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本学院は、オステオパシーの歴史・
哲学・理論および臨床実技を教授し、
高い倫理観と使命感をもつオステオ
パスを養成する。
また、オステオパシー業界の指導者
となりうる人材を育成し、斬界の発
展に寄与する。

1992年10月4日

アメリカでは医師が行う医療行為も含めて発達し、そ

れゆえ早期に国家資格として認められました。欧州・

オセアニアでは手技を中心に発達（投薬・手術はでき

ない）し、オステオパシーの安全性・有用性がみとめ

られ、次々と国家資格となっている国が増えてきてい

ます。欧州では国家資格になっていない国でも学士そ

して修士のコースがスタンダードとなってきています。

オステオパシー国際連盟（OIA）とWHOの協力によ

り、世界中で同じ水準で教育と施術が受けられるよう

ガイドラインを設定する方向で動いており、2010年に

教育基準例となるベンチマークが発行され、2014年よ

りOIAによる国際的リサーチなどをWHOに提出し、

本格的なオステオパシーの世界基準ガイドラインの作

成が始まっています。完成まで数年かかると言われて

おりますが、JCOはそのガイドラインのレベルを目指

したカリキュラムの向上に努めております。2018年

OIAはWHOのオフィシャルパートナーとなりました。

日本では1980年代後半より世界との交流が始まり、海

外から様々なオステオパシーの技術が入ってきました。

1992年に本校が設立されてから、25年以上に渡り最

新の技術をジャパン カレッジ オブ オステオパシー（JCO）

のカリキュラムに取り入れてきており、技術的には欧州

の内容を上回るものが導入されております。オステオ

パシーの哲学に沿って適用することで、高い効果を発

揮しますが、その思考プロセスや技術的アプローチの

修得には熟練者に指導された1000時間以上の臨床実習

が世界的に推奨されており、本校では日本で唯一それ

を履修することができます。

JCO建学理念

世界の状況

オステオパシーは症状や病変がなぜそのように起こっ

ているのか原因を追及していき、その問題の根源を必

要に応じて施術していく医学です。全体のつながりを

考え、症状に対してなぜそれが起こり、どういうメカ

ニズムで起こっているのかを、現代医学で使われてい

る基礎医学的理論に基づいて考えていきます。したがっ

て、その人にとってオステオパシーが必要なのか、現

代医学的介入が必要なのか、その人にとって最善の判

断をしていく、人が中心となるホリスティック（全身

的）な医学です。

物事が起こるのには必ず理由があります。オステオパ

シーには独自のみかたがあり、現代医学では診断でき

ないレベルの問題も把握し、対応することができます。

今後の医療環境を考えると、予防医学としての重要な

役割があると考えております。

オステオパシーとは

WELCOME TO JCO

JCOへようこ
そ!!
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JCOはJOFの認定校です!

学長挨拶 「人にはみな、自己を癒す力が備わっています。
 オステオパスは手技を中心に人々が自分自身を癒すお手伝いをします」

英国・ブリティッシュ・スクール・オブ・オステオパシー卒業 /日本オステオパシー連合 国際部長 /アメリカ・オステオパシー
学会国際会員 /立川オステオパシーセンター副院長 /日本オステオパシースポーツケア協会 副代表

関西オステオパシー協会（KOA）会長

杉村 和夫, MRO（J）

KOA

全日本オステオパシー協会（AJOA）会長

橋本 正弘, MRO（J）

AJOA

日本オステオパシー学会（JOA）会長

小嶋 智, MRO（J）

JOA

JCOでは日本という特殊な環境から、技術的には高度なものが導入されており、また海外の大学を
卒業された先生方の知識と経験を中心に、長年熟練された先生方と共に内容の向上に切磋琢磨して
おります。臨床に関しましても、いままで以上に勉強できる環境整備を進め、欧州で行われている
ものと近いかたちのものが出来上がってきました。この臨床学習ができるのは、日本では本校のみ
です。実際的に、卒業して社会に出た時に即戦力にならなければなりません。そこに焦点を置いて
JCOのカリキュラムは組まれてきており、また、世界の良い部分を吸収してWHOの基準を満たす
日本のオステオパシーを定着できるよう努力を重ねております。皆様が本来のオステオパシーを修
得され、苦しむ必要のない多くの方々が救われることを切に願っております。

JOFは日本国内で、多くの方に安心してオステオパシーの治療を受けて頂くため、世界水準のオステオパスを育てる目的で1997年
に設立されました。「KOA・関西オステオパシー協会」「AJOA・全日本オステオパシー協会」「JOA・日本オステオパシー学会」の3
つの団体で構成され、国際的に世界のオステオパシー団体と協力して世界のオステオパシーの発展に協力している日本で唯一の組織
です。海外のすぐれた技術を導入すべく国際セミナーを開催する他、オステオパシー関連書籍の翻訳出版などを行っています。

ジャパン カレッジ オブ オステオパシーはわ
が国で初めて本格的なオステオパシーの教
育を手がけた学校です。日本オステオパシー
連合の一員である関西オステオパシー協会
は、世界に誇るオステオパスの育成に邁進
しているジャパン カレッジ オブ オステオパ
シーを日本で唯一のオステオパシーの教育
機関として認定します。

オステオパシーの哲学、技術、良心を教育し
ようとするジャパン カレッジ オブ オステオパ
シーは、2012年に創立20年目を迎えまし
た。その間、世に送り出したオステオパスは、
現在、社会の第一線で立派に活躍しており
ます。JCOは今や世界で認められた唯一の
団体である日本オステオパシー連合（JOF）
の中核的役割を担うまでになりました。ここ
に全日本オステオパシー協会はジャパン カ
レッジ オブ オステオパシーを認定し応援し
ます。

