く、最初は大変でした。 

――――逆逆ににおお仕仕事事さされれてていいてて嬉嬉ししかかっったたここととはは？？  

やはりご本人やご家族に感謝されたときですね。

やっていて良かったと思います。一人として同じ治

療で済む患者さんはいないので、日々勉強ですね。

とにかく、もうひと踏ん張りも、ふた踏ん張りも頑張

りたいと思っています。 

――――最最後後にに、、学学生生のの時時ににややっってておおいいてて良良かかっったたここ

ととはは？？  

2 年生の時、手技部の活動の一環で、訪問マッ

サージのボランティアをしていました。東鍼校近隣

の福祉施設へ出向いて行っていたのですが、この

時の経験はしておいて良かったと思っています。 

  

◆◆  訪訪問問治治療療会会社社勤勤務務  武武田田麻麻理理ささんん  （（昼昼ああまましし科科））  
  

――――おお勤勤めめ先先とと、、業業務務ににつついいてて聞聞かかせせててくくだだささいい。。  
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能訓練などのリハビリをし
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だだささいい。。  
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会に来ていた 1社含め、就活サイト 3社のエージェ

ントさんに求人を探して頂いたり、紹介されたもの

以外にもこちらから気になった求人の情報を調べ

て頂いたりしていました。一番希望に合った求人を

紹介して下さったエージェントさんを通して就職した

のですが、面接の設定や内定後のお断り等のやり 

 

取りを請け負って頂けたので、すごく楽にサクサク

決まりました。 
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そうですね。患者様とご家族と意見が異なる場
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按摩の技術を向上させたいです！ あとは現在、

脳卒中の後遺症などに効果のある「醒脳開竅法」

を勉強中です。いずれ仕事にも役立てて行きたい
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インタビューへのご協力、本当にありがとうございました。これからも体に気を付けて頑張って下さい！ 

（取材：同窓会理事・昼間部鍼灸あんまマッサージ指圧科卒業 小笠原 初子） 
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ら手技、書類作成に至るまで懇切丁寧に教えて頂

きました。 
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熊倉さんによると、区によって保健所の開業要

件が微妙に異なり、衛生エリアと非衛生エリアの間

仕切りに対しても緩いところと厳しいところがあるた

め、物件を契約する前に必ず保健所に相談したほ

うが良いそうです。 

実際にサロンにお邪魔させていただきました。南

国風のきれいな内装が印象的で、床材はお灸によ

る焦げができてもいいよう、自分でフロア材を貼っ

たそうです。在学中、実技室のペアを決めるため

の円盤も、器用でセンスの良い熊倉さんにお願い

したことを思い出しました。施術は吸玉や学生時代

から定評のあったお灸などをまじえ、相変わらずの

丁寧な内容でした。 

昼間会社で働いている熊倉さんは、当面は夜間

や週末だけの営業を考えているそうです。代々木

は元々交通の利便性が高い場所ですが、彼女の

勤める会社も代々木。サロンからは徒歩３分程度

の距離ということで、何かあっても臨機応変に対応

できそうです。そういう開業のやり方もあるのだと、

感心しました。二足のわらじは大変ですが、在学中

も夜間部で、仕事を終えてからの通学を頑張りとお

した熊倉さんなので、きっと明るくこなしてゆきそう

です。 

 

◆◆  筑筑波波大大学学理理療療科科ににてて研研修修＋＋鍼鍼灸灸ササロロンンにに在在籍籍中中  西西村村ささんん  （（夜夜ははりり科科））  

 

西村さんは卒業後、都内の

鍼灸サロンに籍を置いて鍼灸

治療を行うかたわら、週に 3～

4 日、大塚の筑波大学理療科

にて研修を行っています。 

「鍼を打ち続けられる環境」を

求めて就職相談室で相談した

ところ勧められ、鍼灸漬けの日々を送っています。 

治療の時間が終わると、1 年目の研修生を対象

に、各部位の筋肉へ正確に鍼を打つ練習や講義

があり、病態把握のための徒手検査や可動域の

見方なども、主に運動器疾患の患者さんを中心に

実践的に学んでいきます。 

緊急事態宣言を受け、研修が始まってすぐに休

診となっていた時期もあったそうですが、鍼灸を 

 

