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校友会会員の皆様、あけましておめでとうございます。

昨年は沖縄統合医療学院の創立15周年記念の年でした。

それに合わせて一昨年４月に校友会を再興して、昨年４月に新役員が加入し、

２年目を迎えました。

おかげさまで会員数も卒業生が510名、在校生が419名になり、皆様の協力で

校友会活動も少しずつ軌道に乗ってきました。

校友会会報誌「恵風」も６号まで発刊できました。読んでいただいているでしょうか？

現在進行中の校友会と沖縄統合医療学院の活動などいろいろな情報を提供して

います。 主な校友会活動は会報誌の発行、セミナーの開催、卒業生が独立開業した

整骨院や鍼灸院の訪問です。 特にセミナーについてはスポーツトレーナー領域（整形

外科臨床論や超音波エコーの基礎と応用）、鍼と灸の領域、社会福祉領域に焦点を当てています。

今年最初のセミナーは2月19日、島川医師による「臨床の総論」です。整形外科のドクターであり、現役

スポーツドクターとしても活躍する島川医師のセミナーシリーズ第1弾となっています。

また、３月５日には「音楽、ダンス、演劇、スポーツにおけるパフォーマンスを向上させ、人間関係を楽にし、

日常生活を快適にし、病気や痛みを減らすことができるAlexander techniqueという心身法」に関する

セミナーも実施いたします。

今年は沖縄統合医療学院の名前にある「統合医療」に焦点を当てた、例えばアロマ、漢方、

薬膳などのセミナーも開催予定です。 校友会公式LINEや広報誌をよく読んで情報を手に

入れてご参加ください。 在校生は無料、卒業生は1000円で様々なセミナーを受講できます。

また、会員の皆様が考えた企画を役員会で提案できますので、奮ってご応募ください。

さらに、役員になって校友会を盛り上げていきたい、と考えている方も募集いたします。

今年も皆さんと共に役員一丸となって、さまざまな情報を提供していきますので、本年

もどうぞよろしくお願いいたします。

沖縄統合医療学院校友会

会長 髙橋パウロ研一

事 務 局 長 ： 玉城弘規 総務委員長 ： 高本麻利亜

広報委員長 ： 嵩原遥香 学術委員長 ： 古手川暁子
会計委員長 ： 西平佳菜子
学 術 委 員 ： 赤嶺友成 、 前泊悟
監 査 委 員 ： 安里旬江 、 野原清加



