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１ 法人の概要 

  

（１）学校法人 

   名 称      学校法人 福岡医療学院 

   代 表      理事長 藤瀬 武 

   所在地      〒８１４－０００５ 

            福岡市早良区祖原３番１号 

 

 

（２）設置する学校 

   名 称      福岡医療専門学校 

   所在地      〒８１４－０００５ 

            福岡市早良区祖原３番１号 

            電話０９２（８３３）６１２０ 

   校 長      藤瀬 武 

   教職員       １６８名   （平成２８年５月１日現在） 

   学生数      １０５０名   （平成２８年５月１日現在） 

   学 科                            （平成 28年度） 

 

課程名 

 

学科名 

 

修業年限 

 

入学定員 

 

昼夜間の区別 

 

学級数 

 

総定員 

医療専門 

課程 

柔道整復

科 
３年 １８０名 

昼（Ⅰ部）１５０名 

夜（Ⅲ部） ３０名 

５ 

１ 
５４０名 

医療専門 

課程 
鍼灸科 ３年  ６０名 昼     ６０名 ２ １８０名 

医療専門 

課程 

理学療法

科 
４年  ８０名 昼     ８０名 ２ ３２０名 

医療専門 

課程 

診療 

放射線科 
３年  ５０名 昼     ５０名 １ １５０名 

医療専門 

課程 
看護科 ３年  ４０名 昼     ４０名 １ １２０名 

＊１ 鍼灸科スポーツ・美容鍼灸    募集人数 ２０名 

＊２ 柔道整復科スポーツトレーナー  募集人数 ３０名 

 ＊３ 理学療法科スポーツトレーナー  募集人数 ２０名 
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（３）学納金 

 

区 分 昼夜別 
入学検定料 

（円） 

入学金 

（円） 

授業料 

（円） 

施設費 

（円） 

柔道整復科 
昼（Ⅰ部） 20,000 200,000 800,000 400,000 

夜（Ⅲ部） 20,000 200,000 600,000 400,000 

鍼灸科 昼 20,000 200,000 800,000 400,000 

理学療法科 昼 20,000 200,000 500,000 400,000 

診療放射線科 昼 20,000 200,000 800,000 400,000 

看護科 昼 20,000 150,000 500,000 250,000 
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２ 事業の概要 

 

（１） 平成２８年度 実施行事の報告 

月 日 行 事 

4 1 入職式 

 4 入学式 

 5 オリエンテーション（全学年） 海外研修説明会 

 6 オリエンテーション（１・２年） 授業開始（理学療法科３年） 

 7 授業開始 

 10 無限リハビリテーションゼロ研修会 経絡治療学会福岡部会 ＩＳＥセミナー 

少林寺拳法福岡武専講師指導会議 オープンキャンパス 

 11 海外研修（ハワイ）（～4/16） 

 15 履修免除申請 

 16 奨学金説明会 海外研修（台湾）第１陣（～4/20） オープンキャンパス 

 23 海外研修（台湾）第２陣（～4/27） 

 24 福岡スポーツ理学療法交流会研修会 オープンキャンパス 

 28 日本美容鍼灸マッサージ協会セミナー 

 29 オープンキャンパス 

5 3 オープンキャンパス 

 8 経絡治療学会福岡部会 オープンキャンパス 

 9 スポーツ大会 

 15 クリエイティブスポーツ研修会 オープンキャンパス 

 18 白十字病院勉強会 

 21 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 

 22 オープンキャンパス 

 28 ＳＪＦ学会研修会（～5/29） オープンキャンパス 

 29 日本健康予防医学会研修会 オープンキャンパス 

 6 3 高等学校対象学校説明会 

 4 日本美容鍼灸マッサージ協会セミナー 

 11 学校関係者評価委員会 教育課程編成委員会 福岡県理学療法士会研修会 

オープンキャンパス 

 12 経絡治療学会福岡部会 ＳＪＦ学会研修会 オープンキャンパス 

 19 校友会 オープンキャンパス 

 25 実習指導者会議（診療放射線科） 

 26 クリエイティブスポーツ研修会 無限リハビリテーションゼロ研修会 
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 29 久留米大学解剖実習 

