
平成26年度

事業報告書（概要）

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

学校法人　花田学園



1. 基本方針

  教育基本法、学校教育法並びに文部科学省、厚生労働省の定める基準に準拠しつつ、創設者

花田傳の崇高な建学の精神を継承し、医療の一翼を担うに足る人材の育成を教育目標とする。

　昭和３１年創立の日本鍼灸理療専門学校並びに日本柔道整復専門学校における、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の養成、平成２１年度よりの東京有明医療大学

における大学教育・研究並びに平成２５年度からの大学院教育・研究を通じ、鍼灸並びに柔道

整復の教育・研究と共に、看護教育・研究との融合を図り、東洋医学・伝統医学・西洋医学の

分野において、高度化する医療の担い手として確かな医療技術と人格見識に優れた、より幅の

広い医療人の育成を通じ、社会に貢献することを基本方針とする。

2. 学校法人花田学園の沿革

昭和３１年 ４月 　日本中央鍼灸専門学校設立・東京高等柔道整復学校設立

昭和３８年 ９月 　学校法人花田学園法人認可

昭和３９年 ４月 　日本鍼灸理療学校・日本柔道整復学校に校名変更

昭和４７年 １０月 　専科（鍼灸科）新設

昭和５４年 ７月 　専修学校医療専門課程認可

　日本鍼灸理療専門学校・日本柔道整復専門学校に校名変更

平成　２年 ４月 　法改正に伴い、修業年限２年から３年に変更

平成１５年 ８月 　専攻科（アスレティックトレーナー）新設

　　*日本鍼灸理療専門学校・日本柔道整復専門学校

平成２０年 １０月 　東京有明医療大学　保健医療学部鍼灸学科・柔道整復学科及び

　看護学部看護学科認可

平成２１年 ４月 　東京有明医療大学　保健医療学部鍼灸学科・柔道整復学科及び

　看護学部看護学科開学

平成２４年 １１月 　東京有明医療大学大学院　保健医療学研究科及び看護学研究科

　認可

平成２５年 ４月 　東京有明医療大学大学院　保健医療学研究科及び看護学研究科

　開設

平成２６年 １０月 　東京有明医療大学大学院　保健医療学研究科博士後期課程認可

3. 設置する学校、学科等

本　科(あん摩マッサージ指圧・鍼灸科）

専　科(鍼灸科）　医療専門課程

柔道整復学科　医療専門課程

※在籍人数は、平成26年5月1日現在の学校基本調査の数値で表記

Ⅰ 法人概要

大 学 等 学部・研究科等 学　科 入学定員 収容定員

208名

看護学部 看護学科 50名 200名 247名

在籍者数
※

東京有明医療大学

保健医療学部
鍼灸学科 60名 240名 120名

柔道整復学科 60名 240名

保健医療学研究科 15名

看護学研究科 4名

日本鍼灸理療専門学校
120名 360名

518名
60名 180名

日本柔道整復専門学校 120名 360名 220名



4. 規程の整備に関して

① 組織規程を中心とした諸規定の改定及び策定を行った。

② 学校教育法の改正に伴い、全ての諸規則等について点検・見直し、整備を行った。

5. 理事・監事・評議員及び教職員数

※上記他、非常勤講師１７７名

1. 事業の概要

① 東京有明医療大学

　◎ 大学校務に関する事

４月 1日 平成26年度 入学式

大学院オリエンテーション

2～4日 新入生オリエンテーション

5日 健康診断（新入生)