受けたい方を「ジモティ」のアプリなどで独自に募

集し、施術の機会を増やしていたそうです。 

先日は、3 年生の濱田先生の実技授業にアシス

タントとして参加していた西村さん。卒業後に訪れ

た学校は、もう懐かしく感じたとのこと。私たち夜は

り科はとても仲の良いクラスだったので、時々あっ

て情報交換を行い、刺激し合ったりしたいところで

すが、昨今の状況の中ではそれもままならないの

が悔やまれるところです。 

西村さんは、在学中からクリエイティブな才能を

発揮して、特に西村さん作のわかりやすい筋肉イ

ラストには多くのクラスメイトが助けられました。卒

業後も実践に学びにバリバリ技を磨いている西村

さんの施術、私自身も受けてぜひいろいろ教えて

もらいたいと思います。 
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◆◆  TTCCMMAA中中医医鍼鍼灸灸研研究究所所研研修修セセンンタターーににてて研研修修中中  林林文文一一ささんん  （（夜夜ああまましし科科））  

 

林さんは、松田先生

や竹下先生の授業を

きっかけに中医に興味

を 持 ち 、 卒 業 後 は

TCMA 中医鍼灸研究

所研修センターで週 1

回、鍼灸を学んでいます。 

東鍼校の卒業生は他にもいらっしゃるそうで、在

学中は練習する機会の少なかった中国鍼を刺すこ

とに、現在苦労されているとのことです。 

その他にも、人に触る機会を多く持ちたいという

考えから、東京リエイチ整体アカデミーへ通い、経

験を積んでいます。 

在学中から介護の仕事をしており、まずは機能

訓練指導員として働くことを目標に、介護予防運動

指導員、介護職員初任者研修の資格をすでに取

得している林さん。登録販売者の資格も得て、さら

には BLS（Basic Life Support：心肺停止または呼

吸停止に対する一時救命処置）の講習も受講予定

だそうです。 

向学心に燃える林さんの原動力となっているの

は、出版に携わってきた前職を辞し、鍼灸学校へ

入学することを決意した際に打ち立てた志です。

「自宅でも学校でも会社でもない、地域の結節点と

なるような“サード・プレイス”」の担い手として、患

者さん個人に寄り添うことに留まらず、「地域丸ごと

治す鍼灸師」を目指して、現在もなお一層奮闘され

ています。 

在学時、栄養ドリンクを片手に並々ならぬ努力を

なさっていた林さんなので、この壮大なプロジェクト

も、持ち前の熱い心で成し遂げてくれると信じてい

ます。 

 

（取材：同窓会理事・夜間部鍼灸あんまマッサージ指圧科卒業 吉田譲史） 

（あまし科似顔絵イラスト：野上真緒（カリカチュア・ジャパン）） 

 

◆◆  鍼鍼灸灸ササロロンン開開業業＋＋会会社社員員ととのの兼兼業業  熊熊倉倉ささんん（（夜夜ははりり科科））

代々木で開業をした熊倉

さんにお話を伺いました。ま

ず、中野、新宿、渋谷エリア

で鍼灸サロンとして営業可

能な賃貸物件を探すのに苦

労されたようです。大きなマ

ンション物件は、普通のオフ

ィスとしては OK でも、不特定の人が出入りする条

件ではなかなか難しい中、持ち前の粘りと頑張りで、

代々木駅から徒歩約 5分の好立地で鍼灸サロンを

オープンすることができました。 
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◆◆  TTCCMMAA中中医医鍼鍼灸灸研研究究所所研研修修セセンンタターーににてて研研修修中中  林林文文一一ささんん  （（夜夜ああまましし科科））  
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◆◆  鍼鍼灸灸ササロロンン開開業業＋＋会会社社員員ととのの兼兼業業  熊熊倉倉ささんん（（夜夜ははりり科科））
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行っているかを間近で見られる環境から、良い影

