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向暑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。昨年度から河泉会 副会

長、及び学術理事を努めさせて頂いております理学療法学科 6 期卒業の西田大希です。 
私が河﨑医療技術専門学校を卒業し 7 年が経過しました。私の卒業した 2005 年の総務省の「国勢調

査」では 2005 年の人口 1 億 2,777 万人をピークに人口は減少し、高齢化率は 2005 年に 20.2％（およ

そ 5 人に 1 人が高齢者）から 2035 年には 33.7％（およそ 3 人に 1 人が高齢者）になると推測されてい

ます。 
平成 21 年の内閣府での第 8 回世界青年意識調査による「年老いた親を養うことについて」という項

目では他の諸外国に比べ日本は「どんなことをしてでも親を養う」という比率が低く（28.3％）、「自分

の生活力に応じて親を養う」という比率が高い（67.2％）という傾向がみられています。それに伴い、

年金・医療・介護等いった社会保障費は増大し国民の負担としてのしかかる事になります。 
 
今年度の国家試験では理学療法士 11,956 名・作業療法士 5,821 名・言語聴覚士 2,263 名が合格され

ました。年々増え続ける有資格者とリハビリテーションの需要に対し、理学療法士協会の新人教育プロ

グラムでは最短 1 年で履修可能となり、また平日でも受講可能な履修科目の導入を検討されています。

また、自らの専門性を高め、良質なサービスを提供する臨床能力を備え、学問的に寄与する研究能力を

高めていく事を目的に認定理学療法士制度が設けられ、平成 24 年 3 月に実施された第 2 回の認定試験

では 256 名が合格されました。 
また、協会以外にもたくさんのセミナーや講習会が開催されており、セラピストが学べる環境が増え

てきているように感じます。これらのセミナーや講習会は多数の参加者に対する講義を主体としたもの

も多く、知識や臨床での疑問点を解決する手助けになると思います。しかし、各セラピストの技術の向

上に関してはいかがでしょうか。私の職場でも技術を高める練習をしているセラピストはほとんどいま

せん。私もその 1 人です。 
河泉会の勉強会では、今後もより臨床的な講演会と、少人数でも技術を高めあうことのできる勉強会

を充実させていきたいと思います。またこれからも卒業生の企画する勉強会を当機関誌やブログにて広

報していきたいと考えております。まずは別紙にて「河泉会より特別講演会の案内」を同封させていた

だいております。また、5 ページに勉強会の案内を掲載しております。皆様お誘いあわせの上、河泉会

の事業にご参加いただき、意見交換し、河泉会を盛り上げていきましょう。 

巻頭言 

河泉会 副会長 

医療法人 大植会 葛城病院 

西田 大希（理学療法学科 6 期卒）
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理学療法学専攻  計 33 名 
 
大阪府 

浅香山病院 
泉佐野優人会病院 
医誠会病院 
河﨑病院 
岸和田徳洲会病院 
城山病院 
富田林病院 
永山病院 
野上病院 
馬場記念病院 
日野病院 
フジタ病院 
府中病院 
水間病院 
森之宮病院 
友愛会病院 

和歌山県 
愛徳医療福祉センター 
向陽病院 
琴の浦リハビリテーションセンター 
須佐病院 
西岡病院 
和歌山生協病院 
和歌浦中央病院 

奈良県 
奈良県総合リハビリテーションセンター 
平成記念病院 

兵庫県 
酒井病院 
笹生病院 
宝塚第一病院 
姫路田中病院 

長野県 
グレイスフル下諏訪 

東京都 
世田谷記念病院 

作業療法学専攻  計 15 名 
 
大阪府 
佐野記念病院 
富永病院 
永山病院 
日野病院 
府中病院 
八尾徳洲会総合病院 

和歌山県 
紀和病院 
琴の浦リハビリテーションセンター 
橋本市民病院 
和歌山医療センター 
和歌山つくし医療福祉センター 

奈良県 
宇多野病院 
京都医療センター 

愛知県 
加藤病院 

      
言語療法学専攻  計 6 名 

 
大阪府 
府中病院 
大阪府済生会泉尾病院 

和歌山県 
愛徳医療福祉センター 
堀口整形外科病院 

東京都 
 ワイデックス株式会社 

平平成成 2233 年年度度  卒卒業業生生就就職職先先一一覧覧
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河泉会では、１～２ヶ月毎に、河泉会の運営について(総会、講演会、機関誌、大学との

連携 etc.)、各役員による理事会を開催しております。 
24 年度 2 月から 6 月までの理事会の内容を、簡略ですが報告致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 2 月 1 日 

■24 年総会について 

・総会の流れの確認 

■総会後の講演会 

・講演会の流れの確認、懇親会の決定 

平成 24 年 5 月 9 日 

■秋の特別講演会について 
・日程調整中 
・講師：小滝先生に決定。 
・タイムスケジュール、懇親会について。 

・広報方法：機関誌発送後、インターネットや 
地域勉強会等にて案内する。 

・受付期間：8 月 1 日～31 日とする。 
■機関誌について 
・コスト等を比較し、新規業者への変更を決定。 
・機関誌の内容について(6 月の理事会にて最終確認) 
■総会時の講演会について 
・講演会の内容、講師候補の検討 
■実習前セミナーについて 
・講師候補は決定、現在依頼中。 
■平成 24 年 12 月 合同勉強会について 

