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国際中医師 養成講座（2019年１０月～） 

【主催】一般社団法人 薬膳アカデミア 

【認定】世界中医薬学会連合会 

世界中医薬学会連合会は中国北京市朝陽区小営路１９号財富嘉園Ａ座に本部が

ある学会。７４か国、１６０以上の学術団体が加盟して、延べ３０万人の会

員を有する中医学の伝承普及を目的とする最高権威な学会です。 

海外向けに、国際中医師、国際中医薬膳管理師、国際鍼灸師などの資格認定

を行っています。 

【開講日程】2019年10月～2021年5月  

      東京第１日曜日  

      大阪第３土曜日  

【養成講座受講資格】 国際薬膳ライセンスを持っている方 

           中医学基礎知識がある方  入学審査有  

【国際資格受験資格】 

１、国際中医師の受験資格は国際中医師養成講座、試験合格者に限定。 

２、国際中医師試験は、北京本部から担当試験官の立会いのもと、認定試験を

実施。（中国語か日本語を選択可。各科目は６０点を合格点とします） 

３、本講座修了試験合格後、国際中医師試験の受験資格は３年間有効。 

例えば、２０１９年度国際中医師養成講座が終了試験をクリアした場合は 

試験の受験資格は２０２２年まで有効です。 

４、国際中医師認定試験の各科目の成績は、受験後３年間有効。3年に分け

て、2科目ずつなど多様な選択が自由です。 

【通学費用】国際中医師 ￥250.000  消費税別加算 

 

テキスト５ 中医学基礎 中医診断学 中薬学 方剤学 中医内科学 

問題集5 

(2500問） 

中医学基礎 中医診断学 中薬学 方剤学 中医内科学 

参考資料 中医外科学 中医婦人科学 中医小児科学 弁証論治 

２０症例 

【国際試験費用】 別途|￥160.000 （１回で６科目の受験の場合） 

         分けて、科目選択受験の場合に１科目２８.６２０円. 

（為替変動により、若干増減することがあります。）講座終了後、終了試験合

格者に限って、国際試験が受けられます。 
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資格取得までの流れ 

講座申し込み➡講座に通う➡問題集を解く➡講座終了試験➡３００点で合格

国際受験資格を取得➡国際試験対策講座参加➡世界中医薬学会連合会認定

国際中医師試験参加➡合否通知➡国際中医師証書授与 

【講座開催場所】 東京教室 赤坂臥竜居 

           経絡授業は精誠堂（千歳烏山駅3分）鍼灸治療院 

           大阪教室 丸ビル新舘 

講師：和田暁  中医師 一般社団法人薬膳アカデミア理事長  
・高級中医薬膳伝授師 

・世界中医薬学会連合会常務理事 

・一般社団法人薬膳アカデミア理事長   

・上海中医薬大学日本校教授 

・東京栄養士薬膳研究会顧問   

・日本中医学会顧問 

上海中医薬大学卒、附属病院勤務を経て、昭和61年に来日、昭和大学研修。

東京医療福祉専門学校、有明医療大学非常勤講師を歴任、中医学関連の国際ラ

イセンスの養成に努める。 

著書：薬膳で治す       時事書房  新居裕久と共著 

   まいにち養生ごはん   学陽書房  監修 

雑誌： 専門誌―中医臨床、伝統医学、助産雑誌 連載 

    日経プルミエ、サンデー毎日、ミセス、健康産業新聞など掲載 

日本中医学会学術総会・多摩医師会、日本中医薬研究会、ウイングメディガル

人材派遣など医師、薬膳師、鍼灸師など専門家向けの講演会で活躍 

講師：賀偉 中医師・鍼灸師  精誠堂針灸治療院院長 

日本でいう人間国宝の「針灸国医大師」に中国で初めて選ばれた父・賀普仁に師

事。1983 年来日。東京医科大学大学院で予防医学専攻。2001 年に日本鍼灸

師免許取得して精誠堂鍼灸治療院を世田谷と飯田橋で開設。 

著書 

『病気を防ぐ治す「鍼」の医学』（講談社） 

『痛みの症状別鍼灸治療－三通法によるペイクリニックー』（静風社/賀普仁著、

谷田伸治訳）日本語版監修、 

『 なおりますよ、ウツ ー中国鍼の名医が教える折れたこころの癒し方 64ー』

（イースト・プレス）、 

『TOP CHINA 名医のハリ治療  ハリの威力 』（アマゾンオンデマンド）  

中国鍼灸学会会員。北京鍼灸三通法研究会理事。日本鍼灸三通法研究会会長。 
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    国際中医師養成講座日程表 東京教室 

      2019年10月6日～     

 10:00～ 13:00～15:00 15:00～1700 

2019年10.6(日) 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2019年11.3日) 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2019年12.1（日） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年2.2（日） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年3.1（日） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年4.5（日） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年6.7（日）   中間試験 試験対策    

2020年7.4～5日    国際試験 3科目選択可能 

2020年8.2（日） 中薬学 中薬学 方剤学 

2020年9.6（日） 方剤学 方剤学 内科 肺の症例 

2020年10.4（日） 方剤学 内科 内科 心の症例 

2020年12.6（日） 方剤学 内科 内科 腎の症例 

2021年2.7（日） 方剤学 内科 内科 脾の症例 

2021年3.7（日） 方剤学 内科 婦人科 婦人科症例 

2021年4.4（日） 方剤学 小児科、外科 弁証 

2021年6.6（日） 修了試験 試験対策 試験対策 

2021年7月3～4日 国際試験   

     