響を頂いていると思っています。 

――――ははりり師師・・ききゅゅうう師師のの資資格格をを生生かかささずずにに働働ここううとと

決決めめたたののはは何何故故でですすかか？？（（昼昼ははりり卒卒・・CC ささんん））  

当初は鍼灸院で働く予定でしたが年末に内定取

消になり、資格にこだわらず求人を探していました。

元々福祉に力を入れている自治体という印象のあ

ったふじみ野市の施設で、鍼は刺せなくとも将来へ

向け経験を積めると考え、応募しました。 

――――ツツボボ講講座座のの参参加加者者のの反反応応はは？？どどんんななここととにに興興

味味をを示示さされれまますすかか。。（（昼昼ははりり卒卒・・HH ささんん））  

毎回申込開

始後すぐ定員

に達し、終了後

のアンケートで

も高い評価を

頂いており、

東洋医学やツ

ボ、未病治というテーマに対する潜在的な関心の

高さを感じます。押す場所や効能だけでなく、陰陽

論や歴史、近年の研究の話もまじえることで、ツボ

というものの奥深さを感じ取って頂いているようで

す。 

講座参加者のうち、鍼灸治療を受けた経験のあ

る方は全体の 5％以下である一方で、数十年前、

伊藤瑞凰先生の治療で命を救われたという方とも

出会い、その縁に背筋の伸びる思いがしました。 

――――資資格格をを取取得得ししててかからら鍼鍼灸灸師師以以外外のの専専門門職職のの

方方とと出出会会っったたここととでで、、鍼鍼灸灸師師にに対対すするる気気持持ちちのの変変

化化はは生生ままれれままししたたかか？？（（昼昼ははりり卒卒・・浅浅見見麗麗ささんん））  

公的施設や大学病院内で、医師、看護師、PT

等の皆さんが、地域の課題に対してどのような役

割を求められ、日々行動しているかを目にしている

と、鍼灸師

は専門職と

してはまだ

まだ影が薄

く、内向的な

面があるよ

うに思いま

す。 

東洋・西洋両方の医学を学び、患者さんと深く向

き合ってこられた経験を生かし、鍼灸師に何ができ

うるのか、他の専門職の方や社会全体へ向けて発

信する方が増えたら心強いです。 

――――研研修修鍼鍼灸灸師師っってて何何ををししてていいるるのの？？ななぜぜ埼埼玉玉医医

科科大大のの研研修修生生ににななろろううとと思思っったたののでですすかか？？（（昼昼ははりり

卒卒・・HH ささんん、、6611期期卒卒・・匿匿名名ささんん））  

埼玉医科大

学病院および

埼玉医科大学

かわごえクリニ

ックにて週 3

日、臨床や研

究に従事して

います。外来診

療中は１日 10 名前後の患者さんの医療面接をし

て必要な所見を取り、先生の治療の助手に入って

います。先日は紹介状の書き方を教えて頂きまし

た。 

外来終了後は鍼の練習や、鍼灸に関する研究

論文の抄読会、当科や他科の医師・専門医による

レクチャーが行われ、臨床経験を研究に繋げてい

くためのトレーニングを受けています。 

志望した理由は、大学病院内での鍼灸治療や

臨床研究に興味があり、地元で独立後、医療連携

のできる鍼灸師になりたいと考えたためです。 

介護予防センターー「ツボ講座」の様様子  

看護師、PPTT の先輩と  

埼玉医医科大学学病院・・外来来にて  

  

~ 10 ~ 
 

◆◆  自自宅宅ににてて鍼鍼灸灸ササロロンン開開業業  林林ささんん  （（夜夜ははりり科科））  

 

林さんは、卒業後しばらくし

て自宅の一室を利用して鍼灸

サロンをオープンしました。一

軒家とはいえ、ご家族も住ん

でいる自宅での開業ということ

でご家族への説明や、患者さ

んの動線がご家族のエリアと重ならないよう工夫

するなど、自宅開業ならではのご苦労があったよう

です。 

自宅なので住所は公開せず、大々的な宣伝は

せずにお知り合いや口コミ等を中心に患者さんを

診ています。ご自身のお子さんに施術をすることも

あり、10代への鍼灸施術にも興味があるようです。 

自宅開業は固定費が抑えられる利点もあり、息

の長い治療院の運営を目指したいとのことです。 

先日お邪魔して、閑静な住宅街にある素敵な施

術室で治療を受けてきました。窓の二面ある三階 

 

 

のお部屋で、開放的で明るいスペースです。学生

時代から、特別授業や実技室開放などで熱心に勉

強をしていた林さんならではの、やさしくて心地の

良い全身調整でした。 

現在は鍼灸ボランティアにも参加し、できるだけ

多くの患者さんを診て臨床経験を積み重ねていき

たいと話していました。ホームページやショップカー

ドも完成し、少しずつ営業にも力を入れていきたい

そうです！ 

（取材：伊藤洋、はり科似顔絵イラスト：鈴木晴美） 

  

◆◆  市市立立介介護護予予防防セセンンタターー勤勤務務・・埼埼玉玉医医科科大大学学病病院院  東東洋洋医医学学科科ににてて研研修修  佐佐藤藤千千尋尋  （（昼昼ははりり科科）） 
 

鍼灸師の立場から見た介護予防事業、大学病院内での鍼灸治療、臨床研究について、クラスメイトや先

輩、在校生から質問を頂きました。 
 

――――介介護護予予防防セセンンタターーっっててどどんんななととこころろ？？  どどののよよ

ううなな仕仕事事ををししてていいまますすかか？？（（昼昼ははりり卒卒・・TT ささんん））  

市内在住の 65 歳以上の方が無料で利用できる

施設で、元気な高齢者の皆さんが今後も自立した

生活を送れるよう、フレイル予防体操や趣味づくり

等の機会を提供しています。 

現在は看護師・PT・管理栄養士が専門職として、

それぞれの分野について講座を持ち、個別相談を

受けています。同じ建物内に、包括・福祉相談の窓

口もあります。 

私は総合職として週 3 日、主に受付や毎日の体

操指導、講座の助手等を担当しています。6月から

「はじめてのツボ講座」を受け持つようになって以

来、“はりの先生”として認知が広がってきました。

センターを利用する皆さんと日々顔を合わせ、専

門職の先輩方が地域の方々へどのような発信を
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センターを利用する皆さんと日々顔を合わせ、専
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◆◆  表表参参道道ににてて「「真真暖暖・・鍼鍼灸灸治治療療院院」」開開業業  物物部部真真弓弓ささんん  （（昼昼ああまましし科科）） 

