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巻頭言
河泉会

会長

医療法人 大植会 葛城病院
松田 洋平（理学療法学科 1 期卒）
同窓会会員の皆様にはいよいよご清栄、ご健勝のこととお慶び申しあげます。また、日頃
より河泉会の活動につきまして、種々ご助力ご助言を賜り厚く御礼申し上げます。
本会は今年で設立１２年を迎えます。歴代会長のもと河﨑学園の発展と会員皆様の福利
厚生、リハビリテーション技術の研鑽に寄与してきました。これからの河泉会がより良いもの
であるために私が皆様にお願いしたいのは top-down ではなく、bottom-up で現場の皆様
にいろいろな意見を出していただきたいということです。私の役目はそれを集約し、実現に向
けてあらゆる努力をすることだと考えています。リハビリテーションを受けられる患者様にとっ
ても卒業生にとっても有益な会であるため、皆様方には私と一緒に汗をかいていただきたい
と希望しています。何卒よろしくお願い申し上げます。
会員の皆様もご存じのように、近年医学・医療を取り巻く社会環境は大きく変化していま
す。少子、高齢化の急速な進展、生活習慣病の増加などさまざまな問題が、国の社会保障
費削減政策と重なって、国民的課題として突きつけられています。とりわけ総医療費の増加
は国民のさらなる負担を強いり、世界に優れた皆保険制度の根幹すら脅かしかねない状況
です。
このような医療界を取り巻く状況が大きく変化するなか、河泉会の現状について、また今
後どのような活動をその目標に掲げ、どのように発展させるべきなのか、会員の福利厚生を
さらに充実させるためにはどのような視点と方略が必要なのかを改めて問い直すことをメイ
ンテーマに、この２年間邁進していきたいと思います。
まだまだ流動的に変化する河泉会ですが、「同窓の繋がり」をこれからも活動の根本原理
に、会員相互の交流をバックアップしていきたいと思っています。同窓生の皆様にはあらゆる
機会を利用していただき、交流を深めていただければと願っています。 最後に、今年度も泉
華祭と同日に大阪河﨑リハビリテーション大学にてホームカミングデイが開催されます。是
非、一人でも多くの会員の皆様に集まっていただきたく、大学準備委員・河泉会役員が頑張
っています。是非、参加して懐かしい友達に会いに来て下さい。役員一同お待ち申し上げて
おります。
末筆になりましたが、先生方のますますのご活躍を祈念申し上げます。

平成 24 年度総会報告
河泉会会員の皆様へ
松田 洋平

河泉会会長

春暖の候、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。いつも一方ならぬお力添えにあずかり、誠にあり
がとうございます。3 月 17 日（日）に「平成 24 年度河泉会総会」が行われました。ご多忙中のところ参加ください
ました会員の皆様には御礼申し上げます。開催報告は下記に記載させていただいております。会員の皆様に
おかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますよう切にお願い申しあげます。
2013 年 4 月
1、日時 ： 3 月 17 日（日） 13：00〜13：30
2、会場 ： 大阪河﨑リハビリテーション大学 中講義室
3、次第 ：
第 1 号議案：平成 24 年度活動報告
第 2 号議案：平成 24 年度会計報告
第 3 号議案：平成 25 年度活動予定
第 4 号議案：平成 25 年度予算案
第 5 号議案：規約の改正について
第 6 号議案：役員改選
4、出席者：
出席者：25 名＋委任状提出者 134＝計 159 名（当日会員数 370 名）
5、開催結果
議長として、河﨑医療技術専門学校 理学療法学科 6 期生八幡良太氏が選任されました。
その上で、第１号議案から第６号議案まで、異議無く賛成多数で原案通り承認可決されました。
6、新役員一覧
会長（1）

：松田 洋平

副会長（2）

：徳永 晶、西田 大希

理事（総務）（1） ：森田 智也

理事（学術）（1） ：西田 大希

理事（広報）（1） ：新立 勇一

理事（企画）（1） ：富田 真平

理事（事務）（1） ：田中 康文

会計（2）

監事（2）

：水野 貴子、藤野 文崇

：中正司 裕紀、森 光一

平成 24 年度 卒業生就職先一覧
理学療法学専攻

計 46 名

大阪府

藍の都脳神経外科病院
泉大津市立病院
大阪鉄道病院
葛城病院
河﨑病院
川村義肢株式会社
岸和田徳洲会病院
済生会中津病院
さくら会病院
佐野記念病院
島田病院
正風病院
高石加茂病院
辻外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
富永病院
千里ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
野上病院
原病院
阪南市民病院
阪和第一泉北病院
日野病院
ＰＬ病院
フジタ病院
府中病院
山本第三病院
吉川病院
りんくう総合医療ｾﾝﾀｰ
渡辺病院
和歌山県
貴志川紀和病院
国保日高総合病院
寺下病院
中江病院
名手病院
南和歌山医療ｾﾝﾀｰ
和歌山県立医科大学附属病院

和歌山生協病院
兵庫県
大山病院
京都府
十条ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
滋賀県
琵琶湖中央病院
香川県
橋本病院
東京都
小金井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

