
JAN PETRUS KOOP LMT DO(GERMANY)

German Trained Osteopath
Jan Petrus Koop graduatedfrom SKOM, he is a faculty and fellow with 
the SCCO (Sutherland Cranial College of Osteopathy), and the former 

president of the Osteopathischen Kindersprechstunde (Children's 
Free Osteopathic Clinic). In 2003 he started traveling to America to 

train with Dr. Jealous completing over sixty courses, and is currently a 
faculty member teaching Biodynamics both in the US and Germany. 

He currently practices outside of Washington D.C. in the United 
States, and in Lüneburg Germany.  Jan Petrus Koop is trained as a 
German Doctor of Naturopathic Medicine, Physical Therapist, and in 

Osteopathic Manual Medicine.

ヤン・ペトラス先生（ドイツより）
彼はSKOMを卒業、ドイツでオステイパシーを学びました。

SCCO(サザーランドクレニアルカレッジオブオステオパシー）のファ
クルティであり、子供のためのオステオパシークリニックの前代表で
した。２００３年よりアメリカへいきDrジェラスのコースを60回以上
取り、アメリカとドイツのバイオダイナミクスグループの先生であり
ファクルティメンバーでもあります。彼は現在はアメリカのワシント
ンDCとドイツのリンバーグで診療しています。ドイツではナチュロパ
スメディスンのドクターであり、フィジカルセラピストであり、オス

テオパシックマニュアルメディシンの施術者です。

CHRISTINA STEELE, DO, MP H

Family Physician
 Dr. Steele completed medical school in Los Angeles, California, 

where she also completed a Masters degree in International Health 



and Health Education. After completing a residency in general 
medicine, Dr. Steele completed a second fellowship in 

Neuromuskuloskelatal Medicine with the American Academy of 
Osteopathy through the University of New England. She is certified by 

the American Osteopathic Board of Family Practitioners, and the 
American Academy of Osteopathy, and holds an associate 

professorship in Anatomy at Husson College in Maine; where she 
previously maintained an independent practice for women and 

children.  She has been a recurring guest lecturer at the U of New 
England College of Osteopathic Medicine, Western University of 

Health Sciences, Eastern Maine Medical Center, and Mercy Hospital 
in Portland, Maine. Dr. Steele is the president of the Maryland 

Osteopathic Association, and is on faculty with Dr. James Jealous and 
has trained with both Dr. Jealous and Dr. Viola Frymann since 1996, 

completing over 60 courses.  She currently has a practice with a 
specialty in pediatrics just outside of Washington DC, and teaches 
Bio-Dynamic Osteopathy in Germany, the U.S. and several other 

countries.

クリスティナ・スチール先生（アメリカより）
ドクタースチールはカリフォルニアのロサンゼルスでインターナショ
ナルヘルスとヘルスの教育を履修しユニバーシティニューイングラン
ドでアメリカンアカデミーオブオステオパシーのニューロマスキュラ
ーメディシンのインターンシップを終えました。彼女はアメリカンオ
ステオパシックボードの家庭医として認定されており、以前は女性と
子供のための診療をしてメイン州のフッソンカレッジのプロフェッサ
ーシップと組んでいました。ユニバーシティオブニュイーイングラン
ドカレッジオブオステオパシー、ウエスタンユニバーシティオブヘル
スサイエンス、イースターンメインメディカルセンター、メルシーホ
スピタルインポートランドメイン州ではゲストスピーカーの経験があ
ります。ドクタースチールはメリルランドのオステオパシックアソシ
エーションのプレジデントであり、Drジェラスのファクルティメンバ



ーでDr ジェラスとDr.バイオラフレイマンからは1996年から学び60以
上のコースをとっています。現在はワシントンDCの郊外で小児中心に
診療しており、ドイツとアメリカといくつかの国でバイオダイナミク

スオステオパシーを教えています。