卒業後、鍼灸治療院開業という目標を達成された物部さんに、開業に至るまでの裏話や、開業後を見据

えた在学中の過ごし方についてお話を伺いました。 
 

――――ははじじめめにに、、開開業業後後のの生生活活ににつついいてて教教ええてて下下ささ

いい。。  

表参道では週 3日、1日 4～5名ほどの治療を

行っています。その他の日は契約している企業へ

出向いており、治療院が空いている日はレンタル

サロンとして利用していただいています。 

開業当初にいらして下さった数名の患者さんか

ら始まり、現在はほぼ 100％の方がご紹介経由、リ

ピート率は 8～9割ほどです。鍼を受けるのが初め

てという方が半数、男性も 4割ほどいらっしゃいま

す。 

――――開開業業すするるここととははいいつつかからら決決めめてていいたたののででししょょうう

かか。。  

入学前から卒業後すぐ開業すると決めていて、

学校見学に行った先々で「卒業と同時に開業でき

ますか？」と質問していました。唯一「できます！」

と即答されたのが東鍼校で、それが入学の決め手

になりました。 

――――開開業業にに向向けけ、、どどののよよううにに動動いいてていいままししたたかか？？  

街の雰囲気と自分の行う治療の方向性が合って

いて、気の流れが滞っていない所を在学中からず

っと探していました。 

金銭的なこともあり路面の物件は考えていなか

ったのですが、現在の物件を見つけた瞬間「ここだ」

と。実は国家試験の合格発表前だったのですが、

これを逃すと後悔すると思い即決してしまいました。

卒業してから５月のオープンに至るまでは、不動産

屋さんが紹介してくださった地元の大工さんと相談

しながら内装や設計、コンセプトを一から作り上げ

るなど、激動の日々でした。 

――――在在学学中中のの授授業業でで、、印印象象にに残残っってていいるるここととががああ

っったたららぜぜひひ教教ええててくくだだささいい。。  

入学して間もなくの頃、菊池先生が治療におけ

る「口鍼」の大切さをお話されていて、それ以来授

業の受け方が変わりました。学んだことは自分の

言葉で患者さんに説明できるように頭に落とし込も

うと。どうやってかみ砕いて表現するかをノートに

書き出して考えたり、どの本にある図を使ったら患

者さんがイメージしやすいか探すなど、一般の方

がお聞きになった際にすっと頭に入ってくるよう、東

洋医学と西洋医学の両面から説明するメソッドを

常に考えていました。 

東鍼校はレベルの高い授業をして下さるので、

国家試験のためだけに授業を受けるのは、もった

いないなと思います。 

――――33 年年生生のの時時のの実実技技室室開開放放でで、、下下級級生生のの治治療療

のの予予定定ででススケケジジュューールル帳帳ががいいっっぱぱいいににななっってていいたた

様様子子がが印印象象的的ででししたた。。開開放放のの時時間間をを、、どどののよよううにに

活活用用ししてていいたたんんでですすかか？？  
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――――埼埼玉玉医医科科大大病病院院内内ででのの情情報報共共有有ははどどううななっっ

