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巻頭言
「一緒に走りましょう！」
大阪河﨑リハビリテーション大学
学生部長

中村美砂

皆様、如何お過ごしでしょうか。このたび巻頭言を執筆させていただく機会をいただき
ました。セラピストでない私としましては、少々あたふたとしましたが、学生部長として
思うままに書かせていただきます。
河﨑学園が創立して今年で 18 年が経とうとしています。卒業生の皆様には、OSCE や
講演会では、大変お世話になっております。ありがとうございます。秋の泉華祭では、松
田会長を中心とした河泉会の方々の参加が定着して、在学生との交流ができるようになり
ました。昨年の「塩焼きそば」の模擬店では、OB・OG のパワーを見せてくださいまし
た。卒業生の皆さんは、仕事をとても面白く感じている方、後輩の指導で忙しい方、子育
てで休職中の方など、きっといろいろな状況にいらっしゃることでしょう。ぜひ毎年泉華
祭に足をお運びいただき、ふっと学生時代を懐かしんでいただけたらと思います。
今年、男性の平均寿命が 80 歳を超え、女性も過去最高の 86.6 歳となりました。その一
方で「寝たきり」の高齢者も増えていくことでしょう。すでにご存知だと思いますが、脳
卒中と骨折が寝たきりの原因の約半分を占めていることが報告されています。どちらも理
学療法・作業療法・言語聴覚療法に関係の深い疾患です。さらに「地域包括ケアシステム
の構築」が強く要望されている今、まさに皆様の活躍が期待されています。これと関連し
て毎日患者様と接している皆様でこそ展開できる研究や一般の方に対しての予防医学的
な講座を開いていただくことも熱望します。また、本学の教員や学生との共同研究につい
てもぜひ考えてみて下さい。その研究成果が地域の人や患者様に還元できれば、それこそ
が河﨑学園が一丸となった研究活動となることでしょう。一緒に我が国の「健康寿命の延
長」に貢献しましょう。
私は、大学開学年度に就任しましたが、その頃の専門学校の学生さんも含めて当時の学
生さんと変わらず現在の本学の学生さんも優しい学生さんが多いです。その優しさに癒さ
れることも多々あります。毎日彼ら彼女たちの成長を見ながら過ごしていますが、特に実
習前後の成長には目を見張るものがあります。実習前は不安でいっぱいの目が、実習後は
眩しく輝くようになっています。それだけ臨床とは刺激的なものなのでしょう。この会誌
が発行される頃は、４年生は皆さんも経験された国家試験勉強の追い込みの時期です。そ
して４月からは、何人かの卒業生が、皆さんの職場でお世話になることと思います。後輩
達を時には厳しく、そして愛情を持って指導していただき、セラピストという仕事の面白
さを教えていただきますよう、どうぞ宜しくお願い致します。
今後も河泉会と大学は、ゆっくりと着実に伴走し続けましょう。

平成 26 年度 総会の案内
河泉会会員の皆様へ
河泉会会長

松田 洋平

新春の候、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。来たる 3 月 8 日（日）13 時より河泉会総会が行われます。今総会では、河泉会役
員の任期満了に伴い役員選挙を行いますので、ご多忙中のところ恐縮ですが是非とも総会にご参加くださ
いますようお願い申し上げます。総会の日時、詳細につきましては下記に記載させていただいております。
尚、総会の成立には総会員数の 1/3 以上の総会出席及び委任状提出が必要ですので、総会欠席の場合も委
任状の提出をお願い申し上げます。
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。
2015 年 1 月
総会、役員選挙の日時、場所
日時：平成 27 年 3 月 8 日(日)
12 時 30 分～

受付開始

13 時 00 分～13 時 30 分

河泉会総会、役員選挙

場所：大阪河﨑リハビリテーション大学
平成 26 年度総会議題
Ⅰ、平成 26 年度活動報告
１、講演会
①特別講演会
「体幹・上肢に対する機能的アプローチ」
講師：大森 崇史先生 デイサービスセンター おおしのづ

