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鍼灸学科 2 年生アドバンスコース中国実習
　去る11月 21日～12
月3 日 の13日 間、 広
州中医薬大学付属病
院（中国･広州市）で
の海外実習に参加し
ました。
　病院では、午前中
は主に鍼灸外来、推
拿外来、病棟の見学
を行い、午後は講義

を受け、また大学にて解剖実習を行いました。
　鍼灸外来は診察室が 10 室以上あり、蜂鍼・火鍼・飛
鍼それぞれを得意とする先生がスタッフとして在籍され
ており、リウマチや脳疾患後遺症等、さまざまな疾患に
対して鍼灸治療を行っておられました。実際に火鍼や飛
鍼を見学するのは今回が初めてで、本来の目的である治
療効果はもちろんですが、その手技には芸術性さえも感
じられ、日本では考えにくい手法に驚きました。小児に
おいては、言語障害や発達の遅れている子供たちを対象
に施術が行われ、その手技も日本の小児鍼とは全く違い、
鍼を頭から足先まで数十本、大人同様に刺されているの
は衝撃で、子供たちが泣き叫んでいる姿は目に焼き付い
ています。
　病棟では主に中風（脳疾患）の後遺症の機能回復に鍼
灸が用いられていて、患者さんは入院中ほぼ毎日治療を
受けていました。
　午後は、中国では「キン三鍼」で有名なキン先生の講
義を始め、火鍼・腹鍼・SARS など、いろいろな興味深
い講義を聴くことができました。また解剖実習では、自

ら人体にメスを入れ、1 日かけて解剖していく…日本で
はまずできない経験で、とても勉強になりました。
　中国では耳穴も治療の重要点と考え、疎泄作用のある
不王留行の種を耳穴に貼ります。今回、耳穴の意味を知
り、その伝統に感銘を受け、ぜひ活用しようと大量の不
王留行を購入しました（中国では鍼灸関係が安価で購入
できるのも魅力の一つです）。開業するまで芽が出ない
といいのですが。
　今回の実習で中国の伝統医学を学び、日本とは全く違
う手技・手法、また医療制度や患者さんの鍼灸に対する
考え方など得られるものが大変多く、参加できて本当に
よかったと思います。引率していた
だいた先生方や通訳の方に心から
感謝しています。私が鍼灸師に
なった時に、この貴重な体験
を活かしていきたい、そして
チャンスがあればもう一度中
国へ行きたいと思っています。

鍼灸学科アドバンスコース 2 年生　羽入亜希子

学園祭『森宮祭』でコミュニケーション！

　去る 11 月 3 日文化の日、恒例となった森ノ宮医療学園
専門学校学園祭『森宮祭』を、今年度も開催いたしました。
　日頃から本学を温かく見ていただいています近隣に
お住まいの皆様とのふれあいが、この学園祭のテーマな
のですが、本学生・教職員による焼きそば・フランク

フルト・チョコバ
ナナ等の各種模擬
店、剣道部や合気
道部の実技披露な
ど趣向をこらした
イベントや、吉本
の漫才コンビ「シャ
ンプーハット」と

「スパン」さんらのラ
イブ等で楽しんでいた
だき、また、スキンタッ
チ同好会による親子ス
キンタッチ講習会にはお子さん連れで多くの方々が来校
され、コミュニケーションを図れたかと思います。
　また今回は７階講堂を使用できたため、騒音等のクレー
ムも無く、テーマに沿った学園祭になったかと思います。
　最後になりましたが、本学の学生並びに教職員・関係
者の皆様のご協力と活気ある取り組みのおかげで、大き
なハプニングもなく無事終了することができ、尽力いた
だい皆様に『森宮祭』実行委員長として深く御礼申し上
げます。

学生会会長　辻涼太

キン先生の講義を皆熱心に聴く

親子でスキンタッチ

チョコバナナに舌鼓！

幼児への鍼治療

長野 仁先生、人文科学研究協会賞受賞
　森ノ宮医療学園専門学校非常勤講師、はりきゅうミュージアム
研究員の長野 仁先生が（財）人文科学研究会より「平成 19 年度
人文科学研究協会賞」を受賞され、11 月 15 日、京都大学人文科
学研究所（京都市左京区）で授賞式及び記念講演が行われました。
　長野先生はご自身の治療院で治療の傍ら本校を始め大学等で講
義、さらに今回の授賞理由の 1 つとなっ
た『針聞書』（九州国立博物館蔵）を始
め治療に即した史資料の発掘・研究と
日々尽力されています。その積み重ね
が今回の受賞とまりました。改めてお
祝い申しあげます。

賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　昼間部 早瀬健吾

優秀賞
　アドバンスコース 西川知也
　夜間部 多久島央佑

特別精励賞

　アドバンスコース 畠山ゆかり
　アドバンスコース 宮﨑真維
　昼間部 鈴木政欣
　昼間部 中村渓士
　昼間部 早瀬健吾
　昼間部 堀内完治
　夜間部 多久島央佑
　夜間部 前𣘺大介
　夜間部 峯岸　毅
　夜間部 湯谷　達

