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【学院長・王
おう

霊
れい

芝
し

のあいさつ】 

 当学院は中国の数千年の歴史を持つ伝統的療法を中心に伝授します。これらの治療方法

は長い歴史とともに、人々が生活の中で病気と戦いながら作り出した自然な治療方法であ

るため、即効作用があり、しかも副作用が極めて少ないという特徴があります。 

 当学院は各コースの治療方法について、理解しやく説明するのはもちろん、いろいろな

手法も細やかに指導を行い、臨床治療における診断技術と治療技術のアップを目指し、さ

らに、授業で学習した理論や手法は、当学院の治療所内で見学と実習を行うことで、より

実践的な実力を身につけることが可能となります。 

 このような教育を通して健康促進、病気の進行予防そして高齢化社会のニーズに対応で

きるような人材育成を目標としています。 

 

＜王霊芝のプロフィール＞ 

学歴・経歴 

1985 中国内蒙古医学大学中医学院卒業 
1985 中国内蒙古呼市第一病院の医師として 15 カ月間勤務 
1987 中国内蒙古ウチモウコ大学中医学院兼附属病院にて助教授兼主治医師 15 年間勤務 
2004 大阪大学医学系研究科博士を取得 
   日本の鍼灸柔整の専門学校で教員として 12 年間勤務 
2004 大阪大学医学部研究科 招聘教員 

      財団法人 博慈会 老人病研究所 客員研究員  

資格：鍼灸師（日本国家資格）・中医師（中国の国家資格であり、国際資格でもある）  
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【中医伝統療法学院とは】 

 医療にたずさわっている、あるいは将来たずさわることを志している方々に、中医学の

本格的な理論や手法を身につけていたただく事を目的とした、治療センターと一体型の教

育施設です。 

 当学院は中医鍼灸・推拿整体・中医漢方の 3 分野について、学習期間の違い（1 年～3

年）に応じたコースをご用意しております。（ただ、現在は学院長多忙につき、1 度に開講

する講座の種類を限定させていただいております。） 

授業で学習した理論や手法を、当学院の治療センターでの見学や実習をとおすことで、

実践的な技術として身につけていただく方針です。 

どのコースも、基礎知識の土台作りから、鑑別診断のチカラの育成、そして臨床治療の

実技テクニックの習得へと、診断治療の各段階について、分かりやすい講義と理解しやす

い説明をすることはもちろん、なによりも治療効果を最大に引き出す手技のテクニックに

ついて細やかな指導を行うことで、確かな診断技術と治療技術を身につけ、生活習慣病や

精密機器検査等の西洋医学では異常のでない自覚症状及び検査異常が分かっても治療方法

のあまりない疾患にも対応できる治療者の育成を目指します。 

 

 

 

＊学院の３大特色＊ 

1．本場の中医学が学べる 

 日本の中医学の授業では教わらない事が沢山あります。 

2．実技による知識の定着 

 どの講座でも実習や実際の治療の見学の機会を設けます。 

3．仕事をしながらでも受講可能 

 講義は週１～２回の３時間授業です。 

 土日がメイン。 

 新大阪駅から近いので、アクセスも便利。 
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【留意事項】 

 

＊実習について 

 実習内容によっては資格未取得の方は見学のみになる可能性があります。 

 治療見学実習は、患者さんの都合等で講義時間外に行うことになります。その際は受講

生の皆さんの予定を十分考慮し、設定した実習日に参加できない方には、別の日にスケジ

ュールを組む等の対応をさせていただきます。 

  

＊休講・振替授業について 

 台風等で暴風警報が発令され、授業の始まる 2時間前に解除されていない時、交通機関

がストライキや天災等で止まった時、教員にやむをえない事情があった時、休講とさせて

いただき、後日振替授業を行います。振替授業の日程は次回以降の授業日に受講生の方々

と相談の上、決めさせていただきます。 

 上記以外の事情で休まれた場合は、振替授業は行いません。 

 

