
柔道整復師は独立開業が
でき

る数少ない医療系国家資
格で

す。定められた年数の実
務経

験を積むことにより独立
開業

できます。

整骨院開業

誰でもが行える仕事では
なく、資格を保持している

人がつける職業で

す。柔道整復師は機能訓
練指導員として働くこと

ができます。

機能訓練指導員

目指せ！人気職種

スポーツトレーナーは、
選手が心

身のコンディションを整
え、常に

最高のパフォーマンス
を発揮す

るには欠かせない存在で
す。

スポーツトレーナー国家資格を有し、独立開業だけでなく
スポーツ現場での技術を磨きます。
主に地域に密着した整骨院や接骨院にて活躍している柔道整復師は、
スポーツトレーナーとしてスポーツ現場でも活躍することができます。
現場ではスポーツ選手のサポートも必要不可欠です。
当学科では医療系国家資格である柔道整復師の資格取得を目指しながら、
スポーツトレーナーとしての専門知識や技術を学習します。

スポーツ柔整学科
3年制 夜間部 併願時学費割引制度

●

●

●

●

●

接骨院・整骨院
スポーツ業界・スポーツトレーナー
専門学校教員
ケアマネジャー
機能訓練指導員など

●柔道整復師国家試験受験資格

Be a Professional !
私はここからプロになる！

学科の特徴

医療系
国家資格である
「柔道整復師」

柔道整復師は独立開業などにより子どもから高齢者までの幅広い身
体作りのサポートに関わることができる医療系国家資格です。また、ス
ポーツトレーナーとしてもスポーツ施設、介護分野まで活躍の場は広
がっています。

KMSではスポーツ領域でも活躍できる柔道整復師の育成に注力して
います。国家資格を活かし現場でスポーツトレーナーとして仕事がで
きるよう実技授業を豊富に取り入れています。KMSでは特別講師によ
る指導が受けられます。

KMSで
君の夢を叶えよう！

好きなことを

仕事にしたい！

目指せる仕事

目指せる資格

スポーツ現場で
活躍する柔道整復師へ

※月に数回、土日の授業があります。● 月 ‒ 金曜日  /  18：20 ‒ 21：30夜 間 部

H30年度
柔道整復師国家試験

（全国平均65.8%）
95.2％合

格
率
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基本的な包帯やテーピ
ングの巻き方を学び臨
床現場で活用します。
本校では、現場で活躍
できるよう特に実技科
目に力を入れています。

包帯固定学

はスポーツトレーナーに
なることです。沢山の友

達と楽しい先生と共に国家資
格を取得するために日々頑
張っています。実際に包帯を友
達同士で巻いて、現場に出て巻
けるよう互いに指摘やアドバイ
スなどをして技術を高め合って
います。とても楽しい学校で毎
日が充実しています。

夢

ぜひ、オープンキャンパスに来てください！実際に体験したり、先生方と接し
たりする中で、KMSの楽しい雰囲気が感じられると思います。先生方はみ
んな熱心な方たちです。

松本 こころさん
福岡県
県立小倉商業高等学校 出身

まつ  もと

先輩の声SENIOR Voice

ひとこと
アドバイス

check

まずは身体の基礎を習得。その後　　　スポーツ現場での応用と実践へ。

現場に精通し多方面
で活躍している教員
が多く在籍し、“現場
で活きる”知識と技術

を習得する事ができます。授業外で
も、スポーツトレーナー研修が定期
的に実施され、より有意義で実践的
な研修に参加できる事が本校の特
色です。

ステップアップのための学びとカリキュラム

実践的な実技実習を行い
ながら、ケガの対処法
についての学習

リハビリテーション医学・整形外科学2・
職業倫理と法律・総合柔道整復学・柔整
実技4・柔整実技5・柔整実技6・柔整実技
7・臨床実習4 など

1年次・2年次に身につけた基本的な技術
を、より対象者に合わせた施術が行えるよう
に実践的な応用技術へと向上させます。

スポーツ科学1・スポーツ科学2・保健体育
演習1・保健体育演習2・外国語・解剖学1・
解剖学2・解剖学3・生理学1・生理学2・運
動学・医学史・医療福祉制度・骨折総論・
脱臼総論・軟部組織損傷総論・固定法総
論・治療法総論・基礎柔道整復学1・柔整
実技1・柔整実技2・臨床実習1 など