・参加費：無料 
・講師は検討中 
・会場、日程も検討中 

平成 24 年 6 月 6 日 

■秋の特別講演会について 
・日時の決定 

 ・懇親会：場所、参加費の検討 
■機関誌について 
・作成期日を 6 月中旬とし、7 月上旬に発送予定。 
■春の特別講演会について 
・講演会の内容、講師候補の検討 

平成 24 年 3 月 7 日 

■24 年総会について 

・総会の流れの最終確認 

■総会後の講演会 

・各役員の役割、懇親会の最終確認 

■ホームカミングデイについて 
・日時、場所、内容、記念誌について検討中 

平成 24 年 4 月 4 日 

■平成 24 年度 秋の特別講演会について 

・日程調整 
・講師：候補を検討 
・当日の各役員の役割決定 

・講演会 参加費の検討 
■機関誌・事務作業について 
・機関誌印刷業者の変更を検討。 
・新規業者の機関紙サンプルの確認。 
■ホームカミングテイについて 
平成 24 年 10 月 28 日 11 時～14 時、スターゲイ

トホテルにて開催予定。 
■実習前セミナー(平成 24 年 11 月) 
講師候補について。5 月理事会で決定する。 

■総会時(平成 25 年 3 月)の講演会について 
講師候補について。 

河河泉泉会会  議議事事録録  
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作業活動研究会 

内 容：作業活動について 

代表者：梅田 哲司  作業療法学科 4期卒 （水間病院） 

日 時：月 1回、第 1木曜日 

場 所： 大阪河﨑リハビリテーション大学 

 

まどろみ勉強会 （精神科勉強会） 

内 容：症例検討、困っていること、学会・研修会の伝達講習などさまざまです。OB・OG が中

心です 

代表者：廣田 正博  作業療法学科 5期卒 （水間病院） 

日 時：毎月の第 4金曜日 19：00～ 

場 所：大阪河﨑リハビリテーション大学 

Ｈ Ｐ：http://www5.pf-x.net/madoromi/index.htm 
 

河北勉強会 

内 容：PT・OT を対象に、整形疾患や中枢疾患を問わず困っている症例に対して実際の評価か

らアプローチまで検討していく。 

代表者：伊佐地 弘基 理学療法学科 2期卒 （東豊中渡辺病院） 

  酒井 雄亮  理学療法学科 7期卒 （協和会病院） 

場 所：大野記念病院、協和会病院、東豊中渡辺病院 

連絡先：kawakita_studio@yahoo.co.jp 

※ メールで情報を送りますので登録の希望の方は上記アドレスに①氏名・所属③何期生④メ

ールアドレスを送信ください。 

 

ＣＥＬＬＡＲ ＣＯＵＲＳＥ 

内 容：本学園において 2006 年から卒後教育の一環として生まれた勉強会です。 
PNF・SET・触察・DSIS・徒手療法などを開催していく予定です。 

代表者：小枩 武陛 （大阪河﨑リハビリテーション大学） 

藤野 文崇 理学療法学科 3期卒 （りんくう総合医療センター） 

場 所：大阪河﨑リハビリテーション大学、武用整形外科 デイサービス 

関連リンク先：yahoo の HP より CELLAR COURSE で検索して下さい 

勉勉強強会会案案内内  
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下記の方の連絡先が不明です。郵送物等をお送りできない状態です。心当たりのある方

は住所、連絡先、または勤務先をお知らせ下さい。 
 

連絡先：事務委員 田中 康文  yasufumiguitar@yahoo.co.jp 
 
山本 敏博 （理学療法学科 １期卒）    四方 佑紀（理学療法学科 １期卒） 
和田 優子 （理学療法学科 2 期卒）    平吹 理恵（理学療法学科 2 期卒） 
寺西 かな（理学療法学科 7 期卒） 
 
山田 和希 （理学療法学専攻 １期卒）   森本 里佳子（理学療法学専攻 １期卒） 
長谷川 豊 （理学療法学専攻 １期卒） 
 
山本 由紀子（作業療法学科 １期卒）    小川 康裕（作業療法学科 2 期卒） 
原田 洋介（作業療法学科 2 期卒）     花田 喜一郎（作業療法学科 3 期卒） 
三宅 有希子（作業療法学科 3 期卒）    伊藤 公也（作業療法学科 4 期卒） 
横山 朋美（作業療法学科 4 期卒）    松本 明日香（作業療法学科 5 期卒）    

藤田 将敬（作業療法学科 5 期卒）     連 寿実（作業療法学科 6 期卒） 
池内 恵実（作業療法学科 6 期卒）     松井 慎一（作業療法学科 7 期卒） 
梅本 由美（作業療法学科 7 期卒）     大谷 葉月（作業療法学科 7 期卒） 
上山 翔太郎（作業療法学科 7 期卒）    今出 朱美（作業療法学科 9 期卒） 
 
