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治療室におすすめＢＯＯＫ
森ノ宮医療学園専門学校事務局　伏井奈穂子

■行った気になる、京都本！
『京都地図本』／京阪神エルマガジン社

　おそらく、昨年秋の観光シーズンに最も売れた京都本ではな
いでしょうか。書店で平積みされているのを、ご覧になられた
方も多いはず。
　寺社仏閣はもちろん、京都ならではのおしゃれなお店から、
知る人ぞ知るマニアなショップまで、
地図形式で紹介されていて、京都を散
策するにはもってこいの１冊です。
　お土産のページには、老舗の選りす
ぐりの一品や和柄の小物など、心くす
ぐるアイテムが満載。
　歴史あふれる古都が、ディズニーラ
ンド顔負けのテーマパークに思えてく
るガイドブック。カラフルなページを、
見ているだけでも楽しめます。

治療室におすすめＣＤ
森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科教授　永瀬佳孝

■長ければ長いほど…
『ガウディ』アラン・パーソンズ・プロジェクト／ BMG ビクター 

 　「ε - δ論法、やっとわかった。
これから説明する。」
　関西大学教授の Y 君が大学院博士
課程の 1 年生の時に電話をしてきて、
いきなりε - δ論法の説明を始め
た。Y 君は予備校からの友人で、彼
は数学系の大学院に、私は歯学部に
入り直したのだが、同じ大学の大学

院と歯学部だった。さて、理工系の学生は学部の 1 年生の時に
ε - δ論法を講義で教わる。すぐにわかる学生はほとんどいな
いが、別にわからなくても数学を使うのに不便はないので、そ
のうちに忘れてしまう。大学院生の時、Y 君は朝から晩まで数
学漬けであった。数学者が 6 年もかかるというのは変に思うか
もしれない。しかし、学問の完成には長い時間がかかり、急い
でもろくなものができない。「わからなければ、とりあえず頭
の中に飼っておきなさい。そのうちになんとかなるから。」と
よく言われたものである。
　サグラダ・ファミリアは 1882 年に着工され、翌年からアン
トニオ・ガウディが建築を引き継いだ。完成は 2026 年頃にな
るそうである。建設開始から長い年月が経っているため、建築
と並行して修復も行われている。なぜそんなに長くかかるのか
と不思議に思うが、長ければ長いほど完成までの道のりを多く
の人が楽しむことができる。わからなくても使えるだけのもの
とは異なるのである。
　アラン・パーソンズ・プロジェクトの『ガウディ』を聴いて
いて、学生の頃に Y 君と役に立たないことを話したことを思
い出した。

森ノ宮医療学園出版部　新刊ご案内

季刊誌「鍼灸 Osaka」88 号

特集「咳嗽」B5 判 105 頁　
2,039 円（税込・送料別）

次号予告 5 月上旬発行予定　
89 号　特集「美容鍼灸」（仮題）

夜間診療始めました！

近刊予定

◎『ポケット鍼灸臨床ガイド』（坂本 歩監修）
　鍼灸治療を始める前にまずは目の前の患者さんをしっかり把

握する必要があります。患者さんとのコミュニケーションか
ら理学検査、東洋医学的診察、リスクマネージメントにいた
るまで、臨床技能の要点をコンパクトにまとめました。学生
さんから有資格者まで幅広く活用できます。

◎『ツボ本』（谷田 伸治著）
　谷田伸治先生が『毎日ライフ』に連載されていた「家庭でで
　きるかんたんツボ療法」に加筆、約 70 のツボの由来、探し方、
　活用法など、アマチュアはもちろんプロが読んでも面白い 1
　冊となりました。
※定期購読または書籍購入 5000 円以上の方へ出版部オリジナルグッズを
　プレゼントします。

ご注文・お問い合わせ出版部まで
Tel：06-6976-6889　Fax：06-6973-3133
ホームページからもオンライン注文できます。
http://www.morinomiya.ac.jp/book.php　

　森ノ宮医療学園鍼灸室は昨年 10 月 22 日より夜間診療を始め
ました。夜間診療日は月～水・金曜日の週 4 日で、鍼灸師 2 名が
シフトを組んで治療にあたっています。実際には夜 8 時半頃まで
治療をしていますので、受診しやすくなり、お勤めや学校帰りの方、
本校の学生さんなど、多くの方が治療を受けに来られています。
　また今回、親しみやすいように「みどりの風　鍼灸センター」
と新たに通称名もつけました。これからもどうぞよろしくお願
いいたします。

