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　春暖の候　会員諸兄姉におかれましてはま
すますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は、森ノ宮医療学園校友会の活動にご
支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
新学期を迎え、新入生はもとより、進級した
学生諸君の生き生きと学園生活に臨む姿には
羨ましささえ感じます。
　過日の専門学校の卒業式では、卒業生全員
が非常に美しく、逞しく輝いており、心から
感動いたしました。式での着飾った姿に加え、
3年間を通して習得してきた学問や技術に裏
打ちされた自信や達成感が輝きとなって現れ
ているのでしょう。臨床の現場では学業と
違った厳しさが待っています。強固な意志と
優しい心を持って研鑽を怠ることなく確かな
技術を身につけ、これからも周囲を輝かせる
存在であり続けてほしいと思います。先輩の
皆様、力を貸してください。新米の鍼灸師や
柔道整復師をよろしくお願い申し上げます。
　さて、校友会活動としましては、鍼灸部会、
柔道整復部会、理学療法部会それぞれが研修
会や講演会、学術集会を開催するなど機能し

始め、地区交流会
も今年度は東海地
区での開催を予定し
ております。また、緑橋
（大阪・東成区）の施術室貸出事業も好評で
あり、在校生への支援活動として行っている
附属診療所受診時の医療費補助や奨学金の貸
付も昨今の経済状況の中で非常に感謝されて
おります。
　ところで、最近、鍼灸師として日々精勤
する者の一人として気になることがありま
す。マスコミで大々的に報道されている柔道
整復師による健康保険の目に余る不正請求で
す。同じ療養費の範疇にある鍼灸をも同一視
されているようで情なく思います。法律遵守
は当然のことです。わが校友会会員の皆様に
は、医療人の原点を見失うことなく崇高な志
をもって日々の臨床を通して地域社会に貢献
していただきたいと祈念する次第です。そし
て母校の名声を高めましょう！ 
　今後とも校友会への変わらぬご支援をよろ
しくお願い申し上げます。

巣立った同志たちへ
ご助力をお願いします
森ノ宮医療学園 校友会会長　浜田　暁
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ヨーロッパから医師団が来校
～東洋医学を通して交流を深めました～
森ノ宮医療学園専門学校鍼灸学科教員　小林章子

森ノ宮医療大学第二校地いよいよ工事完了
　春風薫る季節となりました。
　昨年 11 月末に取得した森ノ宮医療大学第二校地（仮
称）の整備がいよいよ完了しました。
　第二校地は、大学校舎から咲洲キャナルをはさんで
南側に位置し、面積は 8,311.43㎡です。南北の敷地を
合わせて約 16,000㎡（約 4847 坪）となり、大学校地と
しての広さと機能がいっそう備わることとなります。
　第二校地は、開発コンセプトとして、コスモスクエ
ア駅近辺の都市環境の改善に寄与し、南港地区の魅力
アップに貢献することを掲げています。そのコンセプ
トを実現する取り組みの一つとして、三方を修景帯（緑
地帯）で囲み、運河に面する北側も将来、植樹する予
定です。これにより四季を通して、美しい木々や草花
が咲きほこる楽しい広場が創設されることになります。
　東側近隣のマンション・シーサイドレジデンスも完
成し、住民の人々も入居を開始しています。コスモス
クエア駅近隣地区はますます街として充実しようとし
ています。5月には学生のみなさんのキャッチボール
やサッカーボールを蹴る姿、またウォーキングやラン

ニング姿が見られそうです。
　学生達の憩いの場として、また地域住民の皆さんに
とって緑のなかのゆとりと寛ぎのスペースとして十分
に利用されることを期待しています。

森ノ宮医療大学総務室参事　西堀文雄

大学校舎

第二校地

　去る平成 20年 10 月 5日（日）に、ヨーロッパの医師
団 18名が森ノ宮医療大学に来校されました。一行はドイ
ツ、オーストリア、オランダの産婦人科医と助産師の方々
で、ドイツにある「プロメディコ」という組織で鍼灸を
学ばれています。今回はセイリン株式会社主催のツアー
で来日され、その一環として森ノ宮医療学園はりきゅう
ミュージアムの見学、森ノ宮医療大学見学が組み込まれ
ました。
　はりきゅうミュージアムでは３時間以上もかけてひと
つひとつの展示物を熱心に見入っておられました。なか
でも、展示されている『医心方』22巻には妊婦と経絡と
の関係などが記載されており、一行が婦人科医と助産師
の先生方ということもあって特に興味深かく時間をかけ
て見学されていたのが印象的でした。
　森ノ宮医療大学では、「プロメディコ」の創設者でもあ

