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   国際中医薬膳管理師 養成セミナー 

  （2019年度）東京) 

【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  

 

 

 

 

 

 

【開講日程】 2019年6月～2020年5月 

東京（第4日曜日） 他に大阪教室（第３日曜日） 福岡教室 ９月から開講 

【受講資格】 ①薬膳セラピスト資格を持っている方 

          ②他校や他の団体で４０時間の学習を終え、薬膳セラピスト集中

  講座を参加して、試験が合格された方 

       ③薬膳アカデミアが認める医療栄養学関係のセミナーで２０時

  間の勉強を終え、終了証を取得された方。 

【国際試験受験資格】 

 １、国際中医薬膳管理師受験資格は薬膳アカデミアで開催される国際中医薬

膳管理師養成講座を修了し、試験合格者に限定。 

２、国際中医薬膳管理師資格認定試験は、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。（計５科目で、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、国際中医薬膳管理師試験の受験資格は３年間有

効。（例えば、２０２０年度の卒業試験をクリアした場合に、受験資格は２０

2２年まで認められます。） 

４、国際中医薬膳管理師認定試験の成績は、受験後３年間有効。（例えば、20

２０年度の資格試験は全科目のうち、１科目がクリアできなかった場合に20

２２年までの再試験は合格された科目を免除し、１科目の試験とします）。 

 

中国北京市朝陽区小営路１９号財富嘉園Ａ座 北京本部にある学会。 

６９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として、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。 

 



2019年度 国際中医薬膳管理師資格案内   一般社団法人薬膳アカデミア 

 

2 

 

【講師プロフィール】 和田暁  中医師 

・高級中医薬膳伝授師 （世界中医薬学会連合会バルセロナ国 際 中

医 薬 学 術 大 会 から世 界 初 の授 与 、2 01 5年 9月 ）  

・一般社団法人薬膳アカデミア 代表理事 

・国際中医薬膳管理師会会長 

・世界中医薬学会連合会常任理事 

・一般社団法人中医経絡美容療養師協会代表理事           

 ・一般社団法人日本中医学会顧問 

 ・東京栄養士薬膳研究会顧問 

 ・いわき内郷リプロ企業組合顧問 

 ・上海中医薬大学日本校客員教授 

 上海中医薬大学卒、附属曙光病院勤務して、昭和61年に来日。昭和大学研修

中に同大学教授、医食同源第一提唱者新居裕久教授と出会い、薬膳研究と普及

の道へ進む。３児の母として、子育てしながら、日本風土に合う薬膳の開発も

手かける。東京医療福祉専門学校セミナー、東京有明医療大学栄養学講義担当

など中医学を毎日の食卓へ届くことを目指して、医療関係者から、企業、農業

関係者まで強いネットワークを作って、世界へ向けて薬膳発信中。 

 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：【助産雑誌】連載      医学書院 

    【中医臨床】執筆      東洋学術出版社 

    【伝統医学】連載      ツムラ関係 

    【漢方でアンチエージング】 日経ヘルス プルミエムック版 

     ほか多数。 

 

【講師プロフィール】 佐藤和美  管理栄養士 国際中医師 
ＴＮＴ－Ｄ認定管理栄養士、元日本医科大学病院勤務。元同大附属看護学校講師、

同大学臨床講義担当。同大発行の「意気健康」で薬膳レシピー執筆。 

著書：中性脂肪 無理なく減らすカロリーガイド 共著（日本文芸社） 

   病気の人の食事ケア 共著（プリメド社） 

   東京新聞主催給食メニューコンクール入賞 

   社団法人 日本栄養士会永年表彰 

   社団法人 東京都施設給食協会 集団給食優良従事者表彰 

   平成 26 年東京都栄養改善知事賞を受賞 
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【受講費用】 

１、2０0.000円（別途消費税加算）＋実習特訓２回１４時間１５．０００円 

教材５冊、問題集５冊、受験対策指導込み。実習材料代込。 

国際試験費用は別途16万円必要。（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、国際試験を受けられます。 

２、入学から３年間在籍可能。 

・東京と大阪教室の振り替え受講は可能です。 

・本年度欠席の分は次年度への振り替えも可能です。 

・単発の再受講は\３．９００円で受けられます。 

     
資格取得なるまでの流れ 

講座申し込み➡講座に通う➡問題集を解く➡講座終了試験➡３６０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