作業療法学専攻

計 18 名

大阪府

大阪暁明館病院
佐野記念病院
白井病院
清恵会病院
富永病院
府中病院
星ヶ丘厚生年金病院
南堺病院
渡辺病院
和歌山県
角谷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ
堀口記念病院
和歌浦病院
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院

滋賀県
湖南ﾎｰﾑﾀｳﾝ(かいつぶり診療所)
北海道
楡の会こどもｸﾘﾆｯｸ

言語療法学専攻 計 15 名
大阪府

大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
葛城病院
樫本病院
河﨑病院
原病院
日野病院
野上病院
和歌山県
紀和病院
白浜はまゆう病院
和歌山生協病院
兵庫県
協立温泉病院
岡山県
芳野病院
静岡県
静清ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

総会後の講演会報告・大学より案内
医療法人河﨑会 水間病院 リハビリテーションセンター 理学療法室
岡本拓希 (理学療法学専攻 大学 3 期卒)
平成 25 年 3 月 17 日に河﨑病院の臨床検査技師として活躍されている山下みふく先生をお迎えし、検査データを読み
とるというテーマで御講演いただきました。血液データとは患者様の状態を把握するのに非常に重要な検査であります。
日頃臨床では、カルテなどを通じてよく目にする機会がありますが、患者様の状態把握へつなげることに苦戦することが
多く、私にとって非常にありがたいテーマでありました。
山下先生の講演では、チーム医療の中での臨床検査技師の役割、解剖・生理学の知識を交えながら臨床検査の概
要を教えていただきました。検査データ値については、リハビリテーションに必要なデータ項目をピックアップし、各項目
の働きや基準値から逸脱した数値であると、どのような病態に陥るのか学ばせていただきました。
今回学んだ知識について、検査データを多方面から評価し、患者様の予後やリスクを想定する重要性を感じました。
また、講演の中盤からは、ディスカッション形式で、実際の患者様の血液データを基に話し合い、互いに別の観点からの
考察を聞くことで、それまで自分がみれていなかった所に気づくことができました。
最後に、現在の臨床現場では、患者様によりよいチーム医療を提供するために、医師や看護師をはじめ臨床検査技
師と理学療法士の双方による密接な連携が必要不可欠となっております。患者様に質の高いチーム医療を提供するた
めに、講演で学んだ知識を整理し、患者様の状態把握を十分にできるように、セラピストとしてのスキルアップに繋げて
いきたいと感じました。

河﨑医療技術専門学校第一期生の方々に始まり、
大阪河﨑リハビリテーション大学第四期生の方々へ。
3号館2階(元専門学校棟)に就職支援室を開設致しました。
就職や、講習会などへの参加について、皆さんのお役に立てるよう、
ご協力させていただきますので、お気軽にお立ち寄りください。
教職員一同、楽しみにお待ちしております。
皆さんのセラピストとしての更なるご活躍を願っております。

〒5 97-0104 大阪府貝塚市水間158番地

T e l. 0 72-446-6700

大阪河﨑

検 索

河泉会理事会 議事録
平成 25 年 1 月 9 日

平成 25 年 4 月 3 日

■総会について

■秋の特別講演会について

・総会の議案の確認

・講師、日程の検討

■次年度 秋の特別講演会について

■泉華祭について

・講師の検討

・催し物の内容決定 (内容:実習･就職相談室)

■泉華祭ついて

■スキルアップ講座について

・河泉会からの参加を検討。催し物の内容を検討
を

・会員、学生を対象に、定期勉強会を開催する
・開始日、講師の検討

平成 25 年 3 月 6 日

■実習前セミナーについて

■総会について

・講師依頼の進捗状況確認

・各委員の役割の確認

■機関紙について

・タイムスケジュールの確認

・機関紙の記載内容の確認

・参加者の車は大学校内へ、役員は ST 棟裏に駐車
平成 25 年 6 月 5 日

■役員選挙について
・立候補者の確認

■秋の特別講演会について

■泉華祭ついて

・講師、日程決定(11 月 17 日、浅井友詞先生)

・催しの日程は 9/28 に決定。催し物の内容は検討中

■泉華祭について

■実習前セミナーについて

・催し物への参加を依頼する施設の検討

・講師の検討

■スキルアップ講座について

・講師の依頼を行っていく

・開始日、講師決定。機関紙別紙にて案内する

■理事会について

■平成 25 年度以降の役員候補について

・次回から 2 か月に 1 度の開催とする

・学術委員の編成を次回理事会までに決定
(分野毎に学術委員を配置する)

勉強会の案内
今年度も、秋の特別講演会の開催を企画しております。今回は日本福祉大学教授 浅井友詞先生にご講義
頂く予定となっております。詳細は同封されている別紙をご参照の上、是非ともご参加下さいますようお願い致
します。
また、今年度より、卒業生会員・在校生を対象に、スキルアップ・スキンシップ講座を予定しております。リハ
ビリテーションスタッフに必要な基礎知識・技術に関する卒後教育、卒業生及び在校生における交流などを目
的に、今年度は 6 回開催いたします。日程・内容は別紙にて案内しておりますので、こちらも合わせてご確認下
さい。