るルーマー医師に
よって、ドイツの
産婦人科における
鍼灸治療の現状な
どが講演され、日
本語が堪能なドイ
ツ人鍼灸師のゲラ

ルド先生によって同時通訳されました。また日本からは
笹岡知子先生が日本における産婦人科鍼灸の研究の現状
について発表されるなど、学術交流が行われました。最
後は実技室にて日独のはり・きゅう施術の披露会となり、
直接皮膚上でもぐさを燃やす日本のきゅう施術などを積
極的に体験されました。
　夜は「串揚げ」を中心としたメニューの夕食会が開催
されましたが、偶然その日はルーマー医師の誕生日とい
うことで、バースデイケーキが登場するというサプライ
ズもあり、和やかで充実した時間を共有し、互いに交流
を深めることができました。
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多様性を求めて学外に実習施設を

――AMRI開設の経緯をお聞きかせください。
森：まず、発想のベースにあったのは、学外に実習施設を
作りたいという想いですね。従来の実習施設は、専門学校
本校舎併設の附属診療所・鍼灸室がありますが、現在のと
ころさまざまな限界、たとえば場所柄、外来患者さんが固
定的になってしまっていることなどがあって、さらにもっ
と多様性のある実習ができる施設をということで、学外に
設置場所を求めたわけです。
――心斎橋というと、大阪でももっともオシャレな場所で
すね。どうして心斎橋だったのですか。

森：もちろん他にもいろいろ候補
地はあったのです。心斎橋はその
中の一つで、スペースを見たらそ
れなりに十分な広さだったこと、
しかも周囲の雰囲気も、高級ブラ
ンドの店舗があったり、繁華だけ
ど、落ち着いています。学生が実
習を行う施設として、どういう土
地柄であるかは重要なポイントで
すから。

モデルケースを学生に見せる

――附属診療所・鍼灸室のある森之宮の界隈は、基本的に
住宅地ですから、かなり様相は違ってきますね。
森：そうですね。森之宮界隈に比べると、心斎橋界隈は、
就労人口は言うまでもなく、大阪はもとより関西圏からの
通過人口もかなりあります。実習施設としては、できるだ
け多くの患者さんに来院してもらうことが必要なので、そ
ういう点でも、立地条件としてはいいと思うのです。あく
までも可能性ですが。
――いろんな患者さんに接することができるのはメリット
ですね。
森：そう、多くの臨床経験を積むのは必要なことです。そ
れから、治療に際しての技術の習得だけではなくて、多く
の患者さんが来ている治療現場を学生に見せることも重要
です。国家資格は取れても、将来はどうだろうと、不安を
抱いている学生もいると思います。そういう不安を拭い去

ることも指導する側としては大切なことで、そういう成功
しているモデルケースを作ることも目的の一つなのです。

クリニックで西洋医学の実際に触れる

――クリニックが併設されていますね。
菊谷：はい、看板は「森ノ宮医療学園附属AMRIクリニッ
ク」と「森ノ宮医療学園附属AMRI鍼灸院」となっていま
す。これについては、現在の保険医療制度上の制約があって、
こうせざるを得ないのです。
――どうしてクリニックを併設されたのでしょうか。
森：クリニックをつくることになった経緯は、まず心斎橋
に決定したときに、この広さだったら、鍼灸だけでなくて
他の診療科も加えたクリニックにしてはどうかということ
で、大学の青木元邦先生にご相談したのが始まりです。
　日比野佐和子先生も青木先生に紹介していただいたのです。
――クリニックを併設するメリットは？
森：附属診療所では行っていませんが、AMRIクリニック
では、鍼灸科学生にも実習として可能な限り診療現場に入
る、さらに卒後研修も行えるようにしてけるようにと考え
ています。もちろん見学するだけとなりますが、実際に内
科や循環器科等の診療を見ることは、これから臨床の世界
に入って行こうとする学生にとって、医療に対する認識を
深めることになると思います。
　それから、クリニックとタイアップすることで、将来の
鍼灸の位置づけも見えてくるでしょうし、ニーズを広げてい
くことにもつながっていくように思っています。

AMRI ってなに？

――ところで、AMRIの意味をご説明いただけますか。
日比野：AMRIは “Aging Management Related to Inner 

beauty” の頭文字を取ったもので
す。直訳すれば「内面の美しさに
関する年齢管理」となりますが、
私たちはそこにもっと広い意味を
もたせて、疾病予防・疾病治療を
介して身体の中から体調を整え、
健康になっていただくことを目標
に掲げています。

