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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       １７３名   （平成２７年５月１日現在） 

   学生数      １１０５名   （平成２７年５月１日現在） 

   学 科 

 

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 ２１０名 

昼（Ⅰ部）１８０名 

夜（Ⅲ部） ３０名 

６ 

１ 
６３０名 

医療専門 

課程 
鍼灸科 ３年  ６０名 昼（Ⅰ部） 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（Ⅰ部） 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２７年度 実施行事の報告 

月 日 行 事 

4 1 入職式 

 6 入学式 

 7 オリエンテーション(全学年)  海外研修説明会 

 8 オリエンテーション(１・２年) 授業開始（理学療法科３年） 

 9 授業開始 

 12 海外研修（台湾）第１陣 （4/12から 4/16） オープンキャンパス   

経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 

 15 海外研修（ハワイ） （4/15から 4/20）  

 17 履修免除申請 

 18 奨学金説明会 新吉塚病院研修会（～4/19） 

 19 海外研修（台湾）第２陣   （4/19から 4/23） 

 22 白十字病院勉強会 

 25 オープンキャンパス 

 26 クリエイティブスポーツ研修会 

5 3 オープンキャンパス 

 7 スポーツ大会 

 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 福岡刺絡研究会 クリエイティブスポーツ研修会 オープンキャンパス 

 23 オープンキャンパス 

 29 高等学校対象学校説明会 

 31 オープンキャンパス 

  6 11 白十字病院研修会 オープンキャンパス 

 13 学校関係者評価委員会 教育課程編成委員会 オープンキャンパス 

 14 経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 オープンキャンパス 

 17 解剖実習（久留米大学） 

 21 校友会 オープンキャンパス  

 22 オープンキャンパス 

 27 実習指導者会議（診療放射線科）  

ディモコ講習会（～6/28） 無限リハビリテーション研修会（～6/28） 

ＳＪＦ九州南支部研修会 
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7 4 オープンキャンパス 

 5 第１回 入学試験 

 11 オープンキャンパス 

 12 経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 クリエイティブスポーツ研修会 

オープンキャンパス 

 16 オープンキャンパス 

 18 オープンキャンパス 

 19 オープンキャンパス 

 20 県別学校説明会 

 25 オープンキャンパス 

 26 オープンキャンパス 

 31 終業式 

8 1 オープンキャンパス 

 2 第２回 入学試験 

 16 オープンキャンパス 

 22 全国柔道整復学校協会教員研修会（8/22-23） ディモコ講習会（～8/23） 

オープンキャンパス 

 23 オープンキャンパス 

 25 オープンキャンパス 

 29 東洋療法学校協会はりきゅう実技審査 臨床実習指導者会議（理学療法科） 

 30 無限リハビリテーション研修会 県別学校説明会 

 31 ２学期始業 

9 5 オープンキャンパス 

 6 第３回 入学試験 

クリエイティブスポーツ研修会 日本オランダ徒手法セミナー 

 8 第 29回 福岡県専門学校体育大会（～9/15） 

 12 ＦＤセミナー クリエイティブスポーツ研修会（～9/13） オープンキャンパス 

 13 経絡治療学会福岡部会 

 16 白十字病院勉強会 

 18 防災訓練 日本柔道整復師会業界説明会 

 19 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 

 20 オープンキャンパス 

 25 オープンキャンパス 

10 3 柔道整復研修試験財団 医療人研修 クリエイティブスポーツ研修会 

 4 柔道整復研修試験財団 医療人研修  第 4回 入学試験 
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 11 第 5回 入学試験  五島会場入試  

経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 

 14 東洋療法学校協会 学術大会 

 17 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 

 18 オープンキャンパス 

 22 オープンキャンパス 

 24 柔道整復研修試験財団 医療人研修 

 25 柔道整復研修試験財団 医療人研修 クリエイティブスポーツ研修会 

 28 就職説明会（理学療法科） 

 31 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 1 第 6回 入学試験  柔道整復研修試験財団認定実技 

