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巻頭言
巻頭言
『絆』

医療法人大植会 葛城病院
河泉会会長 松田洋平

河泉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。
今年度は学校法人河﨑学園創立 20 周年・大阪河﨑リハビリテーション大学開学 10 周年となりました。
同窓会河泉会も、母校とともに 20 年、30 年、そして 50 年とその歴史を積み上げていくわけであります。
私たちはこれからも、ますます母校に対する想いを強く持ち、そして、会員同士が年齢を問わず、河﨑
学園の卒業生であるという、年代を超えた「絆」によって末永く結ばれていく同窓会でありたいと、心
より念願するものであります。しかし、母校であるという想いだけでは同窓会は運営できません。年々
入会する卒業生が減少している事実もあります。会長に就任した当初から、大学との連携、卒業生・在
校生の交流など様々な課題に取り組んできました。先輩から後輩への母校の伝統の継承が希薄となりつ
つあり、学生時代からの河﨑イズムを伝えてゆくことの大切さから、現在も河泉会では大学の協力の下、
大学生への入会率向上の活動を検討、展開しています。河泉会の最も大切な使命としては講演会・勉強
会を通じて学問と技術、心を磨く切磋琢磨の場であり続けるという事です。病院、施設といった所属の
枠を超えて、同じ専門分野のプロフェッショナルが交流する場は、ほかにも考えられるかもしれません
が、楽しく苦しい学生時代をともに過ごした仲間と共に切磋琢磨できる場は他にはありません。また、
同じ先生の教えを受けた先輩・後輩の縦のつながりは有意義なものになるでしょう。先輩後輩の関係だ
けではありません。同年輩の間での討論は極めて有効なものでしょう。ときには、先端を行く若手から
時代遅れになりかけた先輩への批判があっても当然です。それに加えて、PT と OT、ST の間でも、背景と
なる知識やものの考え方の違いを認識した上で、相互に忌憚のない意見が交わされることが大切であり
ます。河泉会で切磋琢磨し、さらに自己研鑽を積んだ皆さんが、将来、社会でリーダーとして新しい能
力を発揮して活躍することを心から期待しています。来年度は役員選挙の年であります。現在の役員は
改選となり、新体制で運営の舵を取る事になります。20 年を節目と考え、これからの河泉会の存在をい
ままで以上にもっと明確にし、さらなる発展を遂げなければなりません。総会に多くの卒業がご出席く
ださることをお願い申し上げ、ご挨拶にかえさせていただきます。
最後に、本年 8 月・9 月にはブラジルのリオデジャネイロにおいて、オリンピック・パラリンピックが
開催され、日本のアスリートの皆様の大活躍により、国民は夢と感動と勇気をもらいました。次は、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックとなるわけで、国民一人一人が一丸となって参加し、準備して
いかなくてはと考えます。我々、リハビリテーション専門職および河泉会においても何かお手伝いがで
きないものか、待っているのではなく、積極的に参加してゆくことが、必要ではないかと考えている今
日この頃です。

スキルアップ･スキンシップ講座 感想
2016 年 9 月 11 日(日)に佐野記念病院 茨木重行先生をお招きし、
『脳卒中片麻痺の評価と治療』をテーマに、ス
キルアップ･スキンシップ講座を開催致しました。今回は小池先生から感想を頂きましたので紹介致します。
社会医療法人三和会 永山病院 小池伸拓(理学療法学専攻大学 5 期生)
平成 28 年 9 月 11 日に開催された「スキルアップ・スキンシップ」講座に参加させて頂きました。講師は佐野記念
病院の理学療法士茨木重行先生で「脳卒中片麻痺の評価と治療」というテーマのご講義でした。内容は「脳の解剖」
から「歩行の神経機構」
「脳画像」
「LLB を使用した歩行の実技練習」など多岐にわたり教えて頂きました。今回の
テーマが脳梗塞ということで範囲が広く難しい内容でありましたが、茨木先生が若手のセラピストにも分かりやす
い内容で噛み砕いてご講義をしていただいた為に大変勉強になりました。脳の基礎から評価の仕方・治療の方法を
学ぶことにより、今自分が患者様に対して行っているリハビリテーションが本当に良いことなのか、患者の基本動
作に影響しているのかを考え直す良い機会となりました。また、セラピストが脳画像をしっかりと理解することに
よりリスク管理や今後の予後予測を行っていくうえで重要でありもっと自分自身で勉強をしないといけないと気付
かされました。治療では、私は臨床で働いてから LLB を使用して治療を行った経験がありませんでした。早期から
LLB を使用し歩行訓練などの動作練習を行うことの重要さを学ばせて頂き積極的に装具なども活用し訓練を行わな
ければいけないと痛感しました。
最後に今回の講座で教えて頂いた内容を今後の臨床で活かせていけるように努力して頂きたいです。
今回、貴重なご講演をありがとうございました。