大阪・心斎橋で期待される
近未来型医療を目指す
～森ノ宮医療学園附属AMRI 鍼灸院／AMRI クリニック
今春、森ノ宮医療学園附属AMRI 鍼灸院・AMRI クリニック（以下A

ア ム リ

MRI）が大阪・心斎橋（中央区）にオー
プンします。AMRI は学外設置第一号となる実習施設でもあります。メインスタッフの先生方に、開設ま
での経緯や、抱負、将来へのビジョンをうかがいました。（収録：2009年 2月 16日、於：森ノ宮医療学園専門学校）
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治療は鍼灸と西洋医学のコラボレーション

――クリニック・鍼灸院それぞれの診療内容を教えてくだ
さい。
青木：クリニックは基本的には、
内科・循環器科・皮膚科です。そ
れから骨密度の測定や、人間ドッ
クもレントゲンやエコーは設備し
ていますので可能です。もちろん
精密な検査、たとえばMRIやCT
画像が必要な場合は、他の医療機
関と提携していますので、そちら
でできるようになっています。
日比野：もちろんアンチエイジングドックも行いますし、
内科、皮膚科、美容皮膚科、必要があれば眼科も以前専門
にしていましたので診ることもできます。
――鍼灸とはどうクロスしていくのでしょう。
日比野：疾患があって来院される患者さん、つまり保険診
療の患者さんと、そうではなくて予防医学的な意味合いで
来られる患者さんを一つのクリニック内で診ていくことに
なるわけですが、疾患に対しては内科的な判断をしてから
必要に応じて鍼灸院にお願いするということになると思い
ます。東西両医学が融合する場所であり、よい機会だと考
えています。東洋医学、つまり鍼灸治療や漢方等とのコラ
ボレーション、統合医療が実践できると思っています。
森：鍼灸や東洋医学は、未病治と言われるように予防医学
はもちろん、疾患でも有用性がありますから、クリニック
と連携してより患者さんの期待に応えることができるので
はないかと思いますね。

菊谷：そうですね。それからクリニック
を併設することで、鍼灸院だけでは診られ
ない患者さんも診ることができるでしょう
し、クリニックに来られた患者さんで鍼灸
をご存じなかった方に鍼灸を知ってもらう
こともできるのではないでしょうか。
森：それから、治療効果という点に関して
も、鍼灸では患者さん自身が「治った」「健
康になった」と感じることが、ある意味、
治療効果・エビデンスだと言えると思うの

ですが、クリニックと一体化することでその効果を数値化
し、客観的に評価することも可能になるでしょう。鍼灸の
認知度を上げることになると期待しています。

予防医学を実践する場に

――AMRI ではさまざまな新しい取り組みがなされるよう
ですが。
日比野：エイジマネージメントとして、鍼灸と西洋医学が
同じスペースで患者さんを診ていくというのは、日本初で
はないですか？　
森：そうですね、これまで疾患治療ではありましたが、エ
イジマネージメント、予防医学としては漢方はありますが、
鍼灸はなかったように思いますね。
日比野：エイジマネージメントの中で、予防医学という位
置づけは非常に重要であり、老化や加齢に対抗するアンチ
エイジングから、老化をマネージメントするという考え方
のもとに、身体の内外から美と健康を追求し、トータル的
に一人ひとりの健康を診ていくということを目指していま
す。この予防医学という意味では、鍼灸院とクリニックが
一緒になることで患者さんにとって一番いい治療ができる
と思っています。もちろんクリニックでは西洋および東洋
の最新技術を取り入れて、常に進化するクリニックを目指
します。
青木：エイジマネージメントという視点から言うと、『人間
は血管とともに老いていく』という言葉があって、それで
内科だけでなくて循環器科を、さらに皮膚科を加えたわけ
ですが、そこに鍼灸も加わって、高齢者の方の生命予後を
改善し、健康に老いるよう、若い方は健康で美しくなるよう、
年代に応じた予防医学を実践していく場として期待できる
と思っています。