 8 経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 

 10 開校記念日 

 11 第 37回九州ブロック専門学校体育大会（～11/13） 

 13 戴帽式（看護科） 

 15 校友会 ＪＡＴＡＣ九州ブロック大会 オープンキャンパス 

 19 オープンキャンパス 

 22 オープンキャンパス 

 28 福岡スポーツ理学療法交流会 日本水泳トレーナー会議九州ブロック研修会 

 29 関節リハビリテーション学会研修会 

12 5 オープンキャンパス 

 6 第７回 入学試験 クリエイティブスポーツ研修会 

 12 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 

 13 経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 クリエイティブスポーツ研修会 

 22 自賠責保険勉強会 

 24 次年度教育内容会議 防災救急訓練 

 25 終業式 

1 7 オープンキャンパス 

 10 経絡治療学会福岡部会 福岡刺絡研究会 無限リハビリテーション研修会 

教務主任養成講習会フォローアップ研究会 

 12 始業 

 16 オープンキャンパス 

 17 第 8回 入学試験  柔道整復研修試験財団平成２７年度技術講習会 

クリエイティブスポーツ研修会 

 20 開業・経営セミナー（～1/21） 
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 23 ＦＤセミナー ＳＪＦ九州南支部研修会（～1/24） オープンキャンパス 

 24 クリエイティブスポーツ研修会 

 30 教務主任養成講習会フォローアップ研究会 

2 7 第 9回 入学試験  

 13 クリエイティブスポーツ研修会 

 14 看護師国家試験 経絡治療学会福岡部会 クリエイティブスポーツ研修会 

オープンキャンパス 

 21 無限リハビリテーション研修会 オープンキャンパス 

 24 オープンキャンパス 

 25 診療放射線技師国家試験 

 28 はり師きゅう師・理学療法士国家試験  

3 5 オープンキャンパス 

 6 柔道整復師国家試験 第 10回 入学試験 

 12 無限リハビリテーション研修会（～3/13、20）  

日本健美痩総合メディカル鍼灸協会 

 13 クリエイティブスポーツ研修会 オープンキャンパス 

 15 卒業式 

 17 防災訓練 

 18 終業式 

 19 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 

 20 オープンキャンパス 

 25 国家試験合格発表（看護師） 

 26 オープンキャンパス 

 27 追加入学試験 ＪＡＴＡＣ九州ブロック活動報告会 

 28 国家試験合格発表（柔道整復師・はり師きゅう師） 

 29 国家試験合格発表（理学療法士・診療放射線技師） 
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（２）国家試験結果（平成２７年度） 

  

柔道整復師  １５４名受験１５０名合格（合格率 ９７．４％） 

    はり師     ４５名受験 ４５名合格（合格率１００．０％） 

    きゅう師    ４５名受験 ４５名合格（合格率１００．０％） 

    理学療法士   ５０名受験 ４６名合格（合格率 ９２．０％） 

診療放射線技師 ２８名受験 ２８名合格（合格率１００．０％） 

看護師     ３４名受験 ３３名合格（合格率 ９７．１％） 

 

    ※ ＪＡＴＩ（日本トレーニング指導協会認定トレーニング指導者） 

            ２３名受験 ２３名合格（合格率１００．０％） 

 

（３）求人・就職状況 

 

 ア 求人倍率（平成２８年３月卒業生） 

    

   柔道整復科      ８．３倍 

   鍼灸科       １８．６倍 

   理学療法科    ５４．８倍 

   診療放射線科    ２５．４倍 

        看護科       ２６８．０倍 

   

 イ 主な就職先 

学科 主な就職先 

 

 

 

 

柔道整復科 

あおば名倉堂整骨院、あっぷる整骨院、あみはり

きゅう整骨院、池永修子整骨院、伊都整骨院、医

療法人 太田脳神経外科医院、医療法人社団 RMC

（整形外科・内科）、うぃんぐ整骨院、うえの整骨

院、うらら整骨院、えびす整骨院、大木町整骨院、

岡本整骨院、株式会社 医倖会、株式会社 堺整骨

院西、株式会社 佐々木整骨院、株式会社 湧命、

株式会社 オリエンタルメディスン 田口整骨院、

かみはら整骨院、かみみね整骨院、かわしまはり

きゅう整骨院、きくち整骨院、きずな整骨院、久

留米苅原整骨院、クレアーレはり・きゅう整骨院、

くろ川整骨院、けやき整骨院、KOBA スポーツ鍼
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灸整骨院、五条いきいき整骨院、後藤鍼灸整骨院、