JCOは1992年創立以来、建学の理念をいさ
さかも違えることなく、今日まで着実な歩みを
進めております。2009年度より英・BSO卒業
の平塚佳輝, BSc（Hons）Ost., MRO（J）を
学長に迎え、海外で学んだ若き講師陣と臨床
経験豊富な講師陣による万全な指導体制を
整えております。オステオパシーはこれからの
医療として多方面で注目されてきており、ます
ますその重要性が唱えられることに疑いの余
地はございません。現在JOF内でMRO(J)保
有率は、JOAが最も高い保有率を誇ります。

日本オステオパシー連合は、国際基準に基づいた独自の教育水準を定め、試験制度を確立
しています。この試験に合格した者をMRO（J）と呼びます。MRO（J）を有するオステ
オパスは世界各国の国際セミナーに出席できます。なお、MRO（J）は年間40時間のセミ
ナー（JOFの各団体主催）受講が義務付けられ、技術水準の維持が必要です。

平塚 佳輝 ,BSc（Hons）Ost.,MRO（J）

JCO在籍中はさまざまな情報や
セミナー参加、書籍割引等の恩典を
享受できます。

MRO（J）
Member of
the Register of

Osteopaths（Japan）
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JCOは先述の通りJOAの教育部門として学会の過去長年に渡り開催してきた
多くの国際セミナーの知識・技術の恩恵と、現在取り組んでいるオリンピッ
ク・パラリンピックへのオステオパシーの参加活動や、新しい国際セミナー開
催など身近で最新の情報を体験することができます。2018年よりスタートし
たジョーンズS/CSアカデミーでの最新の情報と、筋肉エネルギーテクニック
（MET)を創始した、ミッチェルメソッドのMETの情報もカリキュラムに反映
されています。スポーツ部門では Movement Assessment Technologiesの客観的な計測システムなども新
たな情報として入ってきます。
JCOでは卒業生で構成される「知音会」を設立し、定期的に勉強会やJOA国際セミナー後の復習会等、知識
や技術の向上など活発に活動しております。
日本において優秀なオステオパスの育成のため、JCOは欧米の伝統的技術の特徴を活かし、最新の理論と技
術を取り入れています。みなさんもJCOで世界基準のオステオパシーを身に付けていきませんか。
*S/CS=ストレイン/カウンターストレイン

WELCOME TO JCO

JCOへようこ
そ!

JCOでは「日本最初のオステオパス養成学校」として

1992年の開校より27年間、多くの日本におけるオス

テオパシーの中心的な人材を輩出してまいりました。

本校では、3年間の高密度の教育を行い、強い使命感と

倫理観を持つオステオパシー施術者を養成します。国

内では数少ない「無資格からの教育」を実施し純粋な

オステオパスを育てます。卒業生は日本各地でオステ

オパスとして活躍しております。

JCOのカリキュラムはOIAで推奨されている条件を元

に構成されており、内容は欧州オステオパシー教育機

関と引けを取らないのものとなっております。

本物の技術を、本物の場所で

● インターン制度

● 日本オステオパシー学会の教育部門

スーパーバイザー制のインターン制度で、
OIA推奨基準を満たす1000時間以上の履修
が必須となります。
2年間かけて修得した知識や技術を実際の現
場でどのように構成し施術するかをスーパー
バイザー・プレセプター指導の下勉強してい
きます。インターン時に得た施術に対する自
信は卒業後の大きなアドバンテージと繋がり
ます。また、独立開業するにあたり必要な知
識も学んでいきます。日本国内でこの基準を
クリアしているのはJCOのみです。

JOFはWHOのオステオパシーガイドラインの作成に注
力しているOIA設立当時から加盟している日本唯一のオ
ステオパシー団体であり、JCOはJOF所属団体である日
本オステオパシー学会（JOA）の教育部門になります。
JCO講師の多くはJOFまたはJOAに所属し、国際セミ
ナー等で得た最新の情報はすぐにJCOカリキュラムに
反映され本格的に学ぶことができます。
また、卒業と同時にJOFが認定するMRO（J）の受験
資格が獲得できますので、AAO等諸外国のオステオパ
シーセミナーに参加することも可能になります。

● 日本オステオパシー連合（JOF）
    認定校
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JCO名誉顧問であるゲーリングD.Oが２年に一度来日

してJOA・S/CSアカデミーにて国際セミナーを開催

致します。このセミナー来日時のセミナー前にJCO学

生及び指導者に向けて特別講義が開催されます。

と丸一日S/CSの各レベルに向けた講義をゲーリング

D.Oから直接少人数で指導を受けることができます。

セミナーではいつも超満員のS/CS国際セミナーなので

すがJCOの学生に向けた貴重なプライベート指導を在

学中とインターン時または新卒時に2回、レベル別の特

別講義を受けることが可能です。

JCOでは1年次・2年次と半期ずつ2回のS/CSの基礎

●日本のオステオパシーの発展に長年に渡りご協力いただいている先生からのメッセージ
私はジャパン カレッジ オブ オステオパシーを20年近く訪問し、講義してきており、その発展と成長を誇りと
敬意を持って見てきました。ジャパン カレッジ オブ オステオパシーはこのプログラムに入学した学生へ優れ
た首尾一貫した教育を提供しています。講師は臨床と学生への教育の技術双方における芸術とその実践に十分
に教育を受けており、優秀です。彼等はオステオパシー手技領域の異なる方法を満遍なくカリキュラムでカバー
しています。ジャパン カレッジ オブ オステオパシーはまた、優秀な卒後教育コースを行っており、彼等の同
僚へオステオパシー手技領域において最新の情報を提供しています。私はこのプログラムを高く推薦します！