＊学費の納入について 

 学費は原則として、最初の授業日までに全額を一括払いでお支払いください。分割を希

望される方はご相談ください。 

 支払い方法は、現金を当学院に直接持参されるか、銀行振り込みを行ってください。銀

行振り込みの場合、申し訳ありませんが手数料はご負担ください。 

 

＊退学される場合 

 コースの途中で退学される場合は、退学の 1ヶ月以上前にその旨をお伝えください。 

 受講されない分の授業料を清算して返還いたします。 

 授業料以外の費用（入学金・実習費・資料費・教材費）は返還いたしません。 
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【コース紹介】 

 

ここでは、2014 年度に開講する以下の 4 つのコースを紹介させていただきます。 

 

○中医鍼灸 2 年コース【月・火曜日 9:00~12:00】 

○中医鍼灸 1 年コース【日曜日   9:00~12:00】 

○推拿整体 1 年コース【土曜日   14:00~17:00】 

○中医漢方 1 年コース【日曜日   14:00~17:00】 

§中医鍼灸 2 年コース§ 

開講曜日・時間：月・火曜日 9:00～12:00 （90分×2コマ） 

講義担当：王霊芝（学院長） 

 

対象：医師・歯科医師・薬剤師・鍼灸師・獣医師などの資格を有する方および登録販売者

または登録販売者を目指す方、鍼灸専門学校、医科大学の在学生。 

＊この 2年コースを修了後、希望者はさらにもう 1年勉強することで、国際中医師

試験の受験資格を得ることができます。 

 

目的：二年間で基礎診断力（舌診・脈診）・総合鑑別診断のテクニック・内科、婦人科など

の多種の疾患や症状の対応できる治療者の養成を目指しています。系統的に中医学

を学ぶことで、鑑別診断のチカラ・正確な兪穴の定めるテクニック・治療効果のあ

る治療技術力の三つの力の育成を目指します。 

 

カリキュラム：計 192コマ（週 2日 4コマ・1コマ 90分） 

 中医鍼灸 2年コース 科目 

1年目 
基礎中医学 

（30コマ） 

経絡学 

（12コマ） 

腧穴学 

（26コマ） 

鍼灸処方 

（28コマ） 

2年目 
中医基礎診断学 

（18コマ） 

中医総合診断学 

（22コマ） 

中医内科学・ 

中医婦人科（26コマ） 

鍼灸基礎実技・ 

鍼灸治療学（30コマ） 

＊上記コマ数には座学と治療センターでの見学や実技を含める 

 

学費：総額 180万円（税込） 

（内訳：入学金 10万円、授業料 70万円/年×2年、実習費・資料費・教材費 30万円） 

もう 1年勉強を希望される方は上記の額に加え 3年目の授業料 70万円をお支払い下さい。 
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§中医鍼灸 1 年コース§ 

開講曜日・時間：日曜日 9:00～12:00 （90分×2コマ） 

講義担当：王霊芝（学院長） 

 

対象：医師・歯科医師・薬剤師・鍼灸師・獣医師などの資格を有する方および登録販売者

または登録販売者を目指す方、鍼灸専門学校、医科大学の在学生。 

 

目的： 一年間で基礎診断力（舌診・脈診）・腰痛・胃痛、便秘、不眠などの常見疾患の診

断・治療のテクニック及び対応できる治療者の養成を目指しています。系統的に中

医学を学ぶことで、鑑別診断のチカラ・正確な兪穴の定めるテクニック・治療効果

のある治療技術力の三つの力の育成を目指します。 

 

カリキュラム：計 92コマ（週 1日 2コマ・1コマ 90分） 

中医鍼灸 1年コース 科目 

基礎中医学 

（12コマ） 

経絡学 

（10コマ） 

腧穴学 

（12コマ） 

鍼灸処方 

（10コマ） 

中医基礎診断学 

（10コマ） 

中医総合診断学 

（12コマ） 

中医内科鍼灸治療・ 

中医婦人科鍼灸治療

（14コマ） 

鍼灸基礎実技・ 

鍼灸治療学（12コマ） 

＊上記コマ数には座学と治療センターでの見学や実技を含める 

＊受講生の要望があれば、解剖学・生理学・漢方薬の講義も組み込む可能性あり 

 