コノハ整骨院片江、坂本接骨院、さくら整骨院、

さくら通り整骨院、佐々木整骨院、塩川整骨院、

自在な整骨院・はりきゅう院、下大利整骨院、城

南スポーツ整骨院鍼灸マッサージ院、不知火接骨

院、新宮中央整骨院、砂坂整骨院、多賀はりきゅ

う整骨院、玉里整骨院、たんぽぽ鍼灸整骨院、つ

きぐま鍼灸整骨院、てづか整骨鍼灸院、なお整骨

院、仲原彩整骨院、和整骨院、ハイカラ鍼灸整骨

院、元鍼灸整骨院、はやしだ整骨院、はり灸・整

骨院ＮＥＸＴ、はり灸院整骨院 Re.庵、ひさつね整

骨院、ひまわり整骨院、ピュア整骨院、福岡スポ

ーツ整骨院、福富整骨院、ふるかわ整骨院、フレ

スポからだ 110、別府針灸整骨院、ほっこり整骨院、

本多鍼灸整骨院、まきの整骨院、松岡整骨院、松

橋整骨院、松山整骨院、南川鍼灸整骨院、みやざ

き鍼灸整骨院、みやはら整骨院、むさし整骨院、

室住整骨院、もみの木整骨院、森整骨院、山川整

骨院、やました整骨院、やま田鍼灸整骨院、有限

会社 介正、有限会社 甲斐整骨院、祐生堂はり灸

マッサージ博多院、よしだ整骨院等 

（就職率 １００％） 

鍼灸科 

あんぬクリニック、F.C.C.築地鍼灸整骨院、オス

カー整骨院、介生グループ(エステティックサロン

QT)、株式会社 ArTra(ほねつぎ鍼灸整骨院)、株式

会社ほねごり、きりん整骨はりきゅう院、久留米

接骨院、ケイ・トレーナーズ(きよた鍼灸院)、惠

心堂、コマーシャルモールはり灸整骨院、坂田鍼

灸整骨院、サザン整骨院、タケダスポーツクリニ

ック、NIDOM、はりきゅう小田原治療室、はるか鍼

灸整骨院、東比恵はりきゅう整骨院、Be-fine鍼灸

整骨院、福岡東鍼灸整骨院、松山整骨院、みのる

整骨院、三好整骨鍼灸院、武蔵鍼灸整骨院(福重

店)、(有)サポート、祐生堂はり灸マッサージ院、

りきたけ整骨院、ロコハ鍼灸整骨院等 

（就職率 １００％） 
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理学療法科 

朝倉医師会病院、厚地脳神経外科病院、石橋外科

胃腸科医院、江本ニーアンドスポーツクリニック、

岡部病院、介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ、

鹿児島医療センター、吉祥寺南病院、慶友整形外

科病院、高良台リハビリテーション病院、小江原

中央病院、古賀病院 21、小平中央リハビリテーシ

ョン病院、品川病院、シミズ病院、すむのさと高

尾病院、聖ケ塔病院、桑陽病院、副島整形外科病

院、タカハラ整形外科クリニック、TMG宗岡中央病

院、長崎医療センター、なご整形外科、成田整形

外科病院、新座病院、脳神経センター大田記念病

院、博愛会病院、久恒病院、福岡県済生会二日市

病院、福西会病院、渕上整形外科、二日市徳洲会

病院、北総白井病院、南川整形外科病院、南町田

病院、三萩野病院、牟田病院、村上華林堂病院、

安本病院、ユニタ整形外科・形成外科クリニック、

吉村整形外科クリニック、米盛病院等 

（就職率 １００％） 

 

 

 

 

 

診療放射線科 

うらはし整形外科、本部医院、博愛会、堺整形外

科医院、栁病院、渡辺整形外科、佐世保中央病院、

横浜新都市脳神経外科病院、君津中央病院、五反

田病院、宮崎病院、フェスティバルタワー健診セ

ンター、浅草病院、浦添総合病院、のぞみ整形外

科クリニック、魚住クリニック、福山医療センタ

ー、佐田整形外科病院、四国こどもとおとなの医

療センター、筑後川温泉病院、川南病院、松井病

院、東広島医療センター、関門医療センター、成

尾整形外科病院、蘇生会総合病院等 

（就職率 １００％） 

 

 

 

看護科 

奄美徳洲会・今村病院分院・唐津赤十字病院・九

州中央病院・埼玉石心会病院・佐賀病院・JR 東京

総合病院・湘南美容外科クリニック・東京医療セ

ンター・東京都立駒込病院・戸田中央総合病院・

新座志木中央総合病院・西福岡病院・原三信病院・

福岡記念病院・福岡県済生会福岡総合病院・福西

会病院・牟田病院等（就職率 １００％） 