◀青木元邦先生・日比野佐和子先生・森優也先生・菊谷敏士先生（右より）

森ノ宮医療学園専門学校校長　安雲和四郎

　昭和58年、専門学校としては当時本邦初の内科診
療を併設する学園附属臨床実習施設を開設いたしま
した。以来、東洋医学と西洋医学、鍼灸医学と漢方
を融合した特色有る施設として鍼灸師養成や地域医
療に貢献してきました。このたび、開設いたします
AMRI クリニック・AMRI 鍼灸院は附属実習施設とし
て未病治・予防医学を核とした施設として森ノ宮医
療学園建学の精神のもと、新しい患者ニーズに対応
していきたいと考えております。校友会会員の皆様
のご支援をお願いいたします。

森ノ宮医療学園附属AMRI クリニック・AMRI 鍼灸院
☆診療科目　内科・循環器科・皮膚科 /美容皮膚科・鍼灸

受付時間　　月～水曜：11：00～14：00、　16：00～19：00
　　　　　　木曜　　：16：00～19：00　※午前中休診
　　　　　　土曜　　：11：00～14：00　※午後休診
　　　　　　日・祝日：休診

住所：〒542-0081
　　　大阪市中央区南船場3-12-9　心斎橋プラザビル東館5階
TEL：06-6241-5557　フリーダイヤル：0120-969757
FAX：06-6241-5559
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　昨年10月に新米『儂
わし

農
のう

米
まい

』なるものが杉原朝香（2
期生）・安子（4期生）さんから送られてきました。そ
の前の年に初めて送られてきた新米を、私はあまり期
待もせず、いただきました。ところが、「うっつ！お
いしい！」ご飯がこんなに芳しくおいしいものだとは。
予期せぬ味に私の脳は感動して、涙がこぼれるほどで
した。ご飯だけでもお代わりしたくなるほどの味わい
です。聞けば、それは、杉原さんと森ノ宮医療学園専
門学校の同窓生が田植えをし、刈り取りまでは、殺虫
剤や除草剤を撒いたり、草取りをしたりといった手間
を一切かけずに天日干ししたお米と言います。こんな
においしいお米をもっと手に入れたいという欲望と田
植えへの好奇心から、私は翌年の田植えのお誘いに喜
んで参加することにしました。
　5月 2日、長靴を履いてさっそうと田んぼに入りま
した。しかし、泥の中を進むのは、思いのほか足に力
の要る仕事でした。それでも意地で、いつもの田植え
メンバーである広島在住の同窓生、松浦さん（6期生）、
宝諸（19期生）さん、そして主の杉原さんと競争で植
えたのです。そのおかげでその後何カ月も膝痛に悩ま
されることになったのですが。例年どおり、杉原さん
はその後の手入れはしないのかできないのか、田んぼ
は６月には、雑草のゴンパチ（コナギ）で埋め尽くさ
れたと言います。稲はなんとか育ったようですが、反
別収穫量は半減するし、稲刈り時にはこのゴンパチが
バインダーに挟まって絡まり、とうとう手で刈るはめ
になったようです。それでも何とか今年も無事収穫す

ることができました。
　杉原さんの従兄がこの年、還暦の若さで亡くなられ
たそうです。その方は、百姓をこよなく愛し、子ども
達にも半強制的に農繁休暇と言って学校を休ませ、教
育は農業から始まると豪語されていたそうです。東京
農業大学出身で学生運動の闘士でもあった彼は、多く
の運動家が挫折していく中、ずっとその思想信条を貫
いた人でもあったそうです。「ワシと言う字は『儂』」
と書くんじゃ」と、自分のことをいつも儂、儂と言わ
れていたそうです。「自然を知らずして鍼灸は語れな
い」と言う杉原さんは、その精神的支えともいえる存
在であったその方にあやかって儂農倶楽部なるものを
作り、自然と戯れ田んぼや畑遊びをする人を増やして
いきたいと思っているそうです。おいしいお米を手に
入れたい方は、田植えに参加されませんか！？
☆連絡先　
　儂

わし

農
のう

米
まい

生産者　儂農倶楽部代表 杉原朝香（鍼灸学科
　2期生）TEL0847-62-4272

儂
わ し

農
の う

米
ま い

鍼灸学科 3期生　井上悦子

　去る 10月 26日（土）、森ノ宮医療大学コスモキャ
ンパスにおきまして、阪神タイガース前チーフトレー
ナー猿木忠男先生による講演会を、大学祭特別企画
として開催しました。
　講演内容は、阪神タイガースのトレーナー事情だ
けに留まらず、プロ野球業界に所属するトレーナー
事情や職種構成、具体的な仕事に関してなど幅広く、
またタイガース優勝時のエピソードなども交えユー
モアにあふれた話に、皆熱心に聞き入っていました。
　諸事情により講演会の内容に関してのアナウンス
が開催直前となったにもかかわらず、当日は 100 名