みどりの風 鍼灸センター　鍼灸師　塩澤智万
　　（森ノ宮医療学園専門学校附属施術所）　　　　　　　　　

訃　報

鍼灸学科昼間部 3 年生　岡谷謙一さん　

　岡谷謙一さんは卒業を間近にした 1 月 19 日に、高桑康司さ
んは 2 月 5 日に逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。
※学園事務局へのご連絡いただいた方を掲載しています。

受付時間　　　　　　　　　曜日 月 火 水 木 金 土
午前 9:00 ～ 11:00 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

午後 1:30 ～ 4:30 ◎ ◎ ◎ ◎

夜間 4:30 ～ 7:30 ◎ ◎ ◎ ◎

定期購読受付中！購読料 7340 円（税・送料込）

※内科・リハビリ科は従来通り 3 時までの受付（月〜水・金）です。

本学園ホームページでは、校友会のコンテンツもご用意しております。引越し・転勤・婚姻等による登録内容の変更や、
校友会報バックナンバーのダウンロード、会員の皆様の治療院の検索等がインターネットで簡単にご利用いただけます。
●住所変更等は、登録変更フォームより簡単にできます。
   http://www.morinomiya.ac.jp/member_change.php
●校友会報は、インターネットでもご覧になれます。
●卒業生が経営している治療院をインターネットで検索することができます。掲載をご希望の方は、
　森ノ宮医療学園校友会事務局 koyukai@morinomiya.ac.jp までご連絡ください。

みなさまの治療院（勤務先）を学園ホームページ《治療院をさがす》にリンクしませんか ?

http://www.morinomiya.ac.jp

鍼灸学科 18 期昼間部・柔道整復学科 2 期夜間部卒業　高桑康司さん

森ノ宮医療大学 施設・設備拡充のための寄付金申込者ご芳名
平成 19年 12月～平成 20 年 2月 29 日　お申込み分（敬称略）

　個　人    
   

◆ 300万円   
森　俊豪　　　（役員）  
◆ 200万円   
田中　邦雄　　（役員）
安田　実　　　（役員）
安雲　和四郎　（役員）
◆ 150万円  
三木　完二　　（役員）
◆ 100万円  
清水　巖　　　（役員）
下條　喜信　　（役員）
竹下　輝也　　（大阪・堺市）
中村　辰三　　（教職員）
花谷　幸比古　（役員）
廣橋　賢次　　（役員）
◆ 50万円  
井上　悦子　　（教職員）
小林　由幸　　（役員）
首藤　傳明　　（大分市）
日根野　文三　（役員）
三木　隆子　　（教職員）
◆ 30万円  
尾𥔎　朋文　　（教職員）
中田　敬吾　　（役員）
◆ 25万円  
金尾　顕郎　　（教職員）
山下　仁　　　（教職員）
◆ 20万円  
青木　元邦　　（教職員）
葛原　博記　　（専・卒業生）
◆ 10万円  
上田　喜久子　（専・卒業生）
王　栄　　　　（専・卒業生）
岡本　榮吉　　（専・在校生）
奥田　功　　　（教職員）
北村　光晶　　（専・卒業生）
倉林　讓　　　（教職員）
小島　賢久　　（教職員）
坂本　豊次　　（教職員）
澤田　規　　　（教職員）
清水　尚道　　（教職員）
鈴木　紘　　　（教職員）
竹下　イキコ　（教職員）
田代　豊治　　（専・卒業生）

田畑　京美　　（教職員）
築山　房乃　　（教職員）
浜田　暁　　　（教職員）
房前　素徳　　（教職員）
前田　薫　　　（教職員）
松林　康子　　（教職員）
萬代　愼逸　　（教職員）
水谷　隆文　　（教職員）
宮本　忠吉　　（教職員）
吉川　徹　　　（教職員）
米沢　豊彦　  （専・卒業生）
渡辺　真二　　（専・卒業生）

（匿名）　　　　 4 名
◆ 5万円  
赤星　光彦　　（教職員）
上田　喜敏　　（教職員）
前田　登貴子　（大阪市）

（匿名）　　　　２名
◆３万円  
岡田　敏幸　　（専・在校生）
小河　勝美　　（教職員）
久保　茂正　　（専・卒業生）
坂口　コタカ　（専・卒業生）
中島　茂　　　（教職員）
松本　弘巳　　（横浜市）