7 2 オープンキャンパス 

 3 第１回入学試験 

 9 オープンキャンパス 

 10 経絡治療学会福岡部会 オープンキャンパス 

 16 オープンキャンパス 

 17 オープンキャンパス 

 23 オープンキャンパス 

 24 県別学校説明会（山口・長崎・宮崎・鹿児島・沖縄） オープンキャンパス 

 29 １学期終業式 白十字病院勉強会 

 30 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 臨床実習指導者会議（理学療法科） 

オープンキャンパス 

 31 日本美容鍼灸マッサージ協会セミナー 福岡県少林寺拳法連盟研修会 

オープンキャンパス 

8 1 オープンキャンパスウィーク（～8/5） 

 2 福岡県専修学校各種学校協会新任教員研修（～8/4） 

東洋療法学校協会教員研修会（～8/3） 

 6 無限リハビリテーションゼロ研修会（～8/7） オープンキャンパス 

 7 第２回入学試験 白十字病院勉強会 

 11 オープンキャンパス 

 17 福岡県専修学校各種学校協会中堅教員研修（～8/18） 

 18 全国リハビリテーション学校協会教員研修会（～8/20） 

 20 オープンキャンパス 

 21 オープンキャンパス 

 23 全国柔道整復学校協会教員研修会（～8/24） 

 26 防災訓練 

 27 東洋療法学校協会はりきゅう実技審査 オープンキャンパス 

 28 オープンキャンパス 

 29 ２学期始業 

9 3 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 オープンキャンパス 

 4 第３回入学試験 クリエイティブスポーツ研修会 

 8 日本柔道整復師会業界説明会 

 10 ＦＤ研修会 日本健康予防医学会研修会（～9/11） オープンキャンパス 

 11 経絡治療学会福岡部会 オープンキャンパス 

 13 第３０回福岡県専門学校体育大会（～9/21） 
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 16 高等学校対象学校説明会 西日本シティ銀行研修会 

 18 足と歩きの研究所セミナー（～9/19） what’s研修会 

無限リハビリテーションゼロ研修会 オープンキャンパス 

 24 ＮＰＯあすも旅行班研修会 オープンキャンパス 

 25 日本美痩総合メディカル鍼灸協会講習会 オープンキャンパス 

 27 ＮＰＯものさしセミナー（～9/29） 

10 1 柔道整復研修試験財団医療人研修（～10/2） 

 2 第４回入学試験 福岡刺絡研究会講習会 

 9 第５回入学試験 那覇会場入試 経絡治療学会福岡部会 

ＮＰＯオーソティックスソサエティー研修会 

 10 福岡市少林寺拳法協会練習会 

 12 東洋療法学校協会学術大会 

 15 柔道整復研修試験財団医療人研修（～10/16） 

 16 うえの整骨院講習会 オープンキャンパス 

 22 What’s研修会 オープンキャンパス 

 23 五島地区入試 

 29 少林寺流錬心館空手道中央支部練習会 

 30 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 オープンキャンパス 

11 5 ＪＡＴＩ研修会 

 6 第６回入学試験 柔道整復研修試験財団認定実技審査 福岡刺絡研究会講習会 

 10 開校記念日 

 12 教育課程編成委員会 

 13 経絡治療学会福岡部会 オープンキャンパス 

 16 第３８回九州ブロック専門学校体育大会（～11/18） 

 18 戴帽式（看護科） 

 20 校友会 ＴＯＥＩＣ公開テスト オープンキャンパス 

 26 ＳＪＦ学会研修会（～11/27） 

 27 無限リハビリテーションゼロ研修会 オープンキャンパス 

12 3 オープンキャンパス 

 4 第７回入学試験 福岡刺絡研究会講習会 

 11 ＴＯＥＩＣ公開テスト 経絡治療学会福岡部会 白十字病院勉強会 

健康ネットワーク研修会 オープンキャンパス 

 13 福岡歯科大学解剖実習 

 17 ＳＪＦ学会研修会（～12/18） 

 18 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 
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 21 次年度教育内容会議 