ほどの参加者があり、スポーツトレーナーを始めス
ポーツ業界への関心の高さがうかがえました。今回
ご参加いただいた高校生、在学生、校友会会員、教
職員の皆様にとって
非常に興味深く有益
なものとなったよう
です。
　今後も校友会員の
皆様にとって興味深
い講演会を企画した
いと思います。

校友会主催 森ノ宮医療大学大学祭 講演会開催
森ノ宮医療大学保健医療学部 理学療法学科　三木屋良輔
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　去る 10月 4日、卒業して 30年目を迎えた鍼灸学科夜間
部 4期生で同窓会を開きました。
　会場は大阪・梅田の土佐料理店「司」で、校長の安雲和
四郎先生をご招待し、4期生は 11名が集まりました。
　安雲先生には、私たちが学生だった当時からすると、飛
躍的に発展を遂げた森ノ宮医療学園専門学校をはじめ、森
ノ宮医療大学等について現状をお聞きしました。また参加
した 4期生からは近況報告もそこそこに、「患者さんがたく
さん来られるので、診療を断るのに苦労している」「ぎっく
り腰は一発で治せる」などの声があちこちから上がるなど、
名鍼灸師や大家が続出。30年の時の流れを一気に取り戻し

たようでした。熱気あふれる中、予定の時間をはるかにオー
バーしつつも歓談は尽きず、最後に次の再会を約束してよ
うやくお開きとなりました。
［参加者］安雲和四郎先生（森ノ宮医療学園専門学校校長）・
佐伯睦・榊原真貴彦・
須磨一夫・島田恒男・
任　書猛・三輪靖弘・
屋根下俊雄・吉川元
彦・村上　清・嶋中
尚一

鍼灸学科昼間部4期生　嶋中尚一卒業後 30年の歳月を取り戻しました

鍼灸学科夜間部2期生　杉原朝香長崎県在住者を中心に和やかなひととき
　11 月 23 日、「四期生四
季の会」で同窓会をしよう
と呼びかけたところ、4期
生以外からも参加の声があ
がり、急きょ、4期生の枠
を飛び越えて森ノ宮医療学

園専門学校校友会同窓会となりました。
　会場は松本世生さん（3期生）の尽力で、アメリカ海軍

佐世保基地内のレストラン「HARRBOR VIEW CLUB」、
アメリカらしい 10オンス（300 ｇ超）ビーフのコース料理
にお腹はパンパン、食事に来ていた在日アメリカ人の女性
等と交流するなど、貴重な経験に大いに満足したひと時を
過ごしました。
［参加者］岡島靖典（4期生）、安徳信二（4期生）、佐藤一郎（4
期生）、杉原安子（4期生）、松本世生（3期生）、香田一雄（9
期生）、白川 広（16期生）・杉原朝香（2期生）

鍼灸学科30期昼間部卒業　峯 美代子
30期生 7人が集まりました！

　12月 21 日、久しぶりに学生気分に戻りました。学生時
代とは違い、なかなか会うことはできませんが、おいしい
料理を食べながら、卒業してからのクラスメイトの皆さん
の近況や鍼灸について情報交換などをして、大変楽しい時
間を過ごしました。
［参加者］堀内祥子・茶木文子・竹
内勝巳・春名政敏・竹口潤也・山下
克彦・峰美代子

鍼灸学科昼間部9期生　香田一雄
長崎県鍼灸師会学術大会前夜に交流

　9月 27 日（土）、長崎県鍼灸
師会学術大会（9月 28 日開催）
に特別講師として、広島県在住
の杉原朝香先生をお招きしたの
を機に、長崎地区の校友会員で
集まろうということで、長崎市

内の「雑魚屋」に 5人が集合。ミニ同窓会となりました。
松本世生さん（3期生）には佐世保から遠路かけつけても
らい、宴もたけなわのなか、名残惜しくも最終バスで会場
をあとにされ、残った面々は2次会へ。〆はやはり“長崎ちゃ
んぽん ”となりました。
［参加者］杉原朝香（2期生）・松本世生（3期生）・中村陽一（7
期生）・香田一雄（9期生）・白川 広（16期生）・松本好博（17
期生）

