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2020 年 3 月吉日 

日本オステオパシープロフェッショナル協会 

 

日本トラディショナルオステオパシーカレッジ 

基礎医学・訓練課程公開授業のご案内 

 
拝啓 早春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、今年 4 月より、当協会のグループ校である日本トラディショナルオステオパシー

カレッジ（以下 JTOC）では第 4 期生を迎え、基礎医学・訓練課程が始まります。 

JTOC の基礎医学・訓練課程は、オステオパシーを本格的に学ぶために最低限必要とさ

れる基礎医学の知識および触診技術を習得するための課程です。JTOC の入学生以外にも、

現在オステオパシーを学んでおられる方、またはこれからオステオパシーを学ぼうとされ

ている方々に、基礎的な医学知識を深め、基本的な触診技術を身に付けていただくことを

目的に、基礎医学・訓練課程の授業の一部を一般に公開することになりました。授業は、 

1 科目からご自由に選択して受講いただけますので、この機会に是非ご検討ください。 

 

公開授業の概要は下記の通りですが、授業の日程・内容などの詳細は別紙をご参照くだ

さい。また、JTOC のホームページ（http://jtoc.osteopathy.co.jp/）も併せてご覧いただけ

ますと、よりご理解いただけると存じます。 

 

 なお、将来 JTOC 入学をご検討くださっている方々には、他にも利点がございます。 

先に基礎医学・訓練課程の授業を受講し、ご受講科目について年度末の修了試験を受けて

合格なさると、JTOC ご入学の際に単位として認定いたします。基礎医学・訓練課程での 

必須受講科目はお持ちの資格によって変わりますので、JTOC ホームページの「入学案内」

ページでご確認ください。単位認定の期間に制限はございませんので、この公開授業を 

是非ご利用ください。 

 皆様のオステオパシー習得にお役に立つことを願い、お申し込みをお待ちしております。 

 

敬具 

 

記 

 

  【日時】 ： 2020 年 4 月～2021 年 3 月 （詳細は添付の通り） 

 

  【場所】 ： 日本トラディショナルオステオパシーカレッジ内講義室 

   （JTOC セミナールーム、住所は後述の事務局住所と同じ） 

 

  【募集人数】： 各科目 若干名 

   ※先着順で受け付け、定員になり次第締め切らせていただきます。 
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【受講資格】： 特になし 

 

【お申込期限】 科目によって異なりますので、添付の申込表でご確認ください。 

 

【お申込み方法】： 

添付の申込用紙 2 枚を各お申込期限までに下記の JTOC 事務局まで FAX または 

郵送、もしくはメール（PDF で添付等）でお送りください。 

  お申込書受領後、JTOC 事務局よりメールにてご連絡いたしますので、 

その後 2 週間以内に指定の口座まで授業料のお振込みをお願いいたします。 

また、JTOC 事務局から「受講のご案内」を追ってご送付いたします。 

 

※お申込書送付後 3 日以上経過しても連絡がない場合は、恐れ入りますが一度 

事務局までお問い合わせください。 

 

【キャンセルポリシー】 

キャンセルの場合は、必ず FAX またはメールにてお知らせください。 

なお、キャンセルの場合のご返金は以下の通りになります。 

申込締切り後から授業 2 日前までのキャンセル 

       …手数料 3 千円+振込手数料を差し引いて返金 

初回授業前日のキャンセル   …手数料 1 万円+振込手数料を差し引いて返金 

    初回授業日以降のキャンセル  …返金なし 

 

  【お振込み口座】 

 ゆうちょ銀行【記号】14300 【番号】71452741 
  (他行からのお振り込みの場合) 
     [店名]四三八(ヨンサンハチ) [店番]438 

        [預金種目] 普通預金 [口座番号] 7145274 

[名義] ジャパントラディショナルオステオパシックカレッジ 

 

  【特記事項】： 年度末の修了試験を受講科目ごとに行いますが、ご受験は任意です。

試験合格者には、修了証を発行いたします。将来 JTOC に入学される

際には、上記修了証をご提示くだされば、該当科目の受講を免除いた

します。  

 
 
 
 
   

 
     

 
以上 

日本トラディショナルオステオパシーカレッジ事務局 

〒658-0052 神戸市東灘区住吉東町 4-6-16 りりぱっとはうす 207 

TEL: 078-856-5090 

FAX: 078-841-1073 

E mail: info@jtoc.jp 



日本トラディショナルオステオパシーカレッジ 

 

2020 年度基礎医学・訓練課程 授業概要 

 