『 出逢い 』
こんにちは、校友会学術委員の赤嶺です。

私の学生時代の思い出は、スポーツばかりの日々でした。

バレーボール部に所属しており、引退後はサッカーやフットサルや野球と身体を動かすばかりだった為、怪我もあり

スポーツが出来なく学校生活が苦痛に感じる程でした。その時にお世話になったのが整骨院でした。

治療機器やマッサージ施術のイメージがありましたが、そこの整骨院では施術のほとんどが運動療法でした。身体

を動かして痛みが治る不思議な感覚に柔道整復師に憧れを抱き沖縄統合医療学院に入学しました。

卒業後は整骨院で勤務しております。治すはもちろんですが、患者様との出逢い患者様の人生に携われる事がで

き、患者様の今後の人生をより豊かにできる力を持つこの職業に誇りを持っています。

校友会では出逢いの場を作り、卒業生や在校生の人生がより楽しくより明るくなる為にいろいろな行事を考案して

行きます。同じ業種の方との『出逢い』で自分の人生に関わる全ての方を笑顔にしていきましょう！

校友会学術委員

赤嶺 友成（柔道整復学科4期生）



11/11（木）ホテルコレクティブでおこなわれた

第60回全国自治体病院学会in沖縄に

理学療法学科１年生が参加させていただきました。

入学式以来のスーツ、ちょっと緊張気味…！

学会HP🔗www.c-linkage.co.jp/60jmha/

ボッチャ大会

11/14（月）理学療法学科３年生、ボッチャ大会を開催しました！

盛り上がりすぎて授業内で収まらず、、、決勝戦は放課後おこないました（笑）

理学療法学科1年生、自治体病院学会にいってきました。

大会の動画はインスタグラムに掲載しております！

ボッチャとは？ 日本ボッチャ協会HP 🔗www.japan-boccia.net/howto.html



3年ぶりの学園祭！！！

１１月２０日（日）、３年ぶりに沖統祭を開催することができました！

後藤先生をはじめ実行委員のみなさん、開催が急遽決まった中での準備、お疲れさまでした。

少しずつですが、学校行事をおこなえるようになり学生の笑顔も増え、うれしく思います。



11/25（金）教職員のAED講習会をおこないました。

スポーツ医学検定

教職員AED講習会

PT與那嶺先生、さすがの手つきです👏

１１月２７日（日）、2022年度第2回スポーツ医学検定がおこなわれました✍️

本校が沖縄の試験会場となっており、在校生の他、一般の方も検定に挑みました！

今回は3級に3名、2級に6名合格、

そして１級に挑戦した4名ですが…

兼城さんが１級合格しました👏👏

１級、とっても難しいそうです…。

合格おめでとうございます！

※スポーツ医学検定とは？

一般の人を対象とした、身体のことやスポーツによるケガの知識を
問う検定試験。

ケガの予防、ケガからの競技復帰、競技力の向上に活かせます。
沖統生は検定対策講座を無料で受講できます📖📖



11/27（日）浦添総合病院でおこなわれた

日本サッカー協会スポーツ救命ライセンス講習会に

柔道整復学科川満先生、

理学療法学科平良先生、

西原先生が参加し

スポーツ救命ライセンスを取得しました👏

柔整川満先生、日本柔道整復接骨医学会に発表者として参加

スポーツ救命ライセンス取得

▼発表者の川満先生よりコメント▼

発表テーマは「高校女子バスケットボール選手を対象としたスポーツ外傷・障害の実態調査」

高校女子バスケットボール選手に多い怪我や気をつけるべき怪我について調査し、発表しました。

スポーツ現場でのトレーナー活動だけでなく、更に良いサポートをするために調査・分析することは非常に

大切なことだと改めて考える機会となりました。

来年は学生も一緒に学会発表ができればと思います。

12/3(土)、4(日)に帝京科学大学（＠東京）で第31回日本柔道整復接骨医学会が開催され、

会員発表のため柔道整復学科川満亘先生が鈴木信司校長先生とともに参加いたしました。



12月11日（日）、ANA ARENA浦添（浦添市民体育館）で開催された

はりQフェスタ2022に、沖統鍼灸学科の先生、学生が参加しました🦔💕

部活動納め

はりQフェスタ2022

▲体験ブースでは500円で鍼・お灸の施術をしていました。

スポーツトレーナー部、2022年部活動納めはAED講習会をおこないました。

普段使う機会のないAED、出会うことなど滅多にない心肺蘇生の現場。

反復練習で感覚を体に叩き込み、その時に備えます。

最後に人工呼吸用のフェイスシールドいただきました！

来年は学外活動もっとできますように🌟



【柔整】バスケウィンターカップ帯同

西原高校女子バスケ部専属トレーナー柔道整復学科川満先生が

12/23より開幕されたSoftBankウインターカップ2022

（全国高校バスケットボール選手権大会）に帯同しました。

【テレビ出演情報】護得久栄昇先生のうちなー漫遊記

毎週土曜日のお昼11時57分〜RBCテレビ「Aランチ」内の

大人気コーナー『護得久栄昇先生のうちなー漫遊記』に

本校 柔道整復学科と鍼灸学科の取材をしていただきました！

▲伊藤超短波様より機器の提供をいただきました！▲

（Ito Sports Project）

いつもありがとうございます。

▼川満先生よりコメント▼

残念ながら一回戦で敗退してしまいましたが、高校最後の大会を全国大会で終えられたことは

素晴らしいことだと思いますし、トレーナーとしてサポートできて良かったです。

新年を迎えるとすぐに期末試験や国家試験が控えています。

沖統生の勉学サポートも全力で頑張りたいと思います！

護得久先生からの動画コメントは

インスタグラムに掲載しております。

放送１月２１日（土）予定となっております！

お楽しみに🤍









「デンタル鍼灸セミナー」開催しました

11月23日（水・祝）に、

大阪で開業＆病院勤務をされている、

鍼灸師の西川千賀子先生

をお呼びしてセミナーを開催しました。

（開催担当 ： 高本麻利亜）

歯科領域でも活躍されている西川先生独自の治療術、鍼灸と歯科をミックスさせた初の試み、

デンタル鍼灸セミナーの内容は『食いしばりからくる全身の歪みと顔の歪み』でした。

食いしばりが原因で起こる症状を学び、自分の身体の状態をチェックして治療し合うという、

実技も実践できる充実した内容でした。

目に見えて変化がわかる治療に、受講者の皆さんの反響がとてもすごかったです。

在校生は実技ができないので、卒業生の技を見て学ぶ、体験して学ぶ、という

先輩後輩の関係性もできる、とても貴重なセミナーを開催することができました。

パワフルな西川先生の講義に、受講生の学びたい意欲がドッキングして、

終始活気のある賑やかなセミナーとなりました。

今回セミナーの運営を担当させていただくことになり、一から作り上げる貴重な経験をさせて頂きました。

これからも卒業生、在校生の為に有益な校友会になるように盛り上げていきたいです。



「超音波エコーセミナーシリーズ」開催しました

宜野湾スポーツ接骨院を開業されている

柔道整復師： 今西博昭 先生を講師に招き

10/23、11/13、12/11の3回に渡り

シリーズ開催いたしました。（以下写真は基礎編）

臨床現場でも少しずつ普及し始めている「超音波エコー」についてシリーズで講義していただきました。

10/23の導入編では、エコー診断でどの範囲まで運動器を診れるのか、
また部位や症状によってエコーの適性があり、超音波エコーの特性を教えて頂きました。

11/13の基礎編では、実際に各運動器がどのように映るのか、
参加者の皆さまと実技を交えての講義でした。

12/11の応用編では、症例検討というカタチで、今西先生が臨床で診た症例を元に
実際の外傷におけるエコーの診え方をご指導いただきました。

超音波エコーによる観察力もこれからの治療家に必要な要素の一つとなりそうです。







“お灸は世界を変える”