精励賞
　昼間部 末吉　誠
　夜間部 大宮貴郎
　夜間部 名取浩二郎

努力賞

　アドバンスコース 畠山ゆかり
　アドバンスコース 前田　遼
　アドバンスコース 宮﨑真維
　昼間部 杉山聡美
　夜間部 合田幸司
　夜間部 伊達謙太郎

みどりの風賞

　アドバンスコース 小泉雅規
　アドバンスコース 中野浩樹
　アドバンスコース 中村憲夫
　昼間部 大和大介
　夜間部 久保一博
　夜間部 成宮裕斗

黒帯とったで賞 40 名

賞　　名 クラス 氏　　名
専修学校名誉会長賞 　昼間部 増谷安彦
専修学校教育振興会賞 　夜間部 湯谷　達

全国柔道整復学校協会長賞
　アドバンスコース 乾　百合
　夜間部 植村浩平

日本柔道整復接骨医学会賞 　昼間部 遠藤智子
日本柔道整復師会長賞 　夜間部 後藤　進
大阪府柔道整復師会長賞 　昼間部 阪田貴之
校友会長賞 　アドバンスコース 奥住拓也

賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　夜間部 北内麗子
優秀賞 　アドバンスコース 名津井美香

特別精励賞

　昼間部 東　俊行
　昼間部 乾　博紀
　昼間部 川原将史
　昼間部 新網郁子
　昼間部 田村康子
　昼間部 松波　賢
　昼間部 宮﨑大介
　昼間部 山田　真
　夜間部 奥村和代
　夜間部 北内麗子
　夜間部 髙橋賢一
　夜間部 田中　宇
　夜間部 松田美鶴

精励賞

　アドバンスコース 小林郁生
　アドバンスコース 淵脇光一
　昼間部 中井一博
　昼間部 昌山まゆみ
　夜間部 塩見智佳
　夜間部 米山　奏

努力賞

　アドバンスコース 石川　翔
　アドバンスコース 西川美枝子
　昼間部 乾　博紀
　昼間部 田村康子
　夜間部 境井好美
　夜間部 冨田恵由

みどりの風賞

　アドバンスコース 松野公俊
　昼間部 新網郁子
　夜間部 富田尚宏
　夜間部 𠮷澤利光

賞　　名 クラス 氏　　名
知事賞 　アドバンスコース 小澤侑貴子
専修学校名誉会長賞 　昼間部 山田　真
専修学校教育振興会賞 　夜間部 松田美鶴
東洋療法学校協会長賞 　昼間部 宮﨑大介
日本鍼灸師会長賞 　昼間部 名窪仁志
大阪府鍼灸師会長賞 　夜間部 戸出幸子
全日本鍼灸マッサージ師会長賞 　夜間部 別所由理
大阪府鍼灸マッサージ師会長賞 　アドバンスコース 紀野江理
卒業研究賞 　夜間部 小林英恵
校友会長賞 　昼間部 松波　賢
全日本鍼灸学会会長賞 　アドバンスコース 皆見秀和

柔道整復学科第６期
　学校表彰

　団体及び業界からの表彰

　学校表彰
鍼灸学科第 33 期

　団体及び業界からの表彰

表彰者

　平成20年 3月9日（日）、
ようやく春めいた優しい
日差しがさす中、33 回目
の卒業式をホテル大阪ベ
イタワー（大阪・弁天町）
にて、無事終えることが
できました。
　今年度は、鍼灸学科
151 名、柔道整復学科 153 名、計 304 名が、巣立っていきました。
　式典は午後２時より開始し、校歌斉唱、卒業証書授与、学校長
式辞、各賞表彰式（右表参照）、ご来賓祝辞、送辞、答辞、卒業
記念品贈呈までの全行程を２時間あまりで終了いたしました。
　今回は、卒業を前に志半ばにして他界した 2 名、鍼灸学科 岡
谷謙一さん、柔道整復学科 横山真由美さんには特別表彰として
賞を授与し、本校で鍼灸師・柔道整復師を目指して研鑽を積んで
きたことに対して、その功績を全員で称えました。ご家族を壇上
に迎えての表彰状授与の際には、会場内のあちらこちらからすす
り泣く声とともに、いつまでも途切れることなく拍手が響き渡り
ました。改めてお二人のご冥福をお祈り申し上げます。
　ところで毎年、珍事が起こる卒業証書授与や各賞表彰式では、
壇上からの彼女への熱き思いの告白あり、「祝おめでとう」等と
書かれた数本のたすきを順に全員でリレーするなど、今年も盛り
上がりを見せてくれました。
　式典の後は、同会場で卒業生による『謝恩会』が行われました。

昨年同様、鈴木紘先生の
ジャズバンドによる演奏
を BGM に、卒業生の飛
び入り参加のピアノ演奏
あり、抽選会ありと、和
やかなうちに彼らの３年
間は終了しました。

第33回卒業式　304 名が巣立ちました
学生支援科　川鍋史一

岡谷さん、横山さんのご家族に特別表彰