（匿名）　　　　１名
◆２万円  
于　思　　　　（教職員）
角田　美惠子　（専・卒業生）
谷　隆博　　　（専・卒業生）
成田　真一　　（教職員）
仁科　賀津也　（大・在校生）
長門谷　順二　（大阪市）
松本　政己　　（専・卒業生）
八木　禧尚　　（専・卒業生）
矢根　陽介　　（専・卒業生）

（匿名）　　　　３名
◆１万円  
赤松　京子　　（教職員）
赤松　祐光　　（専・卒業生）
浅岡　節子　　（専・卒業生）
伊吹　修　　　（大・保護者）
上垣　恵子　　（教職員）
上田　幸資　　（専・卒業生）
牛田　恭司　　（専・卒業生）
大牧　比佐子　（大阪市）

織田　浩子　　（教職員）
片山　眞之　　（教職員）
兼井　孝政　　（大・保護者）
金山　周二　　（大・保護者）
川口　雪子　　（大・保護者）
北岡　章文　　（専・卒業生）
木下　修一　　（大・保護者）
栗林　彰彦　　（専・卒業生）
桑原　健一　　（専・卒業生）
河野　紘　　　（専・卒業生）
小林　清　　　（専・卒業生）
駒井　山士　　（専・卒業生）
小山　四郎　　（大・保護者）
近藤　紀子　　（専・卒業生）
近藤　美由紀　（専・卒業生）
御井　和子　　（専・卒業生）
斉藤　健　　　（大・保護者）
坂出　祥伸　　（教職員）
佐藤　慶明　　（専・卒業生）
塩澤　智万　　（教職員）
静波　豊祥　　（専・卒業生）
静波　芳君　　（専・卒業生）
品川　知子　　（専・卒業生）
清水　昭嗣　　（大・保護者）
鈴木　淳子　　（大阪・堺市）
叢　学光　　　（専・卒業生）
曽根田　小百合（大・在校生）
髙岡　覚　　　（大・保護者）
檀上　隆昭　　（専・卒業生）
土田　昌幸　　（大・保護者）
東郷　紀一　　（専・卒業生）
富本　彬夫　　（教職員）
中岡　里江　　（教職員）
中尾　優希　　（大・保護者）
中島　章光　　（大・保護者）
長田　信二　　（大・保護者）

登川　克也　　（専・卒業生）
羽田　正　　　（大・保護者）
伏井　奈穂子　（教職員）
伏山　和夫　　（専・卒業生）
伏山　忠雄　　（専・保護者）
藤川　直孝　　（教職員）
細澤　由美子　（教職員）
堀　靖子　　　（専・卒業生）
堀内　秀郎　　（専・卒業生）
堀岡　由寛　　（専・卒業生）
松本　好博　　（専・卒業生）
南川　真一　　（専・卒業生）
宮浦　義夫　　（教職員）
矢野　次雄　　（専・卒業生）
山縣　芙美子　（専・卒業生）
山路　真理子　（教職員）
山本　聖　　　（専・卒業生）
吉川　尚　　　（専・卒業生）

（匿名）　　　　 8 名

　法人・団体
 

◆ 50 万円 
株式会社医道の日本社
◆ 20 万円 
株式会社神陵文庫
ハイアット・リージェンシー・オオサカ  （谷口俊司）
◆10 万円 
株式会社オリエント出版社 （野瀬眞）
◆５万円 
株式会社大黒（堀井孝一）
カゲイメディカル（影井繁一
京都医療用酸素株式会社
ニホンサンテク株式会社（金子秀樹）
北港観光バス株式会社
有限会社前田針灸接骨院（前田為康）

○ご芳名は、個人・法人に区分し、金額ごとに五十音順にて掲載いた
しました。また、2 回以上のお申込みの場合は合計金額での記載と
させていただきました。

○個人のご寄付につきましては、森ノ宮医療学園の理事・監事を（役員）、
非常勤講師を含む森ノ宮医療大学ならびに森ノ宮医療学園専門学校
教員・同職員を（教職員）、森ノ宮医療大学ならびに森ノ宮医療学園
専門学校在校生・卒業生・保護者の場合は各々（専・卒業生）のよ
うに頭に専又は大を付して表示しました。

○法人のご寄付につきましては、申込書に記載の法人名称ならびに代
表者名を記載しました。