7日 前学期授業開始

24日 FD研修会「教育の資質の向上のために」

30日 New England School of Acupuncture Susan CEO兼校長、教員、学生来学

５月 11日 看護の日イベント開催

６月 23日 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会との連携協定締結

７月 21～8月8日 学力評価期間

23日 大学院FD研修

８月 1日 ひらめき☆ときめきサイエンス

2日 大学院看護学研究科第１次入試

3日 ひらめき☆ときめきサイエンス

4～5日 前学期再試験（看護学科３年生）

5日 ひらめき☆ときめきサイエンス

9～11日 経絡治療学会夏期大学開催

21日 基礎看護学実習開始（看護学科２年生）

FD研修会「学修ポートフォリオと教育の質の保証」

９月 2日 FD研修会「学修ポートフォリオと教育の質の保証」

7日 第１回保健医療学部AO入試

8日 領域別看護学実習（看護学科３年生）

16～19日 前学期再試験(保健医療学部全学年、看護学科１・２・４年生）

22日 後学期授業開始

１０月 5日 第２回保健医療学部AO入試

１１月 1.2日 東京有明医療大学祭

8.9日 サイエンスアゴラ２０１４（於　日本科学未来館）

15日 アスレティックトレーナー理論試験

大学院保健医療学研究科第１次入試

16日 第１回推薦・社会人入試

23日 鍼灸センター研修生選考試験（第１期）

１２月 7日 第２回推薦・編入学入試

大学院博士後期課程入試

13日 第６回有明臨床解剖学シンポジウム

21日 健康運動実践指導者実技試験

22日 冬季休業前授業最終日

24日 コンプライアンス及び研究倫理に関する研修会

役　員 専任教職員 法人本部
東京有明
医療大学

日本鍼灸理
療専門学校

日本柔道整
復専門学校

合計

理事 ９名 教員 ０名 ６２名 １７名 ９名 ８８名

６名 ４６名

監事 ２名

　　Ⅱ事業概要

平成２６年

評議員 ２０名 職員 ４名 ２７名 ９名



１月 6日 後学期授業再開

13～2月2日 学力評価期間

30日 国際看護協会会長来日公演

２月 3日 第１回一般入試（全学）

5日 第１回一般入試面接（看護学部２次試験）

12～13日 後学期再試験（全学科４年生）

14日 復幸支援プロジェクト（於：郡山市民文化ホール）

15日 アスレティックトレーナー実技試験

18日 大学院看護学研究科第２次入試

20日 保健師国家試験

22日 はり師・きゅう師国家試験

看護師国家試験

23日 第２回一般入試（全学）

24～28日 後学期再試験（全学科１～３年生）

３月 1日 鍼灸センター研修生選考試験（第２期）

柔道整復師国家試験

2日 消防訓練

12日 金井一薫　特任教授　最終講義

13日 卒業式・学位授与式

15～22日 看護学科シンガポール国立大学研修

16～17日 学年末再試験（鍼灸学科１、２年生）

17日 第３回保健医療学部AO入試

23日 附属鍼灸センター研修生修了式

27日 在校生オリエンテーション

28日 在校生健康診断

31日 附属鍼灸センター研修生入所式・オリエンテーション

　◎ 入学前授業

　◎就職支援セミナー等

・自己探求セミナー（全学科） 4/3

　　・看護実習先病院（４病院）による就職説明会 4/22・4/24・4/25

・就職支援セミナー（東京新卒応援ハローワーク） 5/16・5/30・6/13・6/27・7/11・7/25

・就職セミナー（鍼灸学科） 5/21 「夢ある鍼灸業界」

6/10 「鍼灸業界の実態と求められる人間像」

・看護学科就職ガイダンス 7/25

・鍼灸学科就職ガイダンス 10/16

・柔道整復学科就職ガイダンス 10/22

・看護学科進路・就職セミナー 2/27

・労働法とメンタルヘルスセミナー（全学科） 3/12

　◎ オープンキャンパス

　◎ 柔道大会出場実績

 5月25日（日） 東京学生柔道優勝大会

 6月 8日（日） 春季江東区民体育大会   弐段の部（優勝）、初段の部（優勝,準優勝）