てていいまますすかか。。（（5544期期昼昼ははりり卒卒・・福福本本晋晋平平ささんん））  

電子カルテが導入されており、入院中や、他科と

並行で治療されている患者さんの画像診断結果や

検査結果、投薬歴等が確認できるので非常に勉強

になります。自科における鍼灸治療についても、

SOAP 形式で端的に記録することが求められてい

ます。 

――――病病院院ででのの治治療療方方法法ははどどののよよううににさされれてていいるるのの

ででししょょううかか（（個個々々ののややりり方方かか、、ベベーーススのの方方法法ががああるる

かか））。。研研修修内内容容やや、、卒卒後後教教育育施施設設ととししててのの育育成成環環

境境をを知知りりたたいいでですす。。（（同同・・福福本本ささんん））  

こちらのご質問については、埼玉医科大学の堀

部豪先生にお答え頂きました。 

「筋骨格系・神経系疾患は現代医学的鍼灸治療、

内科系疾患は候背腹診理論に基づく東洋医学的

治療を行っています。EBMを構成する要素『①最

良のエビデンス②施設設備③医療者の技量・経験

④患者の意向』を背景に、鍼灸師の技量が伴い、

患者さんが希望する際には、選穴や治療方法につ

いてエビデンスを参考にすることもあります。 

研修プログラムは２年を想定しています。正しい

病態把握なくして治療はできないことから、まずは

再診、半年後を目途に新患の患者さんに医療面接

を行って頂き、病態把握までできるようトレーニン

グ致します。試験をパスすると一部の治療に参画

して頂きますが、ハードルは高く設定しておりま

す。」 

――――学学生生時時代代にに進進路路、、実実技技、、座座学学等等でで悩悩んんだだこことと

ははあありりままししたたかか。。（（昼昼ああまましし 22年年・・KK ささんん））  

コロナ禍に入ってからは特に悩んでばかりでし

た。でも、学生の間に悩み抜いた事柄に自分なり

の答えを見出し、尽きない悩みとの付き合い方を

自分なりに見出すことが、卒後の壁を突破する力

になると思います。どうかくじけず、のびのび、初心

を忘れずに！ 

――――どどののよよううなな患患者者ささんんにに向向けけたた治治療療ををししてて行行きき

たたいいでですすかか？？  自自分分ががななりりたたいい鍼鍼灸灸師師像像はは。。（（昼昼はは

りり卒卒・・SS ささんん））  

生活保護を申請される方に、社会福祉士と付き

添うボランティアを３年の冬から始め、心身ともに

弱っている方に鍼灸を受けて欲しくても叶わない現

実に打ちのめされました。社会的に弱い立場にあ

る方の受療率を上げるためには、自治体や、福

祉・医療分野の専門職と連携できる体制を作る必

要があると思っています。自分一人で抱え込むの

ではなく、社会の枠組みの中で、患者さんの生活

を良い方向へと導ける鍼灸師になりたいです。 

 現在の仕事や臨床・研究活動が、遠回りでもそこ

に結実したらいいですね。 

――――東東鍼鍼でで学学んんでで良良かかっったたここととやや、、役役にに立立っったたこことと

ははあありりまますすかか。。（（6611期期卒卒・・匿匿名名ささんん））  

伝統医学の歴史を引き継がれている治療家の

先生方の手技や姿勢に触れられたことは本当に良

かったです。古典の特別授業で山本徳子先生から

妥協のないご指導を頂いたこと、図書館で荒川先

生に、読み切れない資料を山のように積んで頂い

たのは良い思い出です。 

 

 ＊協力：質問者の皆さん、ふじみ野市立介護予防センター 職員・利用者の皆さん 

埼玉医科大学 東洋医学科 山口智先生、堀部豪先生、研修生の皆さん 
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 [就職相談室より] 

 

最後に、今回の卒業生アンケートの結果を踏まえ、就職相談室の宇喜田先生よりご寄稿を頂きました。 

 

伝統として、卒業後は鍼灸師として独立開業を目指す方々が多かった東鍼校も、職業訓練給付金制度を活

用して資格取得を目指す学生の増加に伴い、近年では就職希望の方も増えてきました。現在は各学年の全体

の約半分の方が給付金制度を活用しています。在学中に鍼灸院、鍼灸整骨院、整形外科や病院など医療業界

でアルバイトを希望する方も増え、就職相談室では学生向けの求人も紹介しております。在学中にアルバイトを

していた治療院に、卒業後は有資格者として働いている卒業生も多数おります。 

東鍼校では毎年、3 年生を対象に卒業後の進路希望アンケートを取っており、結果としては、「就職」、「開業」、

「進学」（卒後研修を含む）、「その他」となっております。アンケートでは多くの学生が鍼灸院や鍼灸マッサージ院

での就職を希望しておりますが、最近は高齢化社会の影響か訪問鍼灸や訪問マッサージの求人が増えており

ます。 

新型コロナの影響もあり、昨年度(2020 年度)は求人数も一時減りましたが、その反動からか今年度は増加に

転じ、東鍼校では関西や九州、東北、北陸などを含む全国から、そして豪華客船の船上鍼灸師の求人も届いて

おります。 

多様な働き方が求められる社会の中、独立開業権のある鍼灸師はダブルワークをされる方も多く、近年では

路面店を借りて一から鍼灸院を開業するよりも、サラリーマン的な雇われ鍼灸師や、訪問鍼灸や新大久保の駅

前治療院など既存の鍼灸院のベッドを時間制で借りて開業しながら、副業で治療院勤務をする先生が増えてお

ります。また、卒業された先生の中には、漢方、ヨガ、アロマ等と鍼灸をコラボレーションしてやりたいという方々

も多くいます。 

鍼灸業界はまだまだ弟子入りや個人事業者が多く、就職しても長時間労働や業務委託、社会保険未加入の

ところもあるようです。求人に関してはもともと拘束時間の長い業界になりますが、求人票や面接の時と労働条

件が違うなど、迷ったときは行政機関の労働相談コーナーを活用してみて下さい。 

 