河崎学園周年記念式典 感想
2015 年 10 月 6 日(日)に学校法人河﨑学園創立 20 周年・大阪河﨑リハビリテーション大学開学 10 周年
記念式典が開かれました。今回は河泉会 松田会長から感想を頂きましたので紹介致します。
医療法人大植会 葛城病院 松田洋平 (河﨑学園 1 期生)
学校法人河﨑学園創立 20 周年・大阪河﨑リハビリテーション大学開学 10 周年記念式典は皆様のご支援を得て、大
阪河﨑リハビリテーション大学の特色を出した記念会として大変盛会となりました。会員の皆様のご支援に心から
厚く御礼申し上げます。私は、本学園最初の入学生でございますが、入学以来、もう 20 年も経ってしまったのかと、
式典当日は来賓の皆様の祝辞を拝聴しながら、在校当時のことを思い出し、胸にせまるものがございました｡

20 年と、現在に至る長い歴史を積み上げてこられたのは、学校法人河﨑学園・大阪河﨑リハビリテーション大学
に集う教職員、皆様方の並々ならぬ努力の成果であり深い敬意を表する次第であります。第一期生として、河﨑学
園に入学をし、卒業してから同窓会活動に永くかかわることができましたことは、私にとって、それはかけがえの
ない大きな無形の宝となりました。今こうして、創立 20 周年を皆様とともに迎えられました事を素直に喜ぶもので
あります。30 周年も皆様と一緒に迎えられますよう河泉会役員は精進してまいります。今後ともご指導ご鞭撻を宜
しくお願い申し上げます。

特別講演会 感想
2016 年 11 月 10 日(日)にまつもとファミリークリニック 松本重人先生をお招きし、
『訪問リハにおけるフィジカ
ルアセスメント』をテーマに、特別講演会を開催致しました。今回は本道先生から感想を頂きましたので紹介致し
ます。
医療法人大植会 葛城病院 本道大地 (理学療法学専攻大学 2 期生)
今回、特別講演会『訪問リハにおけるフィジカルアセスメント』に参加させて頂きました。病院では、患者様に
急変や異常が起きたときには検査機器があるが、訪問リハではそれがありません。そのため、訪問リハビリでは、
自己の知識や観察能力、判断能力が大切であると感じました。しっかりと観察・評価できていれば、防ぐことので
きた患者様の悪化があったかもしれないと思うと、正直のところ少し怖くなりました。松本先生には、そのような
基本的なことに再度気付かせていただきました。実際の症例を紹介していただき、わかりやすく訪問リハにおける
リスクについて講義して頂きました。また、症状についての説明、病態によっての検査方法などフィジカルアセス
メントについて詳しく実技を交えながら説明していただき、明日から臨床で実践できるものも多く、訪問リハだけ
でなく、院内で従事するセラピストにも勉強になったと思います。
私自身、利用者様宅で訪問リハをさせて頂いています。現在、見えていないリスクを見えるようにし、もし何か
あったときには適切な判断、評価、処置ができるようにこれからも勉学に励みたいと思います。
貴重なご講演を本当にありがとうございました。

河泉会会員の皆様へ
松田 洋平

河泉会会長

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 19 日（日）15 時 45 分より河泉会総会が行われます。ご多忙中のところ恐縮ですが、ぜひと
もご参加くださいますようお願い申し上げます。
議案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。
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河泉会平成
河泉会平成 28 年度総会議題
年度総会議題
Ⅰ、平成
Ⅰ、平成 28 年度活動報告
１、講演会
１、講演会
特別講演会
特別講演会
「訪問リハビリテーションにおけるリスク管理について」
訪問リハビリテーションにおけるリスク管理について」
日時：平成 28 年 11 月 23 日（日） 10：00～16：00
講師：松本 重人先生 まつもとファミリークリニック・医師

参加人数：21 名

２、機関紙
２、機関紙
26 号：7 月中旬発送

27 号：1 月末発送予定

３、理事会
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）。
４、泉華祭
日時：平成 28 年 9 月 24 日（土）
ポップコーン・ドリンク販売、OB・OG によるなんでも相談室
5、周年記念事業について
周年記念事業について
日程：平成 28 年 11 月 6 日(日)
法人 20 周年、大学 10 周年の記念事業を開催
記念式典、記念講演、記念シンポジウム、交流会
6、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座
、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座
１）「
「脳卒中患者の評価と治療」
脳卒中患者の評価と治療」
講師：茨木 重行氏 佐野記念病院・理学療法士
日時：平成 28 年 9 月 11 日（日） 10：00～16：00