国際中医薬膳管理師試験参加➡合否通知➡国際中医薬膳管理師証書授与 

【開催場所】  TURANDOT 臥竜居 ２階 

東京都港区赤坂６丁目１６−１０ Y's CROSS ROAD 

千代田線赤坂駅６番出口歩７分  日比谷線六本木駅歩７分 

☎：03-3568-7190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    国際試験の案内 

日時：２０２０年７月４日（土）、５日（日） 

場所：明治薬科大学剛堂会館  （暫定） 

４日（土） 昼食を各自で済まして下さい 

入場開始 １０:30～     

Ⅰ. 12:30～14:00  中医薬膳学基礎１００問         

Ⅱ. 14:10～15:40  食物学 100 問（薬膳原料１）    
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Ⅲ. 15:50～17:20  生薬学 100 問（薬膳原料２）    

 

5 日（日） 入場開始は 9:00～ 

Ⅰ. 10:30～12:00  薬膳献立 100 問      

   12:00～13:00  お昼（薬膳セラピスト、臥竜居小沢シェフが制作する 

            受験応援薬膳弁当一括注文） 

Ⅱ. 13:00～14:30  弁証施膳 ４問  

   

  

         ２０１８年７月試験風景   
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       国際中医薬膳管理師養成講座時間割  

         中医薬膳基礎  
2019 年６月～  10 時～12 時  13 時～14 時 

2019.6.23 薬膳歴史・

薬膳概論 

食物の四性五味、帰経効能、升降沈浮、配伍、 

薬膳の効能、三因制宜原則、未病治療と既病防変 

正治と反治の薬膳応用 

2019.7.28 薬膳調理方

法と応用論 

鮮汁、茶飲、薬酒、点心、デザート、粥、スープ、

シロップ、菜肴の作り方、適応、禁忌 

2019.9.22 陰 陽 五 行

論 と 薬 膳

応用 

陰陽の互根互用、陰陽の制約、陰陽の転化、陰陽消

長、五行の相生・相克・母病犯子・子病犯母・相乗・

相侮と薬膳応用 

2019.10.27 気 血 津 液

理 論 と 薬

膳 

気虚、気陥、気滞、気逆、血虚、血瘀、血寒、血熱、

気滞血瘀、気虚血瘀、気血両虚、気不摂血、津液不

足、水液停滞（水腫、痰飲）の薬膳 

2019.11.24 蔵 象 論 と

薬膳応用 

心 肺 脾 の

生理病理 

心気虚、心陽虚、心血虚、心陰虚、心火旺盛、心脈

痺阻、肺気虚、肺陰虚、肺陽虚、風寒束肺、風熱犯

肺、燥邪犯肺、痰湿阻肺、肺熱壅盛、脾気虚、脾陽

虚、中気下陥、脾不統血、 

2020.1.26 蔵象論     

肝 腎 、 大

腸、小腸、 

胃、胆、膀

胱 の 生 理

病理 

肝気鬱滞、肝火上炎、肝血虚、肝陰虚、陰虚陽亢、 

 肝風内動、寒滞肝脈、腎陽虚、腎陰虚、腎精不足、   

腎気不固、大腸湿熱、胃陰虚、食滞胃脘、胃寒、胃

熱、胆欝痰擾、膀胱湿熱、心腎不交、心脾両虚、心

肝血虚、心腎陽虚、心肺気虚、脾肺気虚、脾腎陽虚 

肺腎陰虚 

2020.2.23 臓 腑 同 病

の病理 

心腎不交、心脾両虚、心肝血虚、心腎陽虚、心肺気

虚、脾肺気虚、脾腎陽虚、、湿困脾胃、肺腎陰虚、肝

腎陰虚、肝脾不和、肝胃不和、肝火犯肺、肝胆湿熱 

2020.3.22 五季の薬

膳養生 

春、長夏、梅雨、秋、冬の薬膳養生 

風証、寒証、暑証、湿証、燥証、火証の薬膳 

2020.4.26 世 代 別 薬

膳養生 

月経調整の薬膳（四期に合わせる） 

妊娠出産と薬膳 

更年期と薬膳 

閉経後の女性養生 

2020.5.24 世 代 別 薬

膳養生 

成長期の薬膳養生・高齢者の薬膳養生 

中年男性の薬膳養生 

2020.5.31 修了試験 午後から 

2020.6 月 試験対策 補講 日程相談 

 2020.7.4 

2020.7.5   

国際試験 中医薬膳基礎・食物・生薬 

献立（選択問題）・弁証施膳（記述問題 4 問） 
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        国際中医薬膳管理師養成講座  