講義（脊柱・骨盤・四肢・頭蓋）があり、理論と触診

技術を学び、卒後JOAの国内セミナーで復習と応用で

あらたなセクションとしてリンパや内臓領域のS/CSを

も学んでいきます。

そして2018年にはS/CS国際セミナー脊柱での来日に

なり、2018～2028年までS/CSアカデミーで6回の国

際セミナーが開催されS/CS全ての領域をゲーリング

D.Oから学ぶ世界最高のS/CS学習プログラムが用意さ

れています。

世界トップレベルのS/CS教育システムの基礎を学ぶこ

とが出来るのはJCOだけです！

S/CSに特化し後の発展を見据えたカリキュラム

JCO名誉顧問　Western University 
オステオパシー医学部教授による直接指導

エドワード K ゲーリング  DO, DVM, MSHPE

ストレイン/カウンターストレイン創始
者であるL.H.ジョーンズ先生に師事し、
ジョーンズ先生直接の監督の下、１２年
以上学んだ。ジョーンズ先生によりこの
治療法の資格を与えられた。
JCO名誉顧問

■教育経歴
現在、ウェスタン健康科学大学（カルフォルニア州ポモナ）教授
1997年　イーストモアランド病院（オレゴン州ポートランド）家族医学研修医
1995年　イーストモアランド病院（オレゴン州ポートランド）インターン
1994年　オステオパシック・メディスン・オブ・ザ・パシフィック大学
              （カルフォルニア州ポモナ） にてオステオパシー医師免許を取得
1994年　オステオパシック・メディスン・オブ・ザ・パシフィック大学
              （カルフォルニア州ポモナ） にて保健職業教育学修士号を修得
1979年　ワシントン州立大学にて獣医師免許を取得
1977年　ワシントン州立大学にて理学士号を修得
1974年　マクファーソン大学（カンザス州）にて文学士号を修得

■所属団体
●現在、オレゴン疼痛委員会委員
●アメリカン カレッジ オブ オステオパシック ファミリー 
　プラクティス（ＡＣＦＯＰ）
●アメリカン オステオパシック アソシエーション（ＡＯＡ）
●アメリカン アカデミー オブ オステオパシー
　北西部オステオパシー財団 
●オレゴン州オステオパシー医・外科医協会（ＯＰＳＯ）
●クラニアル アカデミー
●シグマシグマファイ（ΣΣΦ）
　（オステオパシー医学同業組合）

特別講義スケジュール
10時～12時 1・2年生対象の基礎講義　
2時～4時 インターン生・新卒対象の臨床講義　
5時～7時 JCOの指導者に向けた研究・開発・
 ディスカッション
7時から 歓迎パーティー

三位一体のSCS教育システム
●JCOではS/CS基礎教育
●JOAでは反復の基礎教育と新しいセクション
●S/CSアカデミーでは全てのセクションの最新技　
　術及び臨床アプローチを直接指導

推薦状
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名誉顧問であるゲーリングD.Oの特別講義では
一日中時間を共にし真剣に講義を受け、

楽しく食事をしながら直接いろんな質問をしたりして学びます。
JCOのS/CSのカリキュラムは学会やアカデミーと連携した

日本一の教育システムです。

SPECIAL LECTURE

特別講義
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米国オステオパシー医科大のS/CSのカリキュラムを超える充実した講義内容

JCO特別講義では通常のカリキュラムには含まれていなリンパへのア
プローチなども指導

少人数制での指導の為、学年のレベルに応じてサテライト教室での講
義を受講。他のクラスの講義内容も知ることが可能です。
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CURRICULUM & SUBJECT

カリキュラム
＆授業科目 基礎医学課程～専門の研修を通じて

世界各国の協力から日本が積み上げ

基礎学科［ 18科目 ］

基礎医学科目とオステオパシー専門科目の全科目を履修します。

　 3年次（インターン）

１・２年間で習得した
知識を元に、テクニックの
組み立て方など臨床に即した
実践的指導を行います。

授業時間　午前9：30～12：30　午後13：30～16：30

医療資格のない方対象
医療資格の無い方やもう一度基礎医学からきっちり学びたい方など
が対象です。まったく医療に携わったことのない方でも、純粋にオ
ステオパシーを学べるのがJCOであり、一般的な医療系専門学校の
基礎医学に比べ、よりオステオパシーに適した基礎医学を学ぶこと
ができるのが特色です。オステオパシーは基礎医学知識の上に成り
立っており、当校ではこの基礎医学をしっかり学び土台をつくり、
それから経験豊富な講師にテクニック及び臨床技術を学ぶことで理
解と応用力をもったオステオパスを育成します。基礎学科は『基礎
医学科目＋オステオパシー科目』の３年で構成されています。

ＭＲＯ（Ｊ）取得者及びＪＣＯ卒業生の施術院での研修・見学と、ＪＣＯ
学内に併設されたクリニック（学生オステオパシーセンター）にてスー
パーバイザー※とプレセプター※のバックアップの元、施術スタッフとし
て実際にクリニック運営に携わります。卒業後、即戦力として現場で活
躍できるスキルを１年間かけてしっかり身につけていただきます。現在
では2年次からインターン見学が可能になりました。
※スーパーバイザー：経験豊富なオステオパス［ MRO（J）］が安全で効果的に施術を行うためのガイド
とサポートを行います。※プレセプター：オステオパシー施術歴が10年以上のＭＲＯ（Ｊ）取得者