　2008年度交流会　　総務担当：清水尚道

　2008 年度交流会は、11 月 2 日にホテルニューオー
タニ大阪（大阪・中央区）で開催いたしました。当
日は卒業生、講師の先生方、教職員約 90 名の方々に
ご出席いただき、盛大な会となりました。今年も、
４期昼間部の安徳信二先生のサックス演奏、森俊豪
理事長・成田真一先生（附属診療所鍼灸室）・西田隆
先生（鍼灸学科教員）トリオのバンド演奏が披露され、
大いに盛り上がりました。
　交流会は、毎年恒例の行事として森ノ宮医療学園
専門学校文化祭当日に開催する予定です。遠方から
お越しいただくのは大変かと思いますが、より多く
の卒業生の皆様にお集まりいただき、旧交を温めて
いただける場にしたいと考えております。今回、参
加されなかった皆様も次回はぜひともご参加くださ
いますようお願い申し上げます。
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自分自身がいいと思うものを
提供していきたい
独特の雰囲気をたたえた
我拝師山を背に
ゆったりと穏やかな空気の中、
聖心堂接骨院はあります。
開業して10年。
まだまだこれからという
原 歩先生にお話をうかがいました。

「父のヘルニアを治したい」
からスタート
　高校まではバドミントンでインター
ハイ四国大会に出場したりと、自分な
りに一生懸命にスポーツに取り組んで
きて、体育の教師になりたいと、スポー
ツ枠ではなく、自己推薦で短期大学へ
進学しました。短期大学では、ゴルフ
部に入って、インカレに出たりしまし
たが、学校全体にオリンピック候補に
なるような選手が多く、才能の差が歴
然でしたね。
　大学を卒業する時、ちょうど国体も
終って、教員枠がなかったこともあっ
て、スポーツトレーナーを目指そうか

と思ったのですが、当時は今と違って
女性でスポーツトレーナーという道は
ほとんど開かれていなかった。それで、
まず何か手に職をつけてということ
と、以前から父が「鍼灸の資格を取っ
たらどうや」と言っていたこともあっ
て、森ノ宮医療学園専門学校を受験し
たわけです。実は、父はヘルニアで、
その苦痛を少しでも軽くすることがで
きればという思いもありましたね。

森ノ宮ではクラスメイトに
助けられて
　私は鍼灸学科 23期です。クラスメ
イトには、現在、鳥取でターミナルケ
ア等に力を注いでいらっしゃる竹中浩

司先生や森ノ宮で教員をされている金
光寛和先生、開業してがんばってい
らっしゃる山本澄代先生、コースは違
いましたが小島賢久先生等々、本当に
勉強熱心で実力もある方々がいっぱい
で、不勉強な私は皆さんに助けられっ
ぱなしでした。
　毎日の授業でもそうですが、定期試
験、さらに国家試験前などは全員合格
を目指していこう！とクラスが一つに
まとまっていました。それがあったか
らこそ、ちゃんと進級し、無事に鍼灸
師になれたのだと思っています。「仕
事もしてないんだから勉強くらいし
ろ」ってクラスメイトに言われていた
くらいですから（笑）。

原　歩先生
森ノ宮医療学園専門学校　
第23期昼間部　鍼灸学科卒業
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　言い訳になりますが、私にとって専
門学校時代は遅れてやってきた青春時
代だったのです。高校でも大学でもク
ラブ活動に忙しくて、女子高生・女子
大生らしいオシャレも遊びもほとんど
ゼロ。ようやくいろいろなことに縛ら
れずに楽しめるようになったわけで
す。それに大阪には、地元香川出身の
友達もいたので、全ての条件がばっち
りでした！

実は鍼は苦手、
お灸アレルギーだった
　もともと敏感肌で、鍼刺激に弱い体
質なのです。高校時代はとにかく故障
が多くて、鍼灸院で治療をしてもらっ
ていましたが、鍼を打った後、皮膚は
すぐに赤くなるし、少しでも刺激が強
かったら鍼当たりをしてしまいまし
た。しかもモグサアレルギーで…。授
業でお灸をするときには鼻水や涙でぼ
ろぼろの状態になって大変でした。
　私にとって分岐点になった思い出で
すが、鍼実技の授業でクラスメイト同
士で刺入の練習をした後、下宿に帰っ
てから気分が悪くなったことがあった
んです。頭痛がして、冷や汗が出て、「ど
うしよう…」と藁をもつかむ気持ちで
学校に電話をしたら、たまたま当時校
長だった米山 義先生が出られて、「す
ぐ来い」と。飛んでいって、鍼を打っ
てもらったら気分悪かったのがすーっ
と消えていったのです。それが、「鍼
灸はすごい」と思うようになったきっ
かけですね。