   薬膳素材各論（食物と生薬） 
   食物は 250品目＋生薬１２０種 

   2019 年 6 月～2020 年 5 月    14 時～15 時 30 分 

2019.6.23 穀類、芋類、豆類 補気、補陽 補血の生薬  

2019.7.28 野菜の葉類 瓜類 芳香化湿 淡滲利湿、祛風湿の

生薬 

2019.9.22 根菜類  瀉下、消食の薬 

2019.10.27 果物、種実類 清熱、安神の生薬 

2019.11.24 肉類  補陽、固渋の生薬 

2020.1.26 魚介類 海藻類 治燥、補陰の生薬 

2020.2.22 嗜好品類 飲料類 調味料

類 

解表と温裏の生薬 

2020.3.22 山野草類 理気、平肝息風の生薬 

2020.4.26 ハーブ類  

現代における食物の非栄養

素成分と効能 

活血、涼血止血の生薬 

2020.5.24 十二経の引経薬 化痰止咳平喘の生薬 

2020.5.31 修了試験 午後から 

2020.6 月 補講、試験対策 日程相談 

 2020.7.4 

2020.7.5 

国際試験 中医薬膳基礎・食物・生薬 

献立（選択問題）・弁証施膳（記

述問題 4 問） 
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国際中医薬膳管理師養成講座  

      薬膳献立と弁証施膳      
  古典薬膳献立１２０＋弁証症例 50 例 

2019 年 6 月～2020 年 5 月  15 時 30 分～1７時 

 
 

 

 

 

 

2019.6.23  鮮汁類献立 中医診断方法（望聞問）と薬膳応用 

2019.7.28  お茶類献立 八網弁証と薬膳応用 

2019.9.22  薬酒類献立 感冒、咳嗽、花粉症弁の証施膳  

2019.10.27  シロップ類献立 アレルギー性皮膚炎の弁証施膳   

2019.11.24  お粥類献立 不眠、嗜眠、動悸の弁証施膳  

2020.1.26  点心類献立 胸痛、健忘の弁証施膳   

2020.2.23  菜肴類献立 生理不順、母乳が出ない、頭痛の弁証施

膳 

2020.3.22  スープ類献立 肥満、浮腫み、眩暈耳鳴の弁証施設 

2020.4.26 視力低下、骨折の弁

証施膳  

便秘、下痢、排尿困難の弁証施膳  

2020.5.24 消化不良、七情内傷

の弁証施膳   

遺精腰痛の弁証施膳  

2020.5,31 修了試験   午後から 

2020.6 月 補講 試験対策   日程相談 

 2020.7.4 

2020.7.5 

 

国際試験 

中医薬膳基礎・食物・生薬 

献立（選択問題）・弁証施膳（記述問題 4

問） 
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  2019年度薬膳実習スケジュール  
       文京区内、東大前または湯島駅付近会場を予定 

10:00～17：00  2 回の特別集中実習を開催します。 

201９.９.２９（日）  

10 時～ 

五季の薬膳実習 

 

 

 

14 時～17 時 

年齢別薬膳茶 

 

２０２０.３.29 (日) 

10 時～  

体質別の薬膳実習 

 

 

 

14 時～17 時  

体質別薬酒作り 

各自５００ｃｃの瓶に３０％のホ

ワイトリッカを入れ、ご持参くだ

さい。生薬を用意いたします。 

 ＊エプロン、三角頭巾、筆記道具を必ずお持ちください。 

 ＊食物アレルギーがある方には入学申込書にご記入くださるようお願い 

 します。 

   実習は資格取得された方も参加されています。ご了承くださるようお願  

 いします。  

＊以上日程では参加できない場合は毎月火曜日の弁証施膳研究会の実習に振

り替えできます。（１３時３０分～１７時、永福町駅、四回の参加は必要。）          

 

                

 

 

 

 

       

 

        

 

自家製の薬膳素材と野菜が多く使われている薬膳実習を通して、医食農同源の

考え方をより身近く感じて頂けます。       
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       薬膳アカデミア資格養成講座申込書 

※ 〒162-0063 東京都新宿区市谷薬王寺 70-1-301  
※ 送信先：info@yakuzen-academia.jp  FAX 03-6730-9590 

フリナガ  ローマ字 

お名前   

性別 □男        □女 

生年月日 西暦 １９      年   月    日 

ご住所 〒        

☎ 自宅 

 携帯 

 緊急連絡の場合            続柄 

PC  メール  

携帯メール  

お職業  

所持免許   

最終学歴 

（学校名） 

 

中医学・薬膳勉

強歴 

時間数    

勉強された主な書籍 

師事した先生 

薬膳資格 

他 

□有 （名称             ） □無  

中医師資格 □有             □無 

申し込み講座  □国際中医薬膳管理師養成（東京） 

 □国際中医薬膳管理師養成（大阪） 

 □国際中医薬膳管理師養成（福岡） 

 □国際中医師養成（東京） 

 □国際中医師養成（大阪） 

 □国際中医師養成（福岡） 

どこで本講座を

知りましたか？  

お知り合いの紹介   ホームページ     他 

アレルギー歴 □無   □有（食物名            ） 

※ 個人情報保護法に基づき、申し込みに関する個人情報については、この講座の運

営以外の目的に使用いたしません。 

mailto:info@yakuzen-academia.jp