理学療法士

国際 PNF 協会認定アシスタントインストラクター
日時：平成 27 年 1 月 11 日（日）

10：00～16：00

２、機関紙
22 号：6 月中旬に完成。7 月中旬発送

23 号：1 月中旬に完成。1 月末発送予定

３、実習前セミナー：評価実習前の 2 年生を対象
日時：平成 26 年 11 月 15 日（土）
全体発表 松田洋平氏（葛城病院）

13：00～14：30

理学療法 宮前直希氏（中谷病院）

本道大地氏（葛城病院）

14：40～16：40

作業療法 富田真平氏（野上病院）

中野正俊氏（白井病院）

14：40～16：40

言語聴覚 上地海帆氏（阪和第一泉北病院） 西久美氏（秋津鴻池病院）

14：40～16：40

４、理事会について
4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月（開催予定） に理事会開催（年 6 回開催）
。

５、泉華祭・ホームカミングデイ
日時：平成 26 年 9 月 27 日（土） 「塩焼きそば・ドリンク販売、OB・OG によるなんでも相談室」
６、スキルアップ講座
１)平成 26 年 5 月 11 日(日)：下肢関節疾患の理学療法
橋本雅至氏 (大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学) 、 山口良太氏 (株式会社ｱｰﾙｲｰｺﾝｾﾌﾟﾄ)
伊佐地弘基氏 (豊中渡辺病院)
２)平成 26 年 8 月 24 日（日）
：肩関節疾患の評価と治療
村西嘉祥氏 (大阪河﨑ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学) 、松田洋平氏 (葛城病院)
森健一郎氏 (佐野記念病院)
３)平成 26 年 12 月 21 日（日）
：ハンドセラピィの基礎知識、症例検討
藤目智博氏 (認定ハンドセラピスト)
柿本友大氏 (ﾍﾞﾙﾗﾝﾄﾞ総合病院) 、 和田竜平氏(市立堺病院)
４）平成 27 年 2 月～３月(開催予定)：嚥下障害の評価と治療 (仮題) 講師検討中
詳細は大学 HP をご覧下さい。http://www.kawasakigakuen.ac.jp/graduate/
Ⅱ、平成 26 年度会計報告
詳細は総会にてご報告いたします
Ⅲ、平成 27 年度年間活動予定
5 月～2 月 3 回／年 スキルアップ・スキンシップ講座（在学生、1 年～3 年目の卒業生を対象に）
７ 月 機関紙発送
９ 月 講演会：日程・講師検討中
10 月 泉華祭：日程・内容検討中
11 月 実習前セミナー：日程・講師検討中
１ 月 機関誌発送
３ 月 総会：日程検討中
Ⅳ、平成 27 年度

役員立候補

今総会におきまして、役員選挙がございます。本選挙での立候補者は以下の通りです。
役職

氏名

会長

（1 名） 松田

洋平

副会長

（2 名） 徳永

晶、西田

理事（総務） （１名） 野村

佳史

理事（学術） （1 名） 加島

知明

理事（広報） （1 名） 本道

大地

理事（企画） （1 名） 塩田

修平

理事（事務） （1 名） 岡本

拓希

会計

（2 名） 中正司

監事

（2 名） 水野

大希

裕紀、森

光一

貴子、藤野

文崇

Ⅴ、平成 27 年度予算案

収支計算
会計期間：平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月
(歳入の部)
項

(単位：円)
目

予算額

決算額

比較増減

摘

要

1. 会費

会費 2 万×24 年度の入会人数

2. 賛助会費

大阪河﨑リハ大学広告費

3.講演会参加費
4. 繰越金
合

計

(歳出の部)
1. 管理費

2. 総会費

各委員雑費

30,000

事務費

理事会費

60,000

会議費

機関紙代

100,000

印刷代

葉書・封筒代
郵送代
3. 講演会費

機関紙代
葉書・封筒代
郵送代

葉書・封筒・タックシール代

50,000

郵送代

100,000

印刷代
葉書・封筒・タックシール代

50,000

郵送代

講師代

100,000

講師謝礼

資料代

5,000

資料印刷代

4. 卒後教育

講師代

180,000

就職支援

資料代

15,000

学生交流

郵送代

30,000

泉華祭ﾌﾞｰｽ代

20,000

計

740,000

合

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座

講師謝礼×3 回

資料印刷代×3 回
ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座

案内郵送費

学園祭準備代
0

740,000

740,000 円の予算

河泉会での会則や運営、役割等を決定する総会の成立のために、総会員数の 1/3 以上
の総会出席及び委任状提出が必要です。総会欠席の場合も、期日までに委任状を提出下
さいますようお願い申し上げます。
提出期限：平成 27 年 2 月 21 日（日）必
着