基礎学科：授業必修科目

基礎学科（4年制の一例）通常3年間で終了しますが、4年でカリキュラムを組むことも可能です。

● オステオパシーの哲学と理論
● ストラクチュラルテクニック
● 筋肉エネルギー・テクニック（ＭＥT）
● 間接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）

● ストラクチュラル
● 解剖生理学
● 生理学
● 心理学
● 体表解剖・触診
● 病理学

● 直接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● リンパテクニック
● オステオパシーの哲学と理論
● 神経筋骨格科学（ＮＭＳ）　● 応用解剖学
● 公衆衛生学・関係法規

● 筋肉エネルギー・テクニック（ＭＥT）
● 間接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● 頭蓋オステオパシー
● 内臓マニピュレーション・テクニック
● 臨床学・鑑別診断

● インターン

● 海外研修・上級救命講習

● 解剖生理学　● 体表解剖・触診
● 生理学　　　● 病理学
● 心理学

● 海外研修・上級救命講習

● 神経筋骨格科学（ＮＭＳ）・神経学
● 頭蓋オステオパシー　● 直接法テクニック
● 内臓マニピュレーション・テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● リンパテクニック　　● 臨床学・鑑別診断

● 応用解剖学
● 公衆衛生学・関係法規

オステオパシー
科目

1年次

1年次 2年次 3年次 4年次

2年次

基礎医学科目

実習・研修科目
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オステオパスとしての土台をしっかりと学習。
てきた、オステオパシーの基礎を段階的に習得していきます。

　 上級救命講習

JCOではできるかぎり多くの状況に対応できるよう、成人だけで
はなく小児や乳児も対象とした上級救命講習の受講を義務化して
おります。実際の臨床では何が起こるかわかりません。心肺蘇生
法、AEDの使用方法、異物除去法などの習得が必要とされます。

オステオパシー専門科目と基礎医学科目の一部を履修します。

専門学科［ 15科目 ］
授業時間　午前9：30～12：30　午後13：30～16：30

医療国家資格者対象（医療国家資格養成学校生を含む）
医療国家資格者対象でオステオパシー科目中心のカリキュラムです
が、他の医療資格の基礎医学ではオステオパシーを学ぶには不十分
なところがあり、必要な基礎医学は受講していただきます。『基礎医
学科目の一部＋オステオパシー科目』の３年で構成され、免除され
る基礎医学の科目数分基礎学科よりカリキュラム数は少なくて済み
ます。自分の足りない基礎医学科目を別途聴講することも可能です。

※医療国家資格養成学校生で国家資格を取得できなかった場合は、基礎学科に編入となります。

【医療国家資格】医師・歯科医師・看護師・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師　など

● ストラクチュラル
● 解剖生理学
● 心理学
● 体表解剖・触診

● 直接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● リンパテクニック
● オステオパシーの哲学と理論
● 神経筋骨格科学（ＮＭＳ）
● 応用解剖学

● 筋肉エネルギー・テクニック（ＭＥT）
● 間接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● 頭蓋オステオパシー
● 内臓マニピュレーション・テクニック
● 臨床学・鑑別診断

● インターン

● 海外研修・上級救命講習

1年次 2年次 3年次 4年次

専門学科：授業必修科目

専門学科（4年制の一例）通常3年間で終了しますが、4年でカリキュラムを組むことも可能です。

● オステオパシーの哲学と理論
● ストラクチュラルテクニック
● 筋肉エネルギー・テクニック（ＭＥT）
● 間接法テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）

● 解剖生理学
● 心理学
● 体表解剖・触診

● 海外研修・上級救命講習

● 神経筋骨格科学（ＮＭＳ）・神経学
● 頭蓋オステオパシー　● 直接法テクニック
● 内臓マニピュレーション・テクニック
● ストレイン・カウンターストレイン（Ｓ/ＣＳ）
● リンパテクニック　　● 臨床学・鑑別診断

● 応用解剖学

オステオパシー
科目

1年次 2年次

基礎医学科目

実習・研修科目
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スーパーバイザーに
施術後の報告

施術の感想と反省点及び
今後の施術プランについて
プレゼンディスカッション

スーパーバイザーの
チェック・確認

JCOのインターン制度はOIA（オステオパシー国際
連盟）で世界的に推奨といわれているオステオパス
養成学校における臨床実施研修（インターン）の必
須時間数（1000時間）をクリアしている、日本国
内で唯一のカリキュラムです。これまでに修得した
オステオパシーの哲学・技術の実施を通じ、いかに
して人々の健康管理に貢献できるかを一人の施術者
（オステオパス）としてスーパーバイザーの指導・補

佐の元で勉強していきます。学生オステオパシーセ
ンターでは実施の場とし、クライアントに対し問診
から検査、施術、アフターフォロー（今後の施術プ
ラン）まで一人で行います。JCOでは国家試験対策
の為の学びとは違い、実際のクライアントに即対応
出来る知識・技術・オステオパシー的思考プロセス
を統合して行うインターンでの臨床施術に重点をお
いて指導しています。

● 施術の流れ

INTERNSHIP SYSTEM

インターン制
度

● 学生オステオパシーセンターについて
学生オステオパシーセンターでは、上記のインターン施術と
同時にクリニックの運営・経営について携わっていきます。

　　　　　　　センターの宣伝（チラシ作成及び配布等）
　　　　　　　地域ボランティアへの参加（体験施術等）

卒業後、実際に開業する際に必要な基本知識及び経営のノウ
ハウ等もあわせて勉強していきます。また、半期に一度、スー
パーバイザー・学生・プレセプターが集まりクリニックの問
題点・改善策などを話し合い「一人の経営者」としてセンター
の運営について考えて行きます。