学費：総額 90万円（税込） 

（内訳：入学金 10万円、授業料 70万円、実習費・資料費・教材費 10万円） 

 

 

§推拿整体 1 年コース§ 

開講曜日・時間：土曜日 14:00～17:00 （90分×2コマ） 

講義担当：王霊芝（学院長） 

 

対象：真剣に患者の悩みや苦痛に向かい、治療できる治療者を目指している人。 

  （医療関係の資格の有無は問わない） 

 

目的： 一年間で基礎診断力（舌診・脈診）・腰痛・胃痛、便秘、不眠などの常見疾患の診

断・治療を対応できる推拿整体治療者の養成を目指しています。系統的に中医学を

学ぶことで、①鑑別診断のチカラ・②単一や複合推拿整体の数十種類手技の治療作
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用と応用するテクニック・③即効治療効果を出せる治療技術力の三つの力の育成を

目指します。 

 

カリキュラム：計 92コマ（週 1日 2コマ・1コマ 90分） 

推拿整体 1年コース 科目 

基礎中医学 

（12コマ） 

経絡学 

（10コマ） 

腧穴学 

（12コマ） 

推拿基本手技 

（10コマ） 

中医基礎診断学 

（10コマ） 

推拿総合手技 

（12コマ） 

内科・婦人科疾患の中医的な

診断法と推拿治療（14コマ） 

スポーツ損傷と疼痛性疾患の中医的な

診断法と推拿治療法（12コマ） 

＊上記コマ数には座学と治療センターでの見学や実技を含める 

 

学費：総額 90万円（税込） 

（内訳：入学金 10万円、授業料 70万円、実習費・資料費・教材費 10万円） 

 

 

§中医漢方 1 年コース§ 

開講曜日・時間：日曜日 14:00～17:00 （90分×2コマ） 

講義担当：王霊芝（学院長） 

 

対象：医師・歯科医師・薬剤師・鍼灸師・獣医師などの資格を有する方および登録販売者

または登録販売者を目指す方、鍼灸専門学校、医科大学の在学生。 

 

目的：中医基礎・診断、中薬（生薬）の性質・治療作用や漢方処方の根拠と原則を学ぶこ

とで、漢方と症状の関係・漢方と発病原因の関係・漢方の応用を学習し、治療効果

アップを目指します。 

 

カリキュラム：計 92コマ（週 1日 2コマ・1コマ 90分） 

中医漢方 1年コース 科目 

基礎中医学 

（12コマ） 

中薬学Ⅰ 

（12コマ） 

中薬学Ⅱ 

（12コマ） 

漢方処方原則・注意事項 

（10コマ） 

中医診断 

（12コマ） 

方剤学Ⅰ<漢方組成・治療

作用>（12コマ） 

方剤学Ⅱ <漢方組成・治療

作用>（10コマ） 

漢方薬の応用 

（12コマ） 

＊上記コマ数には座学と治療センターでの見学や実技を含める 

 

学費：総額 90万円（税込） 

（内訳：入学金 10万円、授業料 70万円、実習費・資料費・教材費 10万円）  
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【アクセス・お問合せ】 

最寄り駅：新大阪駅（ＪＲ）……地下鉄御堂筋線４番出口から徒歩 3分 

     新大阪駅（大阪市営地下鉄）……地下鉄御堂筋線４番出口から徒歩 3分 

     南方駅（阪急京都線）……御堂筋線に沿って北上、徒歩約 15分 

 

サイト URL：http://chuichiryocenter.com/school 

電話番号：06-6399-0530 

お電話の受付時間は月～土の 14:00～19:00です。ただし、

施術中などにより電話に出られない場合がございます。 

できるだけサイトの『お問合せ・ご予約』のページにある

連絡フォームからご連絡をお願いします。 

 

住所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-3 ビクトリアスビル 2階 