泉華祭に参加して
河泉会 副会長 徳永 晶
平成 26 年 9 月 27 日に開催された泉華祭に、河泉会と河﨑 OB・OG
有志で参加しました。当日は「塩焼きそば」を作り販売し、直接学生や
河﨑 OB・OG また地域の方と触れ合える機会を得ました。天候にも恵
まれ、学生たちの一生懸命に祭を盛り上げていこうとする気持ちに圧倒
されながら、当日は委員・有志全員で泉華祭を盛り上げようと頑張って
作り続けました。あまりにも作るのに専念し過ぎてしまい、学生や来場
して頂いた河﨑 OB・OG の方々に河泉会の活動などの発信が出来てい
なかったのが今回の反省です。今回学校側にこのような機会を与えて頂
いたことを活かし、反省を元にさらに河泉会の活動状況・内容を伝達し、
伝達の工夫また学生に対する進路や実習などの相談の場を提供してい
けるように尽力していきたいと思います。
最後に来年の泉華祭を河﨑 OB・OG の皆さんも日が合えば覗きに来
てみて下さい。

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座に参加して
医療法人慈薫会 河崎病院
(理学療法学専攻

田村匠

大学 5 期卒)

今回、河泉会ｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座に参加させて頂きました。肩関節疾患の評価と治療ということで、肩関
節の解剖学や運動学の講義と、講師の先生方が実際に実施されている評価・治療の実技を勉強させて頂きま
した。講義では、基本的な解剖学・運動学に加え、教科書ではなかなか学ぶ事の出来ない臨床的な事を、文
献を交え指導して頂きました。実技では、一人一人に評価から治療の仕方まで丁寧に指導して頂き、とても
勉強になりました。
私は、まだ大学を卒業したばかりで知識や技術が未熟なため、臨床の現場では分からない事が多く勉強の
日々を送っています。そのため、これからも河泉会のｽｷﾙｱｯﾌﾟ/ｽｷﾝｼｯﾌﾟ講座に参加し、知識・技術の向上を図
るため学生時代の友人達と切磋琢磨するとともに、様々な病院・施設などで活躍されている先輩方と交流を
深め、社会人として成長出来るように精進していきたいと思います。

議事録
2014 年 8 月

2014 年 12 月

H26 年度ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座について

H26 年度のｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座について

・11 月の講座：日程を検討

・12/21 の講座：各役員の役割の最終確認

実習前セミナーについて

・2 月の講座：日程を検討中

・日程は 11/15 で決定。講師依頼を行っていく

機関紙について

泉華祭りについて

・記事内容の確認

・催し物は、塩焼きそば販売と相談室で決定

1/11 の特別講演会について
・各役員の役割、会場の最終確認
総会について

2014 年 10 月

・日時の調整、議題の検討

郵送物について
・役員選挙、12 月ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座の案内を郵送する
1/11 の特別講演会について
・講師：大森先生へ依頼
11 月のｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座について
・日程は 12 月へ変更し、10 月上旬までに日程を決定する

理学療法学専攻 ◆ 作業療法学専攻 ◆ 言語聴覚学専
攻

皆さま、いかがお過ごしですか。河﨑学園は 2015 年、創立 18
周年を迎えます。
今も、皆さんの後輩たちは、皆さんと同じ道を歩み、セラピスト
になるべく勉学に励んでいます。
今ではベテランのセラピストとして活躍されている方々、いよい
よ夢を叶え、セラピストとしての道を歩み始めた方々。どなたも、

卒業生向け

の講座など
イベントの
お
知らせや、
近況状況な
どを Faceb
ook
に掲載して
いますので
、Facebook
の
登録お願い
いたします
。

本学にとってかけがえのない、家族のような存在です。
近くにいらした時には是非、皆さんの元気な姿を見せてください。
教職員一同、楽しみにお待ちしています。
皆さんのセラピストとしての更なる活躍を願っています。

大阪河﨑リハビリテーション大学
理学療法学専攻 ◆ 作業療法学専攻 ◆ 言語聴覚学専攻
〒597-0104 大阪府貝塚市水間 158 番地
Tel.072-446-6700

大阪河崎

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：you_tatti@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。
河泉会 ウェブリブログ×

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
鶴井
竹林

勇一（理学療法学科 9 期卒）
明弘（理学療法学専攻 4 期卒）
弘平（作業療法学専攻 2 期卒）

本道 大地 （理学療法学専攻 2 期卒）
福本 竜太郎（理学療法学専攻 4 期卒）
林 晃奈
(言語聴覚学専攻 4 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）