    

    2019年薬膳アカデミア国際試験＠日本女子大学 

     国際中医師43名・国際中医薬膳管理師56名。 
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    国際中医師養成講座日程表 大阪教室 

     2019年10月16日～   

 10:３0～ 

 

14:00～ 16:00～18:00 

2019年10.16(土) 

 

中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2019年12.7(土) 

 通常と異なる 

中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年1.18(土) 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年3.21（土） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年5.16（土） 中医学基礎 中医診断学 中薬学 

2020年６.20（土） 中間試験 試験対策  

2020年7月3～4日 国際試験   

2020年7.19(土) 中薬学 中薬学 方剤学 

2020年9. 19(土) 方剤学 方剤学 内科 肺の症例 

2020年10.17(土) 方剤学 内科 内科 心の症例 

2020年11.14（土） 方剤学 内科 内科 腎の症例 

2021年1.16（土） 方剤学 内科 内科 脾の症例 

2021年3.20（土） 方剤学 内科 婦人科 婦人科症例 

2021年4.17（土） 方剤学 小児科、外科 弁証 

2021年5.15（土） 修了試験 試験対策 試験対策 

2021年7月3～４日 国際試験   

   

 

          問い合わせ：I 薬膳アカデミア   

       162-0063  東京都新宿区市谷薬王寺町70-1-301 

           info@yakuzen-academia.jp 

 

 

 

 

 

mailto:info@yakuzen-academia.jp
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2019-9-1版

項目（*印はご記入が必須です） 記入欄(自由に幅を調整可） 備考

メールアドレス （例： info@yakuzen-academia.jp) * ご記入のメールアドレスに返信します。もう一度ご記入

メールアドレス（確認用） * ショートメールの場合は下の希望項目に「ショートメール希望」と記入

養成コースの選択 * 選択 クリックして選択して下さい

講座開催地の選択 選択 クリックして選択して下さい

お名前（例：　薬膳　華子） * 氏名の間には全角スペースを入れて下さい

フリガナ（例：　ヤクゼン　ハナコ） * 氏名の間には全角スペースを入れて下さい

ローマ字（例：　YAKUZEN HANAKO ） * 苗字、名前の順（パスポートをお持ちの場合は記載と同じに）

生年月日（西暦） （例：　1954/2/12 ） 西暦で年月日を記入して下さい

性別 * 選択 クリックして選択して下さい

師事講師名 師事した先生がいれば記入して下さい

郵便番号（例：162-0063） * ハイフン(-)を入れて下さい

ご住所（数字は半角で入力） * 例：　東京都新宿区市ヶ谷薬王寺町 70-1 ヴェネビータ市ヶ谷銀杏坂 301 号　

固定電話番号（ハイフン"-"を入れて半角で記入） 例： 03-1234-5678　　固定電話のある方は必ず記入して下さい

携帯電話番号（ハイフン"-"を入れて半角で記入） 例： 090-1234-5678　携帯電話をお持ちの方は必ず記入して下さい

FAX番号（ハイフン"-"を入れて半角で記入） 例： 03-1234-5678　　（FAXをお持ちの方は記入下さい）

緊急連絡先（ご家族など） 例： 03-1234-5678、実家の母親　（電話番号と続柄）

お持ちの免許や取得資格 中医師の免許、薬膳関連の資格をお持ちでしたらご記入下さい

最終学歴出身校 よろしかったら、学校名と専攻をご記入下さい

ご職業、勉強歴、ご希望など よろしかったら、ご職業や勉強された書籍名などを記入して下さい

本講座を何で知りましたか お知り合いの紹介、薬膳アカデミアホームページ、検索エンジンなど

※個人情報の取り扱いについては厳重に管理し、薬膳アカデミアの事業内容以外には使用いたしません。
※メールでの申込先、およびご不明点、ご質問は info@yakuzen-academia.jp までお願いいたします。
※郵送の場合：〒162-0063　東京都新宿区市谷薬王寺70-1-301　　一般社団法人　薬膳アカデミア

薬膳アカデミア資格養成講座申込書
■□■□■□■□■□■□■□■　＜国際中医師＞・＜国際中医薬膳管理師＞　■□■□■□■□■□■□■□■　

 

 

■ お申込みは、薬膳アカデミアのホームページからオンランで可能です。 

 

【オンラインで申込をする】  

（自動的に薬膳アカデミア事務局に登録されます） 

 

■ 申込書のExcelデータは薬膳アカデミアのホームページからダウンロードできます。 

 

【申込書のExcelデータをダウンロードする】 

（記入後のExcelを添付して、info@yakuzen-academia.jp までメールして下さい） 

 

https://forms.gle/Gi4mMZz6UyjMmbnm6
https://forms.gle/Gi4mMZz6UyjMmbnm6
https://www.yakuzen-academia.jp/blank-18
https://www.yakuzen-academia.jp/blank-18
mailto:info@yakuzen-academia.jp