オステオパシーの原理 

オステオパシーを上達させるためには、なぜ基礎医学を学ばなければならない

のか、基礎医学を学ぶ必要性と解剖学の知識に基づいて施されるテクニックの

原理について学びます。  
※定員に達しているため、お申し込みいただけません。 

解剖学Ⅰ 筋骨格系 
各器官の形状や位置、その触診を学びます。すべてのテクニックの基礎となり

ます。 

解剖学Ⅱ 内臓系 
内臓・循環器系・神経系にアプローチするための各器官、組織のつながりや 
位置関係・名称などを学びます。 

生理学 反射のメカニズムなど人体の仕組みを学び、病態の理解や治療の原理原則の基

礎を学びます。 

組織・発生学 
オステオパスの醍醐味である生命の神秘を学びます。 

※定員に達しているため、お申込みいただけません。 

運動学 
各関節の正常な生理的運動を学びます。各疾患の兆候を示す整形外科的徒手テ

スト法とともにＧＯＴ、ＭＥＴ、ＨＶＬＡなどの関節系テクニックに不可欠な

関節メカニズムを学びます。 

画像診断 
レントゲンを通して正常と異常の見分け方を学びます。リスク管理のためにも

必要です。 

整形外科学 筋骨格系の痛みに対してどう考えるか、最低限必要な知識を学びます。 

病理学 
病気の成り立ちと発症のメカニズムに関して学びます。 
※定員に達しているため、お申込みいただけません。 

内科学 
日常の診療において外科的疾患、内科的疾患の鑑別とともにリスク管理をしま

す。 

小児科学 
子どもの病気とその診かたについて学びます。 
※定員に達しているため、お申込みいただけません。 

関節の遊びと軟部組織／ 
触診＆ 
モーションパルペーション 

触診の基礎と正常な関節と異常な関節の動きの違いを学びます。 
マニュアルセラピーにおける基礎となる。 
※定員に達しているため、お申込みいただけません。 

 



日本トラディショナルオステオパシーカレッジ 基礎医学・訓練課程カレンダー

2020年 2021年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

11日(土）（中止・延期） 9（土） 6（土） 4（土） 8（土） 12（土） 9（金） 7（土） 5（土） 9（土） 5（金） 7（日）

開講式 解剖学④ 解剖学⑧ 解剖学① 生理学① 11時～修了試験 組織学・発生学①  運動学③ 小児科学① 病理学① AM修了試験（原理・生理学・ 再試験

オリエンテーション 骨・筋肉 骨・筋肉 脈管 伊達PT （解剖学） Jane Stark DO 近藤DO 奈良MD Neha Valeja DO 組織学・発生学・運動学

オステオパシー原理 岡本PT 岡本PT 安藤MD PM 生理学⑤ 9時30分～ 14時～ 9時30分～ ・整形外科学） 9時30分～

下村学長 14時～ 14時～ 14時～ 伊達PT PM 軟部組織①　多田DO

12日(日） 10（日） 7（日） 5（日） 9（日） 13（日） 10（土） 8（日） 6（日） 10（日） 6（土）

解剖学① 解剖学⑤ 解剖学⑨ 解剖学② 生理学② 生理学⑥ 組織学・発生学② 運動学④ 小児科学② 病理学② 軟部組織②

骨・筋肉 骨・筋肉 骨・筋肉 脈管 伊達PT 伊達PT Jane Stark DO 近藤DO 奈良MD Neha Valeja DO 多田DO

岡本PT 岡本PT 岡本PT 安藤MD 9時～

25日(土） 23（土） 20（土） 18（土） 10（月・祝） 26（土） 11（日） 22(日） 19（土） 11（月祝） 7（日） 　

解剖学② 解剖学⑥ 解剖学① 解剖学① オステオパシー 生理学⑦ 組織学・発生学③ 整形外科学① 内科学① 病理学③ 触診& 　

骨・筋肉 骨・筋肉 内臓 神経 原理 伊達PT Jane Stark DO 臼井MD DO 松井MD Neha Valeja DO ﾓｰｼｮﾝﾊﾟﾙﾍﾟｰｼｮﾝ①

岡本PT 近藤DO 安藤MD 北内DO 下村学長 9時30分～ 東山BS

14時～ 14時～ 14時～ 14時～

26日(日） 24（日） 21（日） 19（日） 22（土） 27（日） 24（土） 23(月・祝） 20（日） 23（土） 19（金）

解剖学③ 解剖学⑦ 解剖学② 解剖学② 生理学③ 生理学⑧ 運動学① 整形外科学② 内科学② 画像診断① AM　修了試験（小児科学・

骨・筋肉 骨・筋肉 内臓 神経 伊達PT 伊達PT 近藤DO 臼井MD DO 松井MD 奈良MD 内科学・病理学・画像診断）

岡本PT 近藤DO 安藤MD 北内DO 　 14時～ 9時30分～

PM　触診&ﾓｰﾊﾟﾙ②東山BS

23（日） 25（日） 24（日） 20（土）

生理学④ 運動学② 画像診断② 触診&

伊達PT 近藤DO 奈良MD ﾓｰｼｮﾝﾊﾟﾙﾍﾟｰｼｮﾝ③

　 東山BS

9時～

21（日）

触診&

ﾓｰｼｮﾝﾊﾟﾙﾍﾟｰｼｮﾝ④

東山BS



日本トラディショナルオステオパシーカレッジ 基礎医学・訓練課程カレンダー

1. 授業時間は次の通りです。

★土曜日：13:00～21:00  尚、土曜日の授業で14時～と記載されている場合、開始時間が14時～となります。

（2021/02/06(土),2021/02/20(土)は、両日とも土曜日ですが、09:00～17:00となります。）

★日曜日・祝日：09:00～17:00 (18：00まで延長する場合があります)
※海外講師の授業は、基本的に終日講義（09：00～17：00で、 長でも18:00まで）となります。