　　　　　　　　　　  女子の部（優勝,3位）

 7月13日（日） 東京都接骨師会柔道大会

 8月24日 (日） 東京学生柔道体重別大会

11月16日 (日） 東京学生二部優勝大会

12月21日 (日） 東京都24地区対抗柔道大会

　・柔道整復学科

平成２７年

　・鍼灸学科 全３回　1/24・2/18・3/7

全４回　1/10・1/17・1/24・1/31

　　3/22(土）・4/19（土）・5/11（日）・6/21（土）・7/26（土）・8/23（土）

　　8/24（日）・9/13（土）・10/19（日）



　◎ 学費支援制度

・ 学部、学科ごとに学業成績最優秀者　各１名 年間授業料半額免除

・ 学部、学科ごとに一般入試成績優秀者　各１名 年間授業料半額免除

・ 学部、学科ごとに学業成績優秀者（最優秀者含む各３名） 図書カード進呈

　◎ 科学研究費補助金ならびに受託研究実績（平成26年度分）

・ 私立大学等経常費補助金等 １１，１０１万円

・ 文部科学省・学術振興会 ２４件 （分担分含む） １，６７２万円

・ 厚生労働省 ２件 （分担分含む） ２，４００万円

・ 受託研究事業 ２件 ７９万円

・ その他 ７件 ６００万円

　◎ 臨床研修制度の設置

② 専門学校の校務関係

　◎ 専門学校の校務に関する事

４月 2･3日 学生健康診断

4日 平成２６年度入学式

7日 平成２６年度始業式、ﾎｰﾑﾙｰﾑ、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(1年生)

8日 前期授業開始

10日 ＡＴ専攻科開講式　

20日 開校記念日（昭和３１年開校以来５９周年を迎える）

卒後教育・鍼灸臨床講座開講

５月 16～18日 第６３回 全日本鍼灸学会学術大会

６月 9日 第１回 実力試験（鍼灸・柔整校3年生）

24～27日 定期試験①

７月 27日 第５９回柔整校同窓会主催研究会

花田学園スポーツトレーナー研究会

31日 終業式･ホームルーム

８月 2･3日 (公社)全国柔道整復学校協会教員研修会

８月 5･6日 (公社)東洋療法学校協会主催教員研修会

９月 1日 始業式・ホームルーム・授業開始

8～18日 臨床実習（鍼灸校・柔整校）

9･10日 実技試験（柔整校）

22日 後期授業開始

１０月 5日 日本鍼灸理療専門学校同窓会講演会

12･13日 第１０回(公社)日本鍼灸師会全国大会

16日 ソフトボール大会（神宮外苑）

18･19日 第４９回 花田学園祭

22日 (公社)東洋療法学校協会主催学術大会

28～31日 定期試験②

１１月 6日 実技認定試験実施（柔整校）

9日 実技認定試験実施（鍼灸校）

16日 試験財団認定実技審査日（柔整校）

24日 （公社）東洋療法学校協会　統一模試

１２月 7･8日 卒業クラス特別試験（7日柔整校　8日鍼灸校）

22日 終業式・ホームルーム

１月 9日 始業式・ホームルーム

10日 花田学園道場鏡開き

20日 第２回 実力試験（鍼灸校・柔整校3年生）

総額

総額

総額

総額

総額

平成２６年

平成２７年

・平成２６年４月より東京有明医療大学附属鍼灸センターにおいて、研修生の３期生
　３名を新たに受け入れた。前年度よりの延長者８名と合わせて１１名を受入れ研修
　を行った。なお、平成２７年度においても、新たに４期生８名の研修生を受け入れ
　る予定である。



２月 4～7日 定期試験③

19･20日 実技試験（柔整校） 

19～3/18日 臨床実習期間

21･22日 第２３回 国家試験(21日あマ指師,22日はり師きゅう師)　

24日 卒業クラス特別講演（鍼灸校昼夜）

25日 卒業クラス特別講演（鍼灸校昼夜）

27日 卒業クラス特別講演（鍼灸校昼）

３月 1日 第２３回 柔道整復師国家試験

2日 教育講座開催（1･2年生）（渋谷警察署）

4日 卒業クラス特別講演（鍼灸校夜･柔整校）

7日 第５８回卒業式

12日 ＡＴ専攻科修了式

20日 平成２６年度終業式

27日 国家試験合格発表 (あマ指師 ･ はり師 ･ きゅう師 ･ 柔道整復師)