● インターン臨床症例発表会
JCOでは将来オステオパスとして論文の読める人材、そして書ける人材を育てる事
を目標にし、卒業論文が必修になっています。この卒業論文をどのように書けばい
いのかを卒業論文前に初歩的なことから学び、インターン中に臨床症例発表を行う
ことで卒業論文へのステップとして経験を積んでいきます。
研究する為のリサーチ法・思考プロセス・倫理規定、そしてそれを発表するための
パワーポイント、エクセルの使い方、統計学、スピーチ技術など必要な知識と技術
を卒業論文前に事前に行うことで卒業論文への不安から自信へとつながります。イ
ンターン時にテーマを絞って観察していくことで見る力・考える力を養います。

スーパーバイザーに
問診結果を報告

問診による症状に対する
見解と施術方針を

プレゼンディスカッション

問診 検査 施術 アフター
フォロー

具体例

インターン制度の特色
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OVERSEAS TRAINING

海外研修

また現地のオステオパシー医の先生による講義も行わ
れ、貴重な話を聞いたり、学ぶことができます。
トップクラスの教育を行っている大学を見学するこ
とで、オステオパシーが本来どのような教育が行わ
れ、どのような社会的位置にあるのかを知るととも
に、日本ではまだ規模は小さいですが、目指す所が
どこなのか、それぞれで感じ取っていただけると思
います。

アメリカのオステオパシー大学での解剖実習、大学
教授の講義を受講し、大学を見学させていただきま
す。
解剖実習では解剖学書からは決して学ぶことのでき
ない貴重な発見と経験ができ、その後の身体の見か
たがより厳密で細やかなものに大幅に変わり、それ
までに学んだもの、それから学ぶものが生きてくる
ようになり、実際の学習・臨床に役立っていきます。

ザッカリー・コモD.O.F.A.A.O によるオステオパシーテクニックの
講義を受講、解剖実習も解剖学教授の指導の下で行います。
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生理学

生理学と解剖学は相互に関係する
ものです。解剖学と結びつけて実
際の身体上の変化と臨床的な生理
学をオステオパシー的視点からも
学んでいただきます。

○担当講義:生理学

東京農業大学卒業
JCO第20期卒業生
埼玉オステオパシーセンター
くまがや治療院（埼玉）院長

新井 宏幸

TEACHER & LESSONS

講師紹介&講
義内容 オステオパシーの哲学と理論を始め　

ハイクオリティな講義を行います。

オステオパシー科目

基礎医学科目

ストレイン・カウンター
ストレイン（SCS）

心理学

オステオパシーの
哲学と理論

解剖生理学

神経筋骨格科学（NMS）
神経学

ストラクチュラル
テクニック

米国ローレンス・ジョーンズＤＯ
によって始められたソフトで、非
常に効果の高いテクニック。圧痛
点を探し出し、一定の姿位をとる
ことにより、筋のアンバランスを
取り除き症状を緩和するテクニッ
クです。

身体が何を望んでいるのか洞察す
る力を養うために、被施術者と信
頼関係を築くための接し方を学び
ます。様々なワークを取り入れた、
机上の空論ではない生きた実践心
理学です。

「クチェラマニュアル」をテキスト
に使用し、オステオパシーの哲学
と理論を学びます。オステオパス
の土台を築くために必要不可欠な
科目です。

オステオパシーの基本は1に解剖、
2に解剖、3に解剖といわれる程重
要な科目です。JCOでは元慈恵会
医科大学准教授の早川先生が授業
を担当します。

身体の各部の筋骨格系解剖（構造）
の詳細と、それらがどのように機
能するかを勉強し、機能不全など
の問題の起こり方などへと結び
つけていく講義です。オステオパ
シー的考察を行う基礎知識となり
ます。

応用解剖学

人体を分節的に分けて、神経系、
内分泌系、免疫系を加味した上で、
諸内蔵の正常と異常などを詳しく
学びます。

身体の構造と機能を理解しなが
ら、関節や筋肉の状態を検査・施術
し自然治癒力を引き出すテクニッ
クです。イギリスの学校で実際に
教えられているテクニックを日本
で学ぶことができます。

○担当講義:解剖学
（解剖生理学/
応用解剖学）

麻布獣医科大学卒業
医学博士・獣医師
元東京慈恵会医科大学解剖学講座第一准教授
国際筋膜研究会会長
白鴎大学講師
東京慈恵会医科大学講師

早川 敏之
PhD

○担当講義:心理学

心理カウンセラー・ドリームカウンセラー
自然治癒予防整体「和みのヨーガ」創始者
大学等公的機関にて心と身体の健康に関する
講座の講師を務める傍ら企業研修講師、
ワークショップファシリテーターとして活躍。
著書　講談社+α新書「和風ヨーガ」

ガンダーリ 
松本

○担当講義:
オステオパシーの
哲学と理論

東京電機大学理工学部卒業/JCO26期卒業生
全日本オステオパシー協会（AJOA）理事
アメリカオステオパシー学会（AAO）賛助会員
国際筋膜研究会会員
さとうオステオパシールーム（東京）院長
日本オステオパシースポーツケア協会会員