周りの方々にめぐまれて
ここまで　
　米山 義先生に鍼を打ってもらった
のもそうですが、私は周りの方々に恵
まれていると思います。附属鍼灸室で
の臨床実習では、今はお辞めになって
自分で開業されていますが、安達操子
先生に熱心に指導していただきまし
た。吸玉も安達先生に教えていただい
たものです。また、卒業論文では安雲
和四郎先生のご指導で最優秀賞をいた
だくこともできました。
　卒業後は、奈良の福本佳之先生（10
期夜間部卒業）の治療院に 1年ほど勤
めて、そこで古典の勉強や脈診、経絡

治療の勉強もすることができたし、何
より臨床経験を積ませていただきまし
た。その 1年があったからこそ今があ
るという感じですね。その福本先生の
治療院で働くよう薦めてくださったの
も安達先生なのです。

疾患治療だけでなく癒しも
与えられるように
　6年前に、柔道整復師の免許を取得
後、森ノ宮で鍼灸師の免許も取得した
弟と一緒にこの聖心堂接骨院を開業し
ました。接骨院のほうは予約なしで治
療をし、それとは別に私は完全予約制
で鍼灸、アロマテラピー、リフレクソ
ロジーなどを患者さんに合わせてゆっ
くり時間をかけて治療をしています。
　来院されるのは、20歳代から 60歳
代くらい、比較的働き盛りの方々が大
半ですね。女性がやはり多いですが、
メタボリックシンドロームがクローズ
アップされてきたせいか、男性も増え
てきましたね。
　疲れている方が本当に多くて、それ
で疾患を治すだけではなくて、溜まっ
たストレスからのリフレッシュ、ある
いは日常と違った空間で現実を忘れて
いただく、聖心堂は、そういった意味
で癒しの空間でもありたいと思ってい
ます。治療室にリラックスするアロマ
を漂わせたり、ハーブティーをお出し
したりするのもその一つです。

垣根を作らず、
いいと思うものを
　昔からの友人には「ここまで続くと
は思っていなかった」と言われたりし

ますね（笑）。私自身も、はっきり言っ
て、鍼灸師が向いているかどうか未だ
にわかりません。とにかく皆さんに支
えられてここまで来たわけですが、ア
ロマセラピーやリフレクソロジー等を
やってみて改めて鍼灸のすばらしさを
実感してもいるのです。
　将来は、これまでもそうでしたが、
垣根を作らずに、何にでもチャレンジ
したいし、治療にも取り入れていきた
いですね。自分自身がきれいに、健康
でいたいと思うからこそ、そういう自
分にとっていいと思ったものを提供し
ていくつもりです。　

聖心堂接骨院
〒765-0004 香川県善通寺市善通寺町　
　　　　　　　 1510-3
Tel：0877- 62-3690
〈アクセス〉岡山からマリンライナーで坂
出まで。坂出で予讃線に乗り換え多度津、
さらに土讃線で善通寺。善通寺駅から車で
15分程。所要時間は約1時間半。

診療時間（受付）
月・火・水・金：午前8：30～午後1：30
　　　　　　　　午後4：00～ 7：00
木・土：午前8：30～午後1：30

山陽新
幹線

予讃
線

善通寺

坂出

岡山

聖心堂接骨院

瀬
戸
大
橋
線

土讃線
入口前で：原歩先生（左）・原崇先生（右）
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NTTドコモ関西ラグビー部トレーナー見学
　現在、森ノ宮医療大学の２年生（希望者）がNTTド
コモ関西ラグビー部・レッドハリケーンズのトレーナー
見学を行っています。同部は日本でもトップクラスの
チームの 1つであり、大学から歩いて約 10分の距離に
あるグランドで練習されています。学生にとっては本格
的な現場を体験することができるとあって、皆、意欲的
に取り組んでいます。
「普段関わることのできないトップクラスの選手との交

流がなによりも新鮮
で、今までにない貴
重な経験になってい
ます。またプロのス
ポーツトレーナーの方々が選手のパフォーマンス向上の
ためにいかに多くのことを行っているかを間近で見て、
その責任の重さを感じています。」（鍼灸学科 3年生 櫛引
翔太）

「さんフェア大阪2008」に出展

森ノ宮医療大学大学祭『森ノ港祭』で地域交流

　去る 10月 25日、26日の両日、森ノ宮医療大学コスモ
キャンパスにおきまして第２回大学祭～森ノ港祭～を開
催しました。主なイベントとして 24日には前夜祭、26
日には模擬店、トレーナー講演会、健康体力測定、お灸
体験コーナー、軽音ライブ、ステージ企画などを行いま