 22 ２学期終業式 

 25 無限リハビリテーションゼロ研修会 

1 8 経絡治療学会福岡部会 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 

福岡刺絡研究会講習会 

 10 ３学期始業 

 14 オープンキャンパス 

 15 第８回入学試験 

 18 開業・経営セミナー（～1/19） 

 21 ＦＤ研修会 What’s研修会 

 22 オープンキャンパス 

 28 活動分析研究会九州ブロック研修会（～1/29） 

 29 ＴＯＥＩＣ公開テスト 

2 4 ＪＡＴＩ－ＡＴＩ試験 オープンキャンパス 

 5 第９回入学試験 

 12 経絡治療学会福岡部会 

 19 看護師国家試験 

 23 診療放射線技師国家試験 

 26 はり師きゅう師・理学療法士国家試験 オープンキャンパス 

3 4 オープンキャンパス 

 5 柔道整復師国家試験 第１０回入学試験 

 12 ＴＯＥＩＣ公開テスト 日本美容鍼灸マッサージ協会セミナー 

うえの整骨院講習会 オープンキャンパス 

 14 卒業式 

 16 防災救急体験 

 17 ３学期終業式 

 18 オープンキャンパス 

 19 柔道整復研修試験財団技術講習会 足と歩きの研究所セミナー（～3/20） 

日本オステオパシープロフェッショナル協会セミナー（～3/20） ＩＳＥセミナー 

オープンキャンパス 

 25 ＭＡＷ－Ｓ研修会 

 26 追加入学試験 ＪＡＴＡＣ研修会 白十字病院勉強会 オープンキャンパス 

 27 看護師国家試験合格発表 

 28 柔道整復師・はり師きゅう師国家試験合格発表 防災訓練 

 29 理学療法士・診療放射線技師国家試験合格発表 
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（２）国家試験結果（平成２８年度） 

  

柔道整復師  １１８名受験１１５名合格（合格率 ９７．５％） 

    はり師     ５２名受験 ５２名合格（合格率１００．０％） 

    きゅう師    ５２名受験 ５２名合格（合格率１００．０％） 

    理学療法士   ５１名受験 ５０名合格（合格率 ９８．０％） 

診療放射線技師 ３７名受験 ３７名合格（合格率１００．０％） 

看護師     ３７名受験 ３７名合格（合格率１００．０％） 

 

    ※ ＪＡＴＩ（日本トレーニング指導協会認定トレーニング指導者） 

            ５６名受験 ５６名合格（合格率１００．０％） 

 

（３）求人・就職状況 

 

 ア 求人倍率（平成２９年３月卒業生） 

    

   柔道整復科     １６．１倍 

   鍼灸科       ２９．５倍 

   理学療法科    ８７．７倍 

   診療放射線科    １８．１倍 

        看護科       ２３０．３倍 

   

 イ 主な就職先 

学科 主な就職先 

柔道整復科 

あおやま整骨院、アンダンテ整骨・鍼灸院、伊都

整骨院、癒し庵、ういんぐ整骨院、梅の癒整骨院、

うめみつ鍼灸整骨院、大神整骨院、おはな整骨院、

香椎宮前整骨院、春日原鍼灸整骨院、かたかす整

骨院、株式会社Ｂ．ＣＯＣＯＲＯ、株式会社フォ

ルテシモ、かみはら整骨院、からだコンディショ

ニングふくおか整骨院、きわみ整骨院、くつろぎ

整骨院、くまのみどう鍼灸整骨院、クレアーレは

りきゅう整骨院、堺整骨院、さくら整骨院、佐々

木鍼灸整骨院、佐々木整骨院、三幸整骨院、シー

ムズはりきゅう整骨院、重松クリニック、城南ス

ポーツ整骨院・鍼灸マッサージ院、新宮中央整骨
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院、整骨院オルタナ吾平、田代整骨院、たんぽぽ