 

後記［在校生の皆様へ］ 

今回私がお話を聞いた昼あまし科のお二人はフルタイムの訪問治療の道を選ばれていましたが、個人で働い

ている方も多いですし、資格を活かした働き方は本当にさまざまです。 

東鍼校の卒業生は各方面で活躍していますので、少しでもご縁のある先輩方に、どんどん話を聞いて情報を

仕入れると良いと思います！ 

まずは国家試験、自分を信じて頑張って下さい！ 皆様のご健闘とご活躍をお祈りしております。 

（小笠原 初子） 
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1 時間 30 分という限られた時間の中で、初めて

会った方の問診から治療までをどのような流れで

できるのか確認したく、あえてクラスメイトではなく

初対面の後輩の方々にご協力頂きました。この経

験があったから、卒業してすぐに開業できたのだと

思います。後輩の皆さんには本当に感謝です。 

――――開開業業とといいうう目目標標をを達達成成さされれたた現現在在、、次次のの目目標標

やや今今後後のの展展望望ががああれればば教教ええててくくだだささいい。。  

今は余裕を持って 1人あたり 2時間の施術時間

を確保しているので、1日 4〜5名が限界です。新

規の方を受けるのが厳しくなってきたため、1人あ

たりの施術時間を減らして、もう少し治療人数を増

やせるようにするのが課題です。 

また開業にあたっては、何か不測の事態があっ

ても対応できるように、収入の柱を他にも持ってお

くことを考えていました。特に女性はライフスタイル

に変化があるので、収入が治療の１本柱だけでは

危険です。まずは開業してから 10年間、経営を継

続していくことを見据えた行動も大切な開業準備で

あると、2年生の時に担任をしてくださった奥住先

生に教えていただきました。 

私の場合は治療院での治療、企業への出張治

療、レンタルサロン、在学中から設計･制作してい

たオリジナルの温熱商品の販売という 4本の柱が

あり、一時的に自分で治療ができなくなったり、患

者さんが全くいらっしゃらないという状況になっても

家賃は何とか工面できるという環境を整えました。

これからの 1年で、今ある柱をさらに強くしていき

たいです。 

そして、今は口鍼が先行していて実際の鍼灸の

技術はまだまだ未熟ですので、これからも勉強を

続け、少しでも患者さんのお役に立てる鍼灸師に

なりたいと思っています。 

――――最最後後にに、、治治療療にに対対すするる想想いいををおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。  

治療を受けに来ていただくだけでは本当は不完

全で、患者さんが日々のセルフケアを通して、ご自

身の身体に意識を向ける習慣をつけていただける

ようになるまで寄り添うことが自分の仕事だと考え

ています。 

実際に、初診の患者さんには治療の後にセルフ

ケア指導を必ず受けていただいています。お灸の

使い方、ストレッチを通して経絡やツボを刺激する

方法、関節の可動域を増やす運動療法などについ

て時間をかけてお伝えすると、多くの方々が「こう

いうことが知りたかった」、「家でできることまで教え

てくれる人が一番信用できる」とおっしゃってくださ

います。 

これからも全力で患者さんの「治る力」をサポートし 

てゆきたいと思います。 

(取材：佐藤千尋) 
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学学校校かかららののおお知知ららせせ  

 
令和３年度の東洋鍼灸専門学校は、毛塚鉄雄前理事長の御逝去という悲しい出来事から始まりました。

前理事長は体調不良により 4月後半に入院されましたが、5月 7日に逝去されました。 

コロナ禍の緊急事態宣言下でもありましたことから、皆様にはお知らせすることなく、葬儀はご家族

のみで 5月 10日に執り行われました。 

ご冥福をお祈りいたしますと同時に、東鍼校の更なる発展を誓いたいと存じます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今年度の授業は、コロナ対策を徹底した上で、実技・座学ともに対面授業を原則とし、感染者や発熱

などの体調不良者、そして感染者との濃厚接触疑いのある者については、オンライン授業を実施しまし

た。これは昨年度のコロナ禍での混乱と学力低下をふまえての対策です。 

おかげさまで学内でのコロナ感染は防いできましたが、都内感染者の爆発的増大と夏休み期間に

伴い、7-8月には 10名の感染者を出してしまったことは残念です。 

授業を再開した 8 月 25 日以降の感染者は出ていませんが、感染拡大防止の観点から、前期試験

終了の 9 月 17 日までは、①座学につきリモート参加を可能とし、②特別授業を中止し、③実技室開放

を中止し、④学生サロン・リフレッシュサロンの利用を禁止する処置をとりました。 なお、１０月１日から

は、緊急事態宣言の解除に伴い、通常の対面授業に戻し、特別授業・実技室開放ともに実施しており

ます。 

 