佐藤 行央
MRO（J）

スーパーバイザー

○担当講義:
ストレイン・カウンター
ストレイン

JCO第6期卒業生
オステオパシーゆうき施術院（茨城）経営
日本オステオパシー学会理事

中島 性基
MRO（J）

○担当講義:
ストラクチュラルテクニック

JCO第30期卒業生
全身調整くにたちオステオパシー（東京）院長
西荻オステオパシーセンター担当

佐藤 陽一郎
MRO（J）

○担当講義:
神経筋骨格科学（NMS）

ブリティッシュ・スクール・オブ・オステオパシー卒業
日本オステオパシー連合 国際部部長
アメリカオステオパシー学会国際提携会員
日本オステオパシースポーツケア協会 副代表
立川オステオパシーセンター（東京）副院長

平塚 佳輝
BSc（Hons）Ost., MRO（J）

スーパーバイザー

頭蓋オステオパシー

頭蓋は脳をおさめている容器であ
り、その容器が歪めば内容物の脳
の機能も歪んでしまう。オステオ
パシーの真髄ともいえる頭蓋領域
のオステオパシーを基本から学び
ましょう。

○担当講義:
頭蓋オステオパシー

JCO第13期卒業生
西荻オステオパシーセンター担当
Arc（アーク）/稲毛オステオパシーセンター経営
日本オステオパシー連合理事
日本オステオパシー学会理事
（有）ジャパン・オステオパシック・サプライ（JOS）役員
アプレジャーインスティチュートジャパン代表

本間 毅
MRO（J）

スーパーバイザー

○担当講義:
頭蓋オステオパシー

帝京大学卒業
メディカルトレーナー専門学校卒業
JCO第22期卒業生
施術院 葛西オステオパシールーム（東京）院長
日本オステオパシー学会理事
日本オステオパシースポーツケア協会会員

正治 健人
MRO（J）
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それぞれの分野に精通した講師陣が、

リンパテクニック

公衆衛生・関係法規

臨床・鑑別診断

病理学

リンパドレナージュセラピーを基
本に、リンパの流れを感じとり、リ
ンパ液の吸収、循環を増進し、代
謝機能を活性化して免疫力を高め
るテクニックです。

公衆衛生の知識と技術を学ぶと共
にJCO卒業後、開業に必要な法規
を学びます。一般的な医療人とし
ての心がまえを身につけ、他の医
療従事者とより良い関係を築くた
めにも大変重要な知識です。

得られた基礎情報をもとに診断の
精度を高めるプロセスが鑑別診断
です。その為に必要な基礎知識、
情報統合能力、検査技術などを養
います。

解剖学、生理学、組織学の知識を
統合し、さらに疾患のなりたちと
治癒を病理学を通して学ぶことは、
オステオパシーを学ぶ上で不可欠
です。

○担当講義:
リンパテクニック

JCO第31期卒業生
四ツ谷オステオパシースタジオ（東京）院長

渡邉 恵
MRO（J）

○担当講義:
公衆衛生・関係法規

東洋公衆衛生学院卒業
臨床検査技師
第一種衛生管理者
JCO第24期卒業生
Osteopathy大泉（東京）院長

大泉 美和
MRO（J）

○担当講義:病理学

東京医科歯科大学大学院卒業、
歯科医師医学博士
放送大学講師
医師会立看護専門学校兼任講師
医療法人豊歯会理事

伊藤 春雄
PhD

○担当講義:
臨床・鑑別診断

立教大学卒業
ブリティッシュ・カレッジ・オブ・
オステオパシック・メディスン卒業
日本オステオパシー連合　国際部理事
アメリカオステオパシー学会国際提携会員
青山オステオパシープラクティス（東京）院長

江熊 省吾
Bsc.（Hons.）Ost. Med., MRO（J）

体表解剖・触診

検査・施術テクニックすべての基
礎となる触診の技術を学びます。
人体の骨、筋肉、靭帯、その他軟部
組織を実際に手で触れることによ
り、“生きた解剖学”を修得します。
また合わせて筋肉や関節の生理学
も学習します。

○担当講義:
体表解剖・触診

立教大学卒業
ブリティッシュ・カレッジ・オブ・
オステオパシック・メディスン卒業
日本オステオパシー連合　国際部理事
アメリカオステオパシー学会国際提携会員
青山オステオパシープラクティス（東京）院長

江熊 省吾
Bsc.（Hons.）Ost. Med., MRO（J）

内臓マニピュレーション
テクニック

内臓における構造と機能の相互関
係は筋骨格系における構造と機能
の相互関係と同様に密接なもので
あり、筋骨格系マニピュレーショ
ンと同様に内臓機能障害の治療に
効果的に用いることができるとい
う理念に基づくテクニックです。

○担当講義:
内臓マニピュレーション

JCO第13期卒業生
西荻オステオパシーセンター担当
Arc（アーク）/稲毛オステオパシーセンター経営
日本オステオパシー連合理事
日本オステオパシー学会理事
（有）ジャパン・オステオパシック・サプライ（JOS）役員
アプレジャーインスティチュートジャパン代表

本間 毅
MRO（J）

スーパーバイザー

間接法テクニック

直接法とは反対に、関節のバリ
アーから遠ざかる方に組織を持っ
ていき、最もバランスのとれたポ
イントで組織がゆるむのを待ちま
す。

○担当講義:
間接法テクニック

JCO第30期卒業生
西荻オステオパシーセンター担当
アメリカオステオパシー学会（AAO）賛助会員
小石川オステオパシー（東京）院長、
日本オステオパシー連合理事、日本オステオパシー学会理事
（有）ジャパン・オステオパシック・サプライ（JOS）役員
日本オステオパシースポーツケア協会会員