保健体育理論1・保健体育理論2・運動生
理学・病理学概論・一般臨床医学1・一般臨
床医学2・外科学概論・整形外科学1・関係
法規・衛生・公衆衛生学・保健体育実技1・
保健体育実技2・軟部組織損傷各論・頭部・
体感・上肢帯の骨折・上腕の骨折・前腕・手
部の骨折・下肢の骨折・上肢の脱臼・下肢
の脱臼・臨床演習1・臨床演習2・臨床演習
3・柔整実技3・臨床実習2・臨床実習3 など

身体の成り立ち・働きなどの
基礎知識、包帯の巻き方
などの実践基礎
骨や関節の構造について基礎知識を身につ
けます。また人体の運動による生理学的反
応についても深く学びます。更に医療に携わ
るうえでの人間性の成長も目指します。

様 な々ケガや
病気についての学習と
ケガに対する施術法
1年次に学んだ基礎知識をもとに「骨折」「脱
臼」などの疾患学について知識を高めてい
きます。そして疾患に対する技術を身につけ
ます。

先生からのアドバイスカリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

実技審査への
対策！
出題された疾患に対し正確に施術できる力
を身につけます。校内試験を重ね、実技試
験全員合格に向け学科全体でサポートし
ます。

柔道試験は
経験なしでも大丈夫！
1年次より礼法・受け身を中心に体の使
い方を丁寧に学びます。3年次では自然
と様々な投げの形ができるようになり
ます。

ピックアップカリキュラム

Support3

学校生活を
一緒にenjoyしましょう！

Be a Professional !
私はここからプロになる！

1

2

Step
up

骨折・脱臼・打撲・捻挫な
どスポーツや交通事故
などで起こる外傷につい
て学びます。骨や筋肉を
イメージすれば詳しく学
べます。

柔道整復理論

基 礎
1年目

専 門
2年目

実 践
3年目

Pick Up
Curri-
culum

社 由洋
先生

やしろ よし ひろ

国家試験対策が充実！
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経穴（けいけつ）とよば
れる

ツボをはりやきゅうを用
いて

刺激することで、人が
本来

持っている自然治癒力
を回

復させます。

鍼灸師

スポーツ選手のためにケ
ガをしない身体作りや充

分に力を発揮でき

るようにコンディションを
整えていきます。

スポーツトレーナー
スポーツアロマ／鍼灸研究

ツボを刺激し自然治癒力
を高め、

ホルモンバランスを整え
ることが

できます。女性の鍼灸師
は結婚や

出産後でも仕事を続け
やすいの

が魅力です。

美容関係

目指せ！人気職種

「はり師・きゅう師」の国家資格を有する、
スポーツ障害の専門職です。
鍼灸理論と実践に加え、競技スポーツや健康づくり支援、
運動指導やトレーニング理論など、時代のニーズに対応した
「健康」をプロデュースできるカリキュラムです。
医療分野とスポーツ分野の両面からアプローチできる理論と技術を習得。
はりときゅうを使い、一般の方から競技スポーツ選手までサポートできる鍼灸師を目指します。

スポーツ鍼灸学科
3年制 夜間部 併願時学費割引制度

●はり師、きゅう師
国家試験受験資格

Be a Professional !
私はここからプロになる！

学科の特徴

鍼灸師として
活躍できる場

スポーツの現場で鍼灸はアマ・プロのスポーツ選手を問わず、スポーツ
障害の治療やケガの予防、コンディションを整えるために行われます。
そのため、スポーツクラブへの所属や個人選手のトレーナーとして活
躍できます。

スポーツ分野に関する内容の授業が豊富です。1年次は身体の構造や
機能を西洋・東洋医学の両面から、2年次は身体の異常や各疾患など、
3年次には身体の異常や各疾患に対する施術やケアなどを学びます。