　◎ 学校見学会

・火・木・土曜日の週3回実施し、２７９名の参加があった。
※この他、不定期ではあるが授業見学会も数回実施

　◎ 学校説明会（日本鍼灸理療専門学校・日本柔道整復専門学校 共通）

　◎ 日本柔道整復専門学校　柔道大会実績

品川区柔道大会出場　個人別で多数入賞

東京都柔道接骨師会柔道大会出場

全国柔道整復学校協会柔道大会出場

　◎ 学費支援制度

・ 学業並びに生活態度優秀者 授業料一部免除

　日本鍼灸理療専門学校　本科１９名　専科１１名　日本柔道整復専門学校　柔道整復科１３名

　◎ 卒後教育の充実

・ 研修講座

　日本鍼灸理療専門学校の卒業生（平成26年3月卒業生を原則対象に）平成26年4月

　より9月までの期間において、臨床技術研修講座を実施した。

・ 臨床研修制度

　日本鍼灸理療専門学校附属鍼灸院の鍼灸外来での臨床技術の習得を目的として

　平成26年3月卒業生の希望者に対し研修生を募集、1年間の研修を行った。

・ AT専攻科

　平成15年度より、日本体育協会公認アスレティックトレーナー専攻科を開設し

　10年余経過し、多くの有為な人材を輩出している。

2. 入学者数・入学試験等に関する事

① 東京有明医療大学

○ 保健医療学部 ・鍼灸学科 23名 　AO 3回　推薦 2回　一般 2回

・柔道整復学科 56名 　AO 3回　推薦 2回　一般 2回

○ 看護学部 ・看護学科 60名 　 　　　 推薦 1回　一般 2回

② 東京有明医療大学大学院

○ 保健医療学研究科 7名 1回

○ 看護学研究科 2名 2回

　5/24（土）・6/15（日）・7/13（日）・8/23（土）

入学者 入学試験

平成２７年

5月25日

7月13日

8月11日



③ 日本鍼灸理療専門学校

○ 本　科 ・昼間部 65名 　　　　　推薦  2回　一般 2回

・夜間部 64名 　　　　　推薦  2回　一般 2回

○ 専　科 ・昼間部 33名 　AO 1回　推薦 11回　一般 2回

・夜間部 12名 　AO 1回　推薦 11回　一般 2回

④ 日本柔道整復専門学校

○ 柔道整復科 ・昼間部 53名 　AO 1回　推薦 11回　一般 2回

・夜間部 14名 　AO 1回　推薦 11回　一般 2回

3. 国家試験状況（新卒受験者）

① 東京有明医療大学

○ 保健医療学部

鍼灸学科

柔道整復学科

○ 看護学部

② 日本鍼灸理療専門学校

○ 本科・専科

③ 日本柔道整復専門学校

○ 柔道整復科

1. 概要

　財政面では、帰属収入24億4,897万円（前年比98.4％）、消費支出22億4,953万円（前年比

　87.8%）で、収支差額（当期利益）は1億9,944万円となっている。

　資金収支については、収入合計は33億538万円、支出合計は32億8,463万円となり、収支差

　額は2,075万円となり、単年度ベースで収支プラスに転じた。

※財務状況（貸借対照表・資金収支計算書・消費収支計算書）に記載のとおり

 2. 教育研究に係る主な支出として

　 ①　東京有明医療大学の研究・実習用備品等として３，９３３万円を購入した　　　

肺運動負荷時呼吸代謝ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ７９９万円

脊椎計測分析器 １７６万円

PowerLabデータ収録・解析ｼｽﾃﾑ ２６２万円

上腕部筋肉内皮下注射ｼｭﾐﾚｰﾀｰ １９３万円

看護基礎成人実習室音響設備 １０１万円

※その他、超音波画像観察装置、図書館IC対応コピー機、学術認証ﾌｪﾃﾞﾚｰｼｮﾝ認証ｻｰﾊﾞ機など

②　日本鍼灸理療専門学校の機器備品として１８１万円を支出

自律神経解析装置 １３５万円

※その他、教職員用パソコンなど

③　東京有明医療大学並びに専門学校２校において、図書４１７万円を購入した

※内、２００万円を法人本部で平成２７年度よりスタートの東京有明医療大学博士課程分として購入

④　東京有明医療大学並びに専門学校２校において、施設設備８７０万円で整備した

鍼灸学科間仕切増設 （大学）

図書韓内コンセント等増設 （ 〃 ）

シャワー用地下ボイラー （専門学校）

実習室スライディングボード （ 〃 ）

階段通路非常照明 （ 〃 ）

入学者 入学試験

備考はり師 きゅう師 あマ指師 柔道整復師 看護師 保健師

― ― ― 71.4% ― ―

96.7% 93.3% ― ― ― ―

86.2% 88.1% 98.3% ― ― ― あマ指師は本科のみ

― ― ― ― 94.0% 100.0%

　　Ⅱ財務概要

― ― ― 67.4% ― ―
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