また、次の日程は、09:30～17:30となります：2020年10/9(金)、11/22(日)、2021年1/9(土)

2. 触診&モーションパルペーション以外の必須履修科目は、科目ごとに、

2020年9/12（土）の11:00～、2021年2/5(金)の09:30～、また2021年2/19(金)の09:30～にて修了試験を実施します。

(任意で受講された科目については試験を受ける必要はありません)
試験終了後、午後から13:00～21:00 の予定で引き続き講義があります。

再試験の開始時間については、対象者に改めてご案内します。

3. 講師の都合等により上記日程は変更される可能性があります。

=> 4月11日に予定されておりました開講式・オリエンテーション・オステオパシーの原理講義はコロナウィルスの状況を考慮し、中止・延期となりました。

=> 代替日は8月11日（月・祝）を予定しております。



日本トラディショナルオステオパシーカレッジ御中 
送信  1 枚目／全 2 枚 

 1/2 

日本トラディショナルオステオパシーカレッジ 

基礎医学・訓練課程公開授業申込書 

 

下記事項を確認・順守することを誓い、添付表の通り受講申し込みをいたします。 

 
１.授業中に医療事故が発生した場合でも、講師及び学校側の不可抗力による場合、訴訟も含めた一切の責任を問わないこと。 

２.申込書に故意による虚偽の記入をしないこと。また、各項目は未記入にせず、無い場合は「なし」と記入すること。 

３.当校が主催する授業を利用して、学長の許可なく一切の営業活動を行わないこと。 

４.当校の許可なくカメラ、ビデオ等による撮影を行わないこと。 

５.上記１、２、３、４に反した場合は、申し込みの拒否、または授業中の退場処分を受けても学校側の指示に従い、 

 一切の不服申し立ても行わず、授業料の返金要求をしないこと。 

６.講師の突発的なケガ・病気、及び交通機関の事故やストライキ、災害などの不可抗力によって授業が開催できない場合は、 

 授業料返金請求以外、開催中止に伴うそれ以外（交通費・宿泊費・逸失利益など）の返金・賠償は行わない事。 

 

氏名   ： 生年月日：    /   / 

英語表記 ： 性別：   男 ・ 女 

自宅住所 ：〒 

 

ＴＥＬ  ： ＦＡＸ ： 

携帯   ：  Ｅメール： 

勤務先名 ： 

勤務先住所：〒  

ＴＥＬ  ： ＦＡＸ ： 

＊基本的には携帯電話に優先的に連絡させていただきますが、連絡が取れない場合は職場あるいはご自宅

に連絡させていただきます。 

医療国家資格 有： 無：ＪＣＯ卒・専門学生・その他  

所属団体 

・ＪＯＰＡ会員 （一般 ・ 準 ・ 賛助） 

・ＪＯＭＡ会員  ・ＪＯＡ会員  ・ＡＪＯＡ会員 

・ＫＯＡ会員   ・ＪＡＣＯ会員  ・ＪＩＣＯ会員 

・上記の団体に属さない一般有資格者（団体名：          ） 
 

＊本申込書で知り得た個人情報は、一切外部には開示致しません。 

  

JTOC 事務局 FAX: 078-841-1073 
E mail: info@jtoc.jp 



 ご氏名 送信　2枚目/全2枚

　　　　　　　　　　　　　　　日本トラディショナルオステオパシーカレッジ

　　　　　　　　　　　　　　　2020年度基礎医学・訓練課程受講科目表

添付の授業概要および2020年度基礎医学・訓練課程カレンダーをご参照のうえ、以下の表において受講を希望

される授業の申込欄に○印をつけ、授業料合計をご記入ください。複数回に分けてお申込みされる場合は、

1枚目の申込書と本申込表をコピーしてご使用くださいますようお願いいたします。

また、お申し込みの時点でキャンセル待ちになる場合がございますので、事務局より確認の連絡があるまで、

お振り込みはお待ちくださいませ。

なお、念のため、本用紙の左上にもお名前のご記入をお願いいたします。

授業名 日数 授業料（税込） お申し込み期限 申込

オステオパシーの原理 1 *** ***

解剖学　筋骨格系 9 ¥172,480 2020年4月2日

解剖学　内臓系　 6 ¥116,820 2020年6月11日

生理学 8 ¥126,500 2020年7月30日

組織学・発生学 3 *** ***

運動学 4 ¥66,000 2020年10月15日

画像診断 2 ¥50,600 2021年1月14日

整形外科学 2 ¥50,600 2020年11月12日

病理学 3 *** ***

内科学 2 ¥50,600 2020年12月10日

小児科学 2 *** ***

関節の遊びと軟部組織/触診＆モーションパルペーション 6 *** ***

関係法規：書籍貸与　(要・不要)　○で囲んでください *** ***

衛生学 *** ***

合　　計 48 ¥633,600

履修授業料合計

　　　　　　　↑合計金額をご記入ください。

備考

日本トラディショナルオステオパシーカレッジ　事務局

申込表2020
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