消息不明者・異動届けについて
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
四方
和田
井平
塩見
寺西
出嶋
吉田

佑紀（理学療法学科 １期卒）
優子 （理学療法学科 2 期卒）
真由美（理学療法学科 3 期卒）
昌代（理学療法学科 3 期卒）
かな（理学療法学科 7 期卒）
久美子（理学療法学専攻 １期卒）
理恵子 （理学療法学専攻 3 期卒）

山本
花田
乕田
池内
大谷
今出
尾﨑

由紀子（作業療法学科 １期卒）
喜一郎（作業療法学科 3 期卒）
峰次（作業療法学科 4 期卒）
恵実（作業療法学科 6 期卒）
葉月（作業療法学科 7 期卒）
朱美（作業療法学科 9 期卒）
麻里（作業療法学専攻 １期卒）

中村 みゆき（言語療法学専攻 １期卒）

yasufumiguitar@yahoo.co.jp

川崎久美子（理学療法学科 １期卒）
平吹 理恵（理学療法学科 2 期卒）
山坂 千明（理学療法学科 3 期卒）
吉岡 久美（理学療法学科 5 期卒）
小山 真由美（理学療法学科 7 期卒）
森本 里佳子（理学療法学専攻 １期卒）

小川 康裕（作業療法学科 2 期卒）
上野 智子（作業療法学科 4 期卒）
連 寿実（作業療法学科 6 期卒）
松井 慎一（作業療法学科 7 期卒）
山下 晶子（作業療法学科 8 期卒）
藤村 志津（作業療法学科 9 期卒）

大原 郁絵（言語療法学専攻 １期卒）

住所・勤務先変更されましたら、郵送物の宛先変更の手続きが必要なため、異動届けを提出して
頂く必要がございます。下記の方法で御連絡ください。
①大学ホームページへ移動
②ホームページ右上 『卒業生の方へ』へ移動
③『卒業生の方へ」のページ下にある『同窓会 「河泉会」』へ移動
④『入会届および住所変更など異動届のお願い』に記載されている方法をご参照の上、
メールアドレスまでご連絡ください。

河泉会の皆様へ
河泉会では年 2 回（1 月・7 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 》
新立 勇一（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）
原稿の送信方法は新立まで直接メールでお願いします
連絡先：you̲tatti@yahoo.co.jp

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。

編集委員
新立 勇一（理学療法学科 9 期生）
永井 弘子（理学療法学科 4 期生）
本道 大地（理学療法学専攻 2 期卒）

新谷 友子（理学療法学科 9 期生）
松下 真拡（作業療法学科 7 期生）
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）

（日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科）

20 1 3 年 1 1 月 1 7 日 （ 日）

kasen̲obog@yahoo.co.jp まで申し込み下さい。
（受付期間：平成 25 年 8 月 1 日〜9 月 30 日）

時間： 9：30〜
受付開始
10：00〜16：00 講義

会場：大阪河﨑リハビリテーション大学
大阪府貝塚市水間 158
会費：会員無料

①ご氏名、②ご所属、➂ご職種、④河泉会の会員
or 非会員 をご記入の上、メールにて

※尚、参加者が多数になった場合、１施設につき３名ま
での参加とさせて頂くことがございます。
予めご了承下さい。

1 号館 3 階

非会員 3000 円

河泉会（大阪河﨑リハビリテーション大学同窓会）

平成 25 年度

河泉会

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座とは
大阪河﨑リハビリテーション大学卒業生・在学生を対象としたリハビリテーションスタッフに
必要な基礎知識・技術の講習会です。
卒後教育、卒業生同士の交流、卒業生と在学生の交流に是非お役立て下さい。
会長

松田洋平

平成 25 年度講座予定
会場：大阪河﨑リハビリテーション大学（貝塚市水間 158） 5 号館 治療室
時間：受付 18：15〜
開始 18：30〜
対象：河泉会会員、大学卒業生、在校生
参加費：無料

●

８月 7 日（水）：下肢疾患の評価と画像の診方
社会医療法人栄公会

佐野記念病院

リハビリテーション科
●

葛城病院

リハビリテーション部

作業療法課

理学療法課

開夢

松田洋平氏

代表取締役
理学療法士

小川成敏氏

１月 ８日（水）：嚥下機能の評価と治療
医療法人大植会

葛城病院

リハビリテーション部

言語聴覚課

田中未来氏

２月 ５日（水）：リスク管理
地方独立行政法人

りんくう総合医療センター

リハビリテーション科
※

副主任

12 月４日（水）：筋力増強訓練
株式会社

●

藤目智博氏

葛城病院

リハビリテーション部

●

副主任

11 月 6 日（水）：関節可動域訓練
医療法人大植会

●

森健一郎氏

９月 4 日（水）：上肢疾患の評価と画像の診方
医療法人大植会

●

理学療法士

宮本

誠一郎氏

日程や内容の変更がありましたら河泉会ブログもしくは大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学のホームページに掲載

いたします。お手数をおかけしますが、事前にご確認していただきますようお願い申し上げます。
河泉会ブログ