佐藤 鉄也
MRO（J）

直接法テクニック

動きの減少している関節に対して、
組織をそのバリアーに向かって動
かし、関節の可動域を押し広げる
ようにするテクニックです。

筋肉エネルギー・
テクニック（MET）

クライアントの協力により筋収縮
をもたらし、そこで起こった筋の
働きにより動かなくなった関節を
可動化し、硬い筋、筋膜を伸張し
局所循環を改善します。患者にも
施術に参加してもらうテクニック
です。

○担当講義:
直接法テクニック
筋肉エネルギー・テクニック（MET）

JCO第2期卒業生
モビリティー（埼玉）経営
日本オステオパシー学会会長
日本オステオパシー連合理事
（有）ジャパン・オステオパシック・サプライ（JOS）代表取締役
アメリカオステオパシー学会（AAO）賛助会員
日本オステオパシースポーツケア協会 代表

小嶋 智
MRO（J）

スーパーバイザー

スーパーバイザー
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SCHOOL LIFE

スクールライ
フ＆授業風景

触診の微妙な
感覚を

感じとろうと真
剣です。

併設の学生クリニックからは桜が一望できます

ラウンジ兼自習室。オステオパシー専門書
だけでなく解剖書も揃っています。

JCOには充実したスクールライフを　
たくさんあります。在学中は海外のオ
また、アメリカ・WVSOMでのインター
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米山あき
37期生　基礎学科

第一線で活躍されているJCOの先生方の下で、
基礎からしっかり学びたいと思い入学しました。

基礎知識のないところからのスタートだったので不安もありましたが、
臨床経験豊富な先生方の丁寧な授業と温かい先輩方に支えられ
オステオパシーの奥深さと可能性を実感する日々です。

解剖学。テキストは医学部学生
と同じものを使います。

先生の講義にも熱が入ります。

在校生からのメッセージ

送るための好奇心をくすぐる「感動」と「発見」が
ステオパシー医科大学での研修を体験。
ン実習も可能です。
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TOMORROW’S WAY

卒業後の進路
JCOは卒業生を応援し続けます!

現在、日本では大変オステオパスが不足しており、
多くのオステオパスの誕生が期待されています。

日本におけるオステオパシーの将来

卒業後の取得資格

開　　業

就　　職

施術テーブルを置くスペースがあれば開業可能です。

オステオパシー施術院、マッサージ治療院、整骨院、スポーツジム等。

卒業後の主な進路

桜井 雅明
《29期卒業》

髙橋 真美
《32期卒業》

JCO卒業生は開業する人が多いですが、卒業後もセミナー等で顔を合わせる機会が多々あります。先輩・後輩も一度社会に
出れば同じ道を志す仲間です。悩みがあれば先輩に相談しましょう。もちろん、学校はいつでも卒業生を歓迎します。

オステオパシーは日本ではまだまだ認知度が低いことは否めません。それは正規のオステ
オパスの人数が少ないことによります。JCOはJOAの教育機関であり、JOFの認定校に
もなっており、より多くのオステオパスを全国に向けて排出し、JCOで基礎を築き、さ
らに発展できるよう卒後もJOA・JOFの協力の下にバックアップしていきます。
オステオパシーは主訴と違う将来の病気の原因となりかねない、本人の気づかない問題な
ども発見することができ、主訴と合わせて改善します。
多くの人が生涯現役で楽しく暮らせるようお手伝いすることがオステオパスの仕事です。
予防医学が注目されている昨今、私たちは手技によって人々の健康の改善と増進に携わり
ながら、生活指導も含め、健康に対する意識変革にも貢献できる、非常に重要な医学です。

●MRO（J）試験の受験資格が得られます。
●JOAをはじめJOF所属団体の会員となる資格が得られます。※各団体の会員になればオステオパシー保険に加入できるので安心して施術できます。
●卒業生は後進を育てるインストラクター（講師）に適しており、実際に多くの卒業生がインストラクターとして活躍しています。

私の場合は学校卒業後に、運良く学校の先生の経営される施術院で２年間働くことができました。この２年間で
実際の施術、説明、万が一のトラブル時の対応の仕方など多くを学べた為、開業後の不安が少なくて済みまし
た。もちろん学校卒業後にすぐに開業してやっていけるだけの技術は、学校のカリキュラムである程度つきます
が、実際の施術では様々なケースが出てきますので、対応力をつける経験をしてから開業したい方は、先輩、
先生方のオステオパシー施術院で経験を積ませていただける機会を見つけるのも一つの方法だと思います。ま
た、卒後すぐ開業される方でも、卒後も学校とつながりを持つことで、様々な情報やサポートを得て助け合えま
すので、その点で安心できると思います。まずは勇気を持って一歩を踏み出してみてください。

西荻オステオパシーセンターではJCO卒業生を対象としたレンタルベッドシステムを導入して
います。卒業後も引き続き学内のクリニックで臨床の経験を積みたい方、または開業・就職ま
での間、施術スペースを確保したい方へ場所を提供しております。短期～長期間、曜日毎の
貸し出しもできますのでご自身のスケジュールにあわせてご利用いただけます。

在学中、自分に必要な成長は何か？を模索していたとき、JCOで講師として指導にあたられている先生より、
卒後の就業についてお声をかけていただきました。オステオパシー施術を行うプロフェッショナルとして、自分
が働いていくことに対する不安感はありましたが、たくさんの先生方のサポートにより、現在も施術者としての
毎日を送ることができています。世界で日本を代表するオステオパスや、専門課目の先生方に恵まれた、ここ
JCOで学んだ経験を、社会に活かせる場は必ずあります。

西荻オステオパシーセンター
レンタルベッドシステム
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卒業後は様々な分野で活動し、活躍します。