鍼灸整骨院、東洋はり灸整骨院はるひ、中野整骨

院、和整骨院、那須整骨院、なべしま整骨院、に

いたにクリニック、はなみずき整骨院、ひまわり

整骨院、兵動整骨院、ひらの鍼灸整骨院、福岡ス

ポーツ整骨院、藤崎駅前整骨院、ふれあい整骨院、

ぶんご整骨院、ベストケア株式会社、別府はり灸

整骨院、松山整骨院、むさしがおか整骨院、むさ

し鍼灸整骨院、牟田病院、モアはりきゅう整骨院、

山村整骨院、やわらぎ鍼灸整骨院、有限会社介正、

よしだ整形外科、よねだ整骨院、りきたけ整骨院、

レックス整骨院等 

（就職率 １００％） 

鍼灸科 

株式会社ワイズケア、CALISTA株式会社、かわはら

鍼灸整骨院、銀座 Haricchi、くにかた整骨院、恵

心堂、小泉漢方堂鍼灸療院、骨筋けんこう整骨院、

堺整骨院、シームズはりきゅう整骨院、鍼灸治療

院セラキュア、鍼灸マッサージ整体院ここち、神

湊鍼灸整骨院、すこやか整骨院、整骨院誠春、ゼ

ロスポ鍼灸整骨院、田中はり灸療院、たんぽぽ鍼

灸整骨院、てづか整骨鍼灸院、トドロ鍼灸院、な

がつだ整骨院、西島鍼灸整骨院、ピース鍼灸整骨

院、ひらの鍼灸整骨院、福岡美容鍼灸サロン Canna、

フジヤマ整骨院、別府はりきゅう整骨院、松山整

骨院、みよし整骨鍼灸院、もみの木鍼灸整骨院、

有限会社大医会春日原鍼灸整骨院等 

（就職率 １００％） 

理学療法科 

大石整形外科眼科クリニック、大分リハビリテー

ション病院、丘ノ規病院、織田病院、介護老人保

健施設ひのき、貝塚病院、香月病院、加野病院、

蒲田リハビリテーション病院、かんリウマチ・整

形外科クリニック、北川病院、北川病院老人保健

施設ひらんど、香田整形外科、高良台リハビリテ

ーション病院、堺整形外科医院、桜十字福岡病院、

シミズ病院、寿康会病院、新古賀病院、青洲会病

院、天心堂、東京リバーサイド病院、長尾病院、
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西福岡病院、博愛会病院、初台リハビリテーショ

ン病院、ひがしはら整形外科医院、福岡スポーツ

クリニック、まつうら整形外科、南川整形外科病

院、森山整形外科院、柳原リハビリテーション病

院、ヨコクラ病院、和田病院等 

（就職率 １００％） 

診療放射線科 

上尾中央総合病院、朝霞台中央総合病院、浅草病

院、阿知須共立病院、井上病院、大橋ごう脳神経

外科・神経内科クリニック、織田病院、貝塚病院、

久留米総合病院、佐々木外科病院、佐田病院、聖

フランシスコ病院、桑陽病院、副島整形外科病院、

筑後市立病院、町立太良病院、都志見病院、長崎

原爆病院、長田病院、中村循環器科心臓外科医院、

南部徳洲会病院、西福岡病院、博多ひざスポーツ

クリニック、ひらまつ病院、広瀬病院、福岡県す

こやか健康事業団、福岡スポーツクリニック、福

田病院、三田尻病院、緑町三祐病院、宮崎病院、

森之宮病院、芳野病院等 

（就職率 １００％） 

看護科 

井槌病院、指宿病院、岡部病院、九州医療センタ

ー、下関総合病院、周東総合病院、新富士病院、

千鳥橋病院、中京病院、流山中央病院、新座志木

中央総合病院、西福岡病院、のぞえ総合心療病院、

原土井病院、福岡記念病院、福岡青州会病院、福

岡赤十字病院、福岡脳神経外科病院、福岡リハビ

リテーション病院、福西会病院、宮崎医療センタ

ー、牟田病院等 

（就職率 １００％） 

 