KMSが育成する
鍼灸師

目指すは

アスリートの

強い味方！

目指せる仕事

アスリートを支える
コンディショニングの専門家

※月に数回、土日の授業があります。● 月 ‒ 金曜日  /  18：20 ‒ 21：30夜 間 部

H30年度

（　　  ）
100％合

格
率

はり師国家試験
きゅう師国家試験

全国平均
はり師 76.4%
きゅう師 78.5%

目指せる資格

●

●

●

鍼灸院
美容分野
専門学校教員 など

●

●

スポーツ分野
鍼灸整骨院
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灸は、東洋医学・西洋医
学それぞれの考え方か

ら患者さまにアプローチできる
治療法で、とても興味深いで
す。私はスポーツ関係の仕事に
就きたく、現在の仕事をしなが
ら、ＫＭＳに通っています。先生
方が親身に指導してくれるの
で、授業も分かりやすく、楽しく
学べています。

鍼

KMSの附属院で働きながら学ぶことも出来ます。学んだ事が現場ですぐに
活かせ、スキルアップにつながります。

髙原 暢裕さん
長崎県 出身
社会人

たか  はら　のぶ  ひろ

先輩の声SENIOR Voice

KMSの
ココが
おすすめ！

check
『はりって痛くないの？』誰も
が思う疑問です。どうしたら
痛くなくはりを打てるのか。
無痛の打ち方をしっかり指導
していきます。

基礎から専門、実践へ！ 3年後、 　　  実践力に自信が持てる鍼灸師に。

ステップアップのための学びとカリキュラム

基 礎
1年目

専 門
2年目

実 践
3年目 治療・リハビリ・美容など

様 な々シーンに対応できる
実践力を磨きます。

臨床医学各論・リハビリテー
ション医学・医療概論・衛生
学・公衆衛生学・東洋医学臨
床論・鍼灸理論・社会鍼灸学・
臨床実技・臨床実習・総合演習 
など1・2年次に学んだ内容をもとに、様々な病気に対する実

践的なケアやリハビリについて、西洋医学のみでなく、東
洋医学の観点からもより深く学び、実践力を養います。

保健体育演習・スポーツ科学・
保健体育理論・解剖学・生理
学・東洋医学概論・経絡経穴
概論・鍼灸理論・基礎実技・総
合演習 など

運動学・病理学・臨床医学総
論・臨床医学各論・東洋医学
診断論・東洋医学臨床論・応
用実技・臨床実習・総合演習 
など

治療の基礎となる体の構造、
東洋医学などの
知識を学びます。
主に身体の構造や機能の学習が中心で、医学の基礎と
なります。1年次に学ぶこれらの基礎が、2年次、3年次
に必要な知識となっていきます。また、実技も学んでい
きます。

コミュニケーション力など、
基礎を活かせる
応用力を身につけます。
身体の異常について、西洋・東洋医学的に学んでいきま
す。実技においては、身体の異常に対する治療方法やよ
り高度な技術を学び、応用力を養います。

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

１クラス1人の
「担任制」で安心
教員の多くが常勤しているからこそできる
担任制。勉強でつまずいたときに、そのまま
にせず相談して対応できる環境が充実して
います。

自分に合った
勉強法が見つかる
当校に入るまで勉強をしたことがなかった
という学生が、少しずつ自信を持って勉強
し続けて卒業した実績も多くあります。

ピックアップカリキュラム

Support3 国家試験対策が充実！

KMSはやりたいことが
たくさん見つかる場所！

Be a Professional !
私はここからプロになる！

1

2

Step
up

お灸はツボを温めて血液の
流れをよくし、自然治癒力
を高めます。患者さまの状
態を確認しながら、基礎か
ら習得していきます。

基礎実技 臨床実習

Pick Up
Curri-
culum

経験豊富な講
師陣を備え、国
家試験に向けて
の勉強もさるこ
とながら、臨床
に向けた知識・技術を学ぶことがで
きます。勉強につまずいたときは、担
任を中心にしっかりとしたサポート
体制でフォローをしていきます。

大庭 慎一朗
先生

おお   ば　 しん いち  ろう

先生からのアドバイス
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