参加人数：43 名

２）「足部・足関節の基礎と臨床的機能評価」
「足部・足関節の基礎と臨床的機能評価」（予定）
「足部・足関節の基礎と臨床的機能評価」（予定）
講師：伊佐地 弘基氏 関西メディカルクラブ・理学療法士
日時：平成 29 年 3 月 19 日（日） 9：30～15：30
講演会、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座についての詳細は機関誌「MIZUMA」以外にも以下の SNS にも掲載しております。
大学 HP http://www.kawasakigakuen.ac.jp/graduate/
河泉会ブログ http://41413452.at.webry.info/

河泉会会長ブログ http://ameblo.jp/kawasaki-ob-pt/

Ⅱ、平成 28 年度会計報告
詳細は総会にてご報告いたします
Ⅲ、平成 29 年度年間活動予定
年度年間活動予定・予算案
年間活動予定・予算案
4 月～3 月で 2 回実施。 スキルアップ・スキンシップ講座（在学生、1 年～5 年目の卒業生を対象に）
７ 月 機関紙発送
９ 月 泉華祭：日程・内容検討中
10 月 講演会：日程・内容検討中

〈平成 29 年度予算案〉
項

１ 月 機関誌発送
３ 月 総会：日程検討中

目

予算額

1. 管理費

各委員雑費

110,000

2. 機関紙代

機関紙代

220,000

3. 講演会費

講師代

130,000

4. ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

講師代

140,000

5.泉華祭

泉華祭ﾌﾞｰｽ代

30,000

合

計

630,000

Ⅳ、平成 29 年度役員改選について
詳細は別紙をご覧下さい

河泉会 理事会 議事録
平成 28 年 8 月 10 日

平成 28 年 12 月 14 日

■秋の特別講演会について

■機関紙について

・日時、講師、内容の決定

・掲載内容、進捗状況の確認

■泉華祭について

■総会について

・内容の決定

・日時は、平成 29 年 3 月 19 日（日）15 時 45 分～決定

■スキルアップ・スキンシップ講座について
■スキルアップ・スキンシップ講座について

・総会議題について確認

・9 月 11 日（日）役員の当日役割を確認

■スキルアップ・スキンシップ講座について
キルアップ・スキンシップ講座について

・次回に関しては 3 月頃の予定で内容等を検討

・日時の決定、準備物を確認する

平成 28 年 10 月 12 日
■秋の特別講演会について
■秋の特別講演会について
・積極的に広報をしていく
・各委員の役割確認
■泉華祭について
・活動の報告。次年度のイベント内容の検討
■記念式典について
■記念式典について
・機関紙に掲載するなど広報していく
■機関紙について
・掲載内容、記事締め切りの確認
■スキルアップ・スキンシップ講座について
■スキルアップ・スキンシップ講座について
・講師、内容の決定。日時は検討する

・機関紙 1 月号にて広報開始
■記念事業について
・終了
■来年度の講演会について
来年度の講演会について
・講師を検討していく
■その他
・ホームページ、講習会申し込みフォームを作成していく

平成28年11月6日に開催いたしました、学校法人河﨑学園創立
20周年、大阪河﨑リハビリテーション大学開学10周年記念式典に
際しましては、皆様方のご支援ご協力をもちまして、無事、執り行う
ことができました。改めて皆様方のご厚情とご支援に感謝申し上げ
ますとともにご多忙中にもかかわりませずご臨席賜りました方々に
心よりお礼申し上げます。
さて、これを節目に本学の建学の精神であります「夢と大慈大悲」
を心に刻み、今後益々常に夢と希望を抱き、仁の心を備えた有為
な医療人を育てる努力を続ける所存です。
そのためにも各方面でご活躍されている皆様方のご指導とお力
添えが必要不可欠なことは申し上げるまでもございません。どうか
今後、一層のお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。

Rehabilitation≒Rebirth
「Re」でつながる私たちの想い
ふたたび社会へ、あらたな人生を・・・

そんな想いで頑張る人も、
それを頑張って支える人も、
私たちは大切にしたいと思います

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 》
本道 大地（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）
原稿の送信方法は本道まで直接メールでお願いします
連絡先：hondai0807@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。

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』をクリック
③『卒業生の方へ』のページ下にある『同窓会 「河泉会」』をクリック
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。

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)
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河泉会会長：松田 洋平
（理学療法学科 1 期卒）