オステオパシーという技術をボランティア現場
で生かします！

避難所では「こんな風にベッドに横になるだけ
でも嬉しい」という声も聞かれます。

地震の恐怖と環境の変化で眠れないなどの被
災者に、オステオパシーはとても好評でした。

アースデイ永田町に
毎年参加
毎年4月に「International Osteopathic 
Healthcare Week」という世界的にオス
テオパシーの啓蒙を行う習慣があります。
同時期に参議院議員会館内で行われる
「アースデイ永田町」に施術体験ブースと
して参加し、政治の中心の場でオステオ
パシーの啓蒙を行っています。

オステオパシーで
災害ボランティア
2011年3月の東日本大震災、2016年4月
の熊本大地震の際には、それぞれ地元の
卒業生が被災地域との交渉を自ら行い、
避難所へのオステオパシーボランティア
施術に行き、オステオパシーの言葉すら
聞いたことがなかった方たちにオステオ
パシーを体験してもらい大変喜ばれました。
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2016リオパラリンピックには初めて日本人オステオパス2名（JCO講師）が世界中
のアスリートへの公的な選手村総合医療サービスに参加しました。

タグフットボールワールドカップ日本代表チームに帯同

タグフットボール
関東大会を専属

でサポート

立川シティハーフマラソンにて記録更新やリカバリーで活躍

スポーツケアではテーピング技術も学んでいます

スポーツ部門での活躍
2016リオパラリンピックには初めて日本
人のオステオパスがポリクリニックに参
加しました。他にもタグフットボールの
ワールドカップや地域の大会、バスケッ
トボールの東京大会、立川シティハーフ
マラソンなどにもボランティアで参加し、
選手のケアにあたっています。
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JOA・JCO公認
オステオパシー
教育機関
卒業生の会

http://osteopathy.gozaru.jp/

1992年

1994～96年

1997～99年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006～07年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

●東京都板橋区に日本オステオパシー専門学院として創立

●海外研修実施（解剖実習:国立北京中医大学）

●海外研修実施（解剖実習:ハワイ大学） 

●2年制からインターン課程を加えた3年制に移行

●ジャパン カレッジ オブ オステオパシーに名称を改め

●12月に巣鴨駅前に移転

●教室拡充の為、同区内に校舎を移転

●（有）ジャパン・オステオパシック・サプライの設立に伴い（株）スカイイーストより経営権を移行

●海外研修実施（米カークスビル・オステオパシー医科大学）

●創立10周年記念式典開催

●海外研修実施（英ジョン・ワーナムカレッジオブクラシカルオステオパシー）

●JOF（日本オステオパシー連合）の推薦校となる

●米カークスビル・オステオパシー医科大学卒業の森田博也,D.O.を学長として迎え、
　さらなる発展のため教室も2フロアーに拡充

●海外研修実施（米ウエストヴァージニア・オステオパシー医科大学）

●JOF（日本オステオパシー連合）の認定校となる

●海外研修実施（米ウエストヴァージニア・オステオパシー医科大学）

●平塚佳輝,BSc（Hons）Ost., MRO（J）を学長に迎え、新体制としてスタート

●校舎の老朽化により9月より西荻窪へ校舎移転

●海外研修実施（米ウエストバージニア・オステオパシー医科大学）

●学生クリニカルセンター設立

●創立20周年記念式典開催

●海外研修実施（米ウエストバージニア・オステオパシー医科大学）

●エドワード Ｋ ゲーリングDO,DVM,MSHPEをＪＣＯ名誉顧問として迎える

●海外研修実施（米ウエストバージニア・オステオパシー医科大学）

●ゲーリングD.O.によるJCO特別講義スタート

●海外研修実施（米ウエストバージニア・オステオパシー医科大学）

●JOAとJCO共同開催での講演会＆体験施術イベント実施

私達の業界は単独または少数で仕事をする事が殆どで、他の先生方や卒業生と交流する事は少なく、意見や情
報の交換、相談というのは、ごく限られた中でなされていました。また、国際的な教育基準からみても日本のオ
ステオパシー教育は、テクニックでは他国同様、または、それ以上の教育を受けていても、座学に関しては全日
教育をしているJCOでさえ足りないほどで、海外の先生方の講義について行けないという現実があります。そ
こで、JCO卒業生による卒後教育、親睦、意見交換、相談の場として卒業生有志の会「知音会」が立ち上げられた
のです。
「知音」とは、琴の名人が、親友の死後、自分の琴の音を知る者がいないと嘆いて琴を壊したという古事からきて
おり、「自分の心をよく知ってくれる友」「心の通じ合った友」という意味があります。この古事をもって、オステ
オパシーの素晴らしさを知る者が集い、お互いが研鑽しあうという気持ちを込めて「知音会」と命名しました。

知音会活動内容
●知音会会員の為の勉強会　●知音会HPの運営
●書籍の共同購入　●お互いの施術練習会
●レクレーションの企画・運営
●オステオパシーの世界情勢のいち早い情報提供

知
ち

音
い ん

会
か い

Chiin-Insutitute
for

Osteopathic Gradeates
黒田泰雅
JCO第29期卒業生
からだのバランス調布
オステオパシー施術院
（東京）経営

知音会活動内容

COLLEGE HISTORY

学校沿革



ジャパン カレッジ オブ オステオパシー

〒167-0053　東京都杉並区西荻南
2-26-2  ワイズビル1F
TEL : 03-5344-9059
FAX : 03-5344-9079
E-mail : jco@osteopathic.jp

ht tp ://www. joa - j co . com 