2021年８月８日にうるま市の伊波エリアにて、鍼
灸院を開業したあいな鍼灸院の吉田梨菜さんを訪ね
ました。
一軒家のひと部屋を鍼灸院にして、ベッド一台完

全個室というスタイルで日々治療されている吉田さ
ん。婦人科領域、更年期障害を中心に幅広い年齢層
の女性の治療にあたっています。
地元は福岡県で、これまで旅行関係や建築関係の

仕事をしていましたが、石垣島での陶芸の仕事を
きっかけに移住し、沖縄本島では紅型工房で紅型を
極めるなどとても多彩でユニークなキャリアをお持
ちです。
鍼灸師になったきっかけは、母親がテルミー療術

師で身近に癒す・治療するという場面があったこと、
また仕事の忙しさや、心労から体調を崩してしまっ
たことで心身の健康が大事だと思い鍼灸師に興味を
持ったと言います。

吉田さんの治療は、フィンガーテストという、鍼をほとんど使用しないスタイルが特徴的。
自身も刺激に弱いという特性から優しい治療・身体への浸潤が少ない治療を求め、福岡の先生に師
事し技術を習得しています。
ほかにもダイオード治療や皮内鍼治療などを駆使して、やさしい治療を目指しています。
英語も堪能な吉田さんは、外国の方の治療も担っています。

活躍されている卒業生の治療院を訪問して、
治療院開業についてのインタビューを行ってきました！

あいな鍼灸院
Aina Acupuncture and Moxibustion Clinic.

吉田 梨菜さん （鍼灸学科7期生：２０20年卒）

〒904-1115 うるま市石川伊波40番地

↑吉田さんが作った紅型作品

鍼灸院にはこだわりの道具や作品が
置かれて素敵な雰囲気でした→

←髙橋研一先生
から卒業の時に
もらったという書
も大切に飾って
いました。

（一緒に訪問し
た髙橋先生嬉し
そうでした）





わくわく鍼灸マッサージ院/沖縄統合医療学院卒業生指導サポート

浦添ショッピングセンター３階 OPEN 【月～土】 １０時３０分～２１時３０分

※日祝・大晦日、正月三が日休み TEL０９８－９６３－７７７６

E-mail wakuwaku.acu.89@gmail.com

レンタル

スペース

開業先の

広報支援

技術指導
独立開業前

支援

沖統鍼灸師 サポートプロジェクト
●鍼灸学科卒業生の実践的治療指導

●卒業後、自信を持った治療提供に向けた技術研鑽と実践の場を提供します！

多様なコミュニティのヘルスケアに！

活きる鍼灸師を目指そう！



独立開業前支援
●1年以内の開業予定者のデモンストレーションスペースとして使用
できます。
※登録制と固定制いずれかに登録していただくことで、活用できます♪
詳細は、メールにてお問い合わせください。

※個人事業主としての登録になりますので、
保険加入していることが条件となります。

技術指導
●パルス治療・灸頭鍼・施術前後の循環調整の手技指導など・・・・

※卒業生は、皆さん、ご参加いただけます。
※就職・再就職する前の技術訓練に利用いただけます。

開業先の広報支援
●開業先の治療院の案内や主催するイベント案内などをコミュニティ
スペースにて情報発信できます♪

レンタルスペース
●専門職向けのセミナー開催・セルフお灸教室・ツボストレッチ・
運動教室など卒業生が主体となって、地域の方々向けの健康講座に
利用できます！
★卒業生同士や在学生たちとの交流イベントにも活用いただけます♪

鍼灸卒業生指導サポート
せざき ゆきじ

担当者： 瀬﨑 幸司

【 職 歴 】

1983年 中和医療専門学校 卒 業

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師 各国家資格 取得

1983年 渡米 スポーツマッサージ習得に2年間在住

1985年 大阪市内の医療施設のリハビリ科で鍼灸マッサージ施術を担当。

一日平均25名に鍼灸マッサージ施術。

主に中国針を使用してパルス通電治療を22年間（2007年）。

1997年 医療施設に勤務しながら「せざき鍼灸マッサージ院」を開設。

2007年 沖縄に移住

2008年 リフレ株式会社 美里整骨院に勤務

2011年 沖縄統合医療学院 付属西原鍼灸整骨院 院長勤務

2013年 沖縄県立沖縄盲学校 助教諭 勤務 2018年まで、

2020年 沖縄統合医療学院グループ 「わくわく鍼灸マッサージ院」 院長



琉球楽健法は２人１組になって行う健康法です。
1人が施術者、もう1人が受け手になって行います。

受け手は横になり、施術者は足を使って受け手の全身を踏みます。
硬くなった筋肉を踏み解すことで、血液やリンパ液の流れを促進します。
足裏にもツボがたくさんあるので踏む側も足ツボの刺激になることで

全身運動した時のように心地よく温まり、
血流が良くなり冷えの改善にもつながります。

理論から実技まで “琉球楽健法”をしっかり学ぶことができます！

☎

受講生も
募集中！











広 告

募 集
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