これまで学校では、入り口での遠隔検温器の設置、アルコール消毒液の設置、マスクおよびフェイス

シールドの着用、飛沫拡散防止シートやアクリルボードの設置、共有スペースの入室人数制限、ドアノ

ブなどへの光触媒抗菌施工、オンライン授業の機器整備など、感染防止対策に努めてまいりました。

今後も学生諸君が安心して授業を受けられる体制づくりに努力してまいります。 

 

最後に、来年度入学希望者も順調に集まりつつあります。同窓生の皆様からのご紹介、感謝申し上

げます。ご紹介してくださった方が来校された場合、紹介者には僭越ながら謝礼としてクオカード 1万円

を差し上げております。 

 

学学校校かかららののおお知知ららせせ  

~ 17 ~ 
 

 

 

 

〇〇定定期期総総会会、、記記念念講講演演会会、、懇懇親親会会へへのの参参加加ににつついいてて  

この２年間同窓会総会を開催できませんでしたが、来年は同窓会総会等を４月２９日（昭和の日）に開催す

る予定です。ご参加をお待ちしております。 

 

〇〇同同窓窓会会費費のの納納入入ににつついいてて  

毎毎年年のの会会費費３３，，００００００円円はは貴貴重重なな活活動動資資金金ととししてて大大切切にに活活用用ささせせてていいたただだいいてておおりりまますす。。  会会費費未未納納のの方方にに

振振込込用用紙紙をを同同封封いいたたししままししたたののでで、、ごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。  

 〇毎年３月発行の機関誌「醫黄集門」と５年毎に発行している「会員名簿」は、会費を納入された方にお届け 

しています。 

 〇毎年秋に発行している「同窓会だより」は住所の登録されている会員全員にお届けしています。 

 

〇〇住住所所変変更更さされれたた場場合合はは、、必必ずず同同窓窓会会事事務務局局ああててごご連連絡絡くくだだささいい。。  

  

〇〇今今年年度度「「記記念念講講演演（（浦浦山山久久嗣嗣先先生生））」」のの配配信信ににつついいてて  

醫黄集門第５０号でお知らせした「記念講演」について、新型コロナウイルスの感染拡大のため、延期して

おります。会員の皆様には心よりお詫び申し上げます。 

感染状況が落ち着き、緊急事態宣言等が解除され次第、浦山先生と調整のうえ、今年度内には実施してま

いりたいと考えております。 

皆様には、学校ホームページの中の同窓会のページにてお知らせしたいと思いますので、ご確認いただき

ますようお願い申し上げます。 

 

◆訃 報◆ 
 

水上信明先生、昭和３３年卒 （享年８４歳） 令和３年９月１３日 ４：００a.m.逝去されました。  

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 同窓会卒業生一同 

  

故故  水水上上信信明明先先生生をを偲偲んんでで  

第１１代同窓会長 昭和４８年卒 塚本此清先生から哀悼の意を込めて 

水上先生が亡くなられて、悲しいです。 

先生は明るく、積極的で、学生生活まで援助されて、面倒見の良い方でした。 

理学療法士として先生の授業は楽しい一語に尽きます。 障害のある患者の歩行や動作などを軽妙になぞられ

てから、マッサージなどの実技を教えられたのが、印象的です。 

 

また同窓会に対しても、総会を含めて、適切で、鋭い発言などでご指導を頂き、随分助けられました。 特に私の

前同窓会長が長期入院し死去され、会計赤字で混乱した際は、格別なご支援を頂き、助かりました。 水上先生、

どうか安からにご永眠ください。 

同同窓窓会会かかららののおお知知ららせせ、、おお願願いい  

− 16 −
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試験区分 受験学科 願書受付期間 選考日 

社会人入試 (第 2回) 

高等学校推薦入試 

高等学校指定校推薦入試 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(昼・夜) 

10月 1日(金) 

～ 

10月 6日(水) 

10月 10日(日) 

9:40集合 

一般入試（A日程) 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(昼・夜) 
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～ 
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9:40集合 
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鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科
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9:40集合 
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2月 13日(日) 

9:40集合 
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鍼灸科(夜) 

2月 21日(月) 

～ 

3月 2日(水) 

 3月 6日(日) 

9:40集合 

※平日入試は 10月以降に開催致します。詳細は本校 WEBサイトにてご案内いたします。 

 

 受受験験生生紹紹介介制制度度ののごご案案内内  
 

卒業生の皆様から、「入学希望者」をご紹介いただきたくご案内いたします。本校にご興味・ご関心

のある方がいらっしゃいましたら下記担当までご連絡いただければ幸いです。ご紹介いただいた卒

業生の皆様にはご来校確認後、“お礼の品”をお送りさせていただきます。詳細は下記担当までお問

い合わせください。(本年度から、ご来校者の紹介でお礼進呈とさせていただいております) 