奥森 篤志（作業療法学専攻 １期卒）    五島 香（作業療法学専攻 １期卒）  
山本 祥央（作業療法学専攻 １期卒）    片山 大輔（作業療法学専攻 2 期卒） 
 
中村 みゆき（言語療法学専攻 １期卒）   金原 春香（言語療法学専攻 １期卒） 
山之口 友樹（言語療法学専攻 １期卒）   今中 理恵（言語療法学専攻 １期卒） 

消消息息不不明明者者ににつついいてて  
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平素より、河泉会の活動にご理解とご協力を頂きまことにありがとうございます。河泉会と致しましては、会

員の皆様の更なるご活躍を微力ではありますが応援していきたいと考えております。しかし、河泉会費が一部

未納となっており、会の運営に支障をきたしますので、会費未納の会員は速やかに納入を済ませていただき

ますように重ねてお願い致します。 

 

 

《 会費振込み先 》 

郵便電信払込 口座番号（記号）009306 （番号）132361 

金額：20,000 円  加入者名：河泉会  代表：松田 洋平 

会会費費納納入入ののおお願願いい  
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〒597-0104   大阪府貝塚市水間 158 番地   Tel. 072-446-6700   http://www.kawasakigakuen.ac.jp/ 

言語聴覚学専攻 ◆ 作業療法学専攻 ◆ 理学療法学専攻 

大阪河﨑リハビリテーション大学

皆さま、いかがお過ごしですか？ 河﨑学園は 2012 年、創立 15 周年を迎えます。 

そこで、10/28(日)にホームカミングデーを開催いたします。 

河﨑医療技術専門学校 1 期生の方から大阪河﨑リハビリテーション大学 3 期生の方まで、 

我が河﨑学園から巣立ち、社会に大きく貢献されている皆さま、 

かつて河﨑学園に大きく貢献していただいた教員の皆さま。 

ささやかながら皆さまをおもてなししたく、計画いたしました。 

羽を休めに、どうか戻っていらしてください。 

きっとそこには懐かしい友人、先輩、恩師の姿が･･････ 

河﨑学園  ホームカミングデー 
 

日時：10/28(日) 11:00～14:00（10:00 開場) 

場所：スターゲイトホテル（泉佐野市りんくう往来北 1番地) 
 

※案内状は追って送付させていただきます。 

詳細は本学ホームページをご参照ください。 参加費無料 



勉強会の案内や卒業生が企画する勉強会・定期的な理事会など

ブログでも更新していきたいと思います。 
http://41413452.at.webry.info/ 

携帶電話では右の QR コードも使用可能です。 

 
 

河泉会では年 2 回（2 月・8 月）広報誌を発行しています。広報誌に掲載する記事を会員の皆様

から受け付けています。内容・字数には制限はありませんが、主に下記の内容を考えています。

河泉会活動の活性化のためにも振るって投稿して下さい。 

 

・ 学術的な内容 

・ 紀行文 

・ 河泉会活動に対する提言または意見 

・ 勉強会案内 

・ 医療に関するトピックス 

《 連絡先 》 

西田大希（医療法人 大植会 葛城病院 リハビリテーション部 理学療法課） 

原稿の送信方法は西田まで直接メールでお願いします 

連絡先：d2sobbat@yahoo.co.jp 

 
 

 

編集委員 

新立 勇一（理学療法学科９期生）    新谷 友子（理学療法学科９期生）

永井 弘子（理学療法学科４期生）    松下 真拡（作業療法学科７期生）

永井 洋二（理学療法学専攻 1 期卒）   本道 大地（理学療法学専攻 2 期卒）

竹林 弘平（作業療法学専攻 2 期卒） 

発行責任者 
河泉会会長：松田 洋平 

（理学療法学科 1期卒） 

河河泉泉会会のの皆皆様様へへ  
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22001122 年年 99 月月 3300 日日（（日日））  

会場：大阪河﨑リハビリテーション大学 5 号館 2F 治療室 

大阪府貝塚市水間 158 

会費：会員無料 非会員 2000 円 

※当日は動きやすい服装をご持参下さい。 

時間：10:00～16:00（受付 9:30～ 途中昼休憩あり） 

（国際 PNF 協会 アシスタント インストラクター） 

当日は講演会後、懇親会を予定しております。 

時間：17：30 頃～、場所：南海貝塚駅周辺、予算：5000 円

の予定です。 

交流を広げる良い機会になればと思いますので、 

是非ご参加ください！ 

①ご氏名、②ご所属、➂ご職種、④河泉会の

会員 or 非会員、⑤懇親会 参加 or 非参加 を

ご記入の上、メールにて 

kasen_obog@yahoo.co.jp まで申し込み下さ

い。 

（受付期間：平成 24 年 8 月 1 日～8 月 31 日） 

 

なお、先着 60 名までとなっておりますので、お

早めに申し込みください。 

河泉会（大阪河﨑リハビリテーション大学同窓会） 