                 □□入入試試事事務務局局    0033--33220099--55443366((代代表表))  iinnffoo@@ttooyyoosshhiinnkkyyuu..aacc..jjpp  

22002222年年 44月月入入学学生生募募集集      今今後後のの入入試試日日程程  

オオフフィィシシャャルルササイイトト「「卒卒業業生生開開業業治治療療院院MMAAPP」」無無料料掲掲載載ののごご案案内内  

本校オフィシャルサイトにて「卒業生開業治療院 MAP」を公開中です。全国の治療院をお探しの

方や「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」にご興味をお持ちの方々への良質な保健提供に寄

与しております。今後さらに充実したコンテンツとすべく、開業された先生方からのご連絡をお

待ちしています。      □□おお問問いい合合わわせせ窓窓口口  0033--33220099--55443366((代代表表))    iinnffoo@@ttooyyoosshhiinnkkyyuu..aacc..jjpp  

 

~ 18 ~ 
 

 
 

− 18 −



 
試験区分 受験学科 願書受付期間 選考日 

社会人入試 (第 2回) 

高等学校推薦入試 

高等学校指定校推薦入試 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(昼・夜) 

10月 1日(金) 

～ 

10月 6日(水) 

10月 10日(日) 

9:40集合 

一般入試（A日程) 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(昼・夜) 

11月 1日(月) 

～ 

11月 10日(水) 

 11月 14日(日) 

9:40集合 

一般入試（B日程) 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(昼・夜) 

11月 22日(月) 

～ 

12月 1日（水) 

12月 5日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 1回) 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(夜) 

1月 5日(水) 

～ 

1月 12日(水) 

1月 16日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 2回) 

鍼灸科(昼・夜) 

鍼灸あん摩マッサージ指圧科

(夜) 

1月 24日(月) 

～ 

2月 9日(水) 

2月 13日(日) 

9:40集合 

特別入試(第 3回） 

 

鍼灸科(夜) 

2月 21日(月) 

～ 

3月 2日(水) 

 3月 6日(日) 

9:40集合 

※平日入試は 10月以降に開催致します。詳細は本校 WEBサイトにてご案内いたします。 

 

 受受験験生生紹紹介介制制度度ののごご案案内内  
 

卒業生の皆様から、「入学希望者」をご紹介いただきたくご案内いたします。本校にご興味・ご関心

のある方がいらっしゃいましたら下記担当までご連絡いただければ幸いです。ご紹介いただいた卒

業生の皆様にはご来校確認後、“お礼の品”をお送りさせていただきます。詳細は下記担当までお問

い合わせください。(本年度から、ご来校者の紹介でお礼進呈とさせていただいております) 

                 □□入入試試事事務務局局    0033--33220099--55443366((代代表表))  iinnffoo@@ttooyyoosshhiinnkkyyuu..aacc..jjpp  

22002222年年 44月月入入学学生生募募集集      今今後後のの入入試試日日程程  

オオフフィィシシャャルルササイイトト「「卒卒業業生生開開業業治治療療院院MMAAPP」」無無料料掲掲載載ののごご案案内内  

本校オフィシャルサイトにて「卒業生開業治療院 MAP」を公開中です。全国の治療院をお探しの

方や「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」にご興味をお持ちの方々への良質な保健提供に寄

与しております。今後さらに充実したコンテンツとすべく、開業された先生方からのご連絡をお

待ちしています。      □□おお問問いい合合わわせせ窓窓口口  0033--33220099--55443366((代代表表))    iinnffoo@@ttooyyoosshhiinnkkyyuu..aacc..jjpp  

 

~ 18 ~ 
 

 
 

− 19 −



~ 20 ~ 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東洋鍼灸専門学校 同窓会だより 第１５号 

発行日 : 令和３年１１月１日        事務局 東洋鍼灸専門学校内 

発行者 : 東洋鍼灸専門学校同窓会   〒169-0073 東京都新宿区百人町 1-4-4 

       会長 風間正男          TEL : 03-3209-5436 

編 集 : 「同窓会だより」編集委員     FAX : 03-3209-5569 

印 刷 : 共栄印刷株式会社         E-Mail : dosokai@toyoshinkyu.ac.jp 

第５８回東鍼祭 中止のお知らせ  

実行委員、自治会との協議の結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

今今年年のの東東鍼鍼祭祭はは中中止止ととななりりままししたた。。 

楽しみにしてくださっていた卒業生の皆様、大変申し訳ありません。 

               

東鍼祭実行委員長 中村勇太 