した。
　前夜祭では、学生
主体の企画としてカ
ラオケ大会予選やダ
ンスが行われ、最高
に盛り上がりました。
本祭は、当日の天候

が雨模様であったせ
いもあり、昨年度よ
りはやや少なかったものの健康体力測定やお灸体験コー
ナーに多くの地域住民の方々が来学されました。
　大学祭の準備にあたっては、夏前から学生を主体とし
た実行委員会を組織し、企画から実施にいたるまで学生
が中心となって取り組んできましたが、組織的な運営に
ついてはまだまだ指導が必要であるというのが実感で
す。2009 年度の大学祭はより大学生としての自覚と責任
を持って取り組みさらに学生主体の大学祭になるよう、
そしてさらなる地域交流、学生育成の場となることを期
待します。

森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科助教　三木屋良輔

　去る 11月 2・3日の両日、アジア太平洋トレードセン
ター・ATCホールをメイン会場に、第 18回全国産業教
育フェア大阪大会（通称さんフェア大阪 2008）が開催さ

れ、森ノ宮医療大学
も出展し、鍼灸学科・
理学療法学科を PR
しました。
　このフェアは、産
学協同の取り組みの
一つとして学生・生

徒が日頃の学習成果を発表し、地域と産業の活性化・振
興を図ることを目的とするもので、小学生から大学生、
保護者、教職員、産業関係者と幅広い層にわたって多く
の見学者が訪れます。
　本学のブースには、看板娘ならぬ看板経絡人形やはり
きゅうミュージアムのパネル展示に多くの方々が立ち止
まり、特に高校生対象のミニツボ講座は好評でした。ま
た、理学療法学科の上田喜敏先生による医療福祉工学に
ついての研究紹介にも、多くの方が目を止めるなどPR
効果は上々でした。

トピックス

■吉田美智子先生の体育
の授業では、WTC最上
階、約250ｍから大阪
の街並みを見下ろして
エアロビクス！　

■「 ク リ ー ン お お さ か
2008」として、11 月 6
日に鍼灸学科、10日に理
学療法学科の学生と教職員
が大学周辺地域を清掃しま
した。ちなみに専門学校で
は1日に本校舎周辺～森ノ
宮駅周辺を清掃。
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大学図書館から～文献検索がよりスムーズに～
　前号で「5千冊を超えました」とご報告した登録図書
が、3月で 6千冊になりました。これまで蔵書の充実と
ともに、利用環境の改善にも力を注いでまいりました
が、平成 21 年度の目標は『利用者のニーズへの迅速な
対応ときめ細やかなサービス』です。その第一弾として、
図書館内の机やパソコンの増設が実現します。また文献
検索用のデータベースにCiNii（サイニー）が加わり、掲
載論文の無料ダウンロードの枠が広がりました。
　現在、図書館を 100％活用していただくために、2名
の職員が日々奮闘していますので、是非一度ご来館く
ださい。話題のWTCもすぐ傍にあります。
　また、引続き医学書を中心に書籍のご寄贈も募って
おります。どうぞ温かいご支援をよろしくお願いいた
します。（ご寄贈につきましては、事前に図書館までご
連絡ください）

◎開館時間／月～金：８時～ 19 時 30 分
　休館日／土・日、祝日、大学の設定した日
　貸出冊数及び期間／ 2週間・3冊まで
☆来館に際しては、現住所の記載されているもの（運転
免許証・保険証等。在校生は学生証）をご持参ください。
☆問い合わせ先：森ノ宮医療大学附属図書館　　　
　TEL:06-6616-6922（直通）：井上、近藤

コスモス治療院から ～学生実習にご協力ください～

　本学鍼灸学科学生の附属
実習施設として開設したコ
スモス治療院で、昨年度よ
り 2年生の「附属施術所見
学実習」が始まりました。
学生の皆さんは、いつにな
く（？！）端正な身なりと
神妙な面持ちで実習に臨ん
でいました。彼らは 3年生
に進級し、今年度から「附
属施術所基礎実習」におい
て患者さんの案内や問診な

どを実習する予定です。
　学生実習を行うにあたって、コスモス治療院では協力
してくださる患者さんの優遇料金制度を開始しました。
本来施術料は 3,000 円（通常料金の場合）ですが、教員
の指導のもとで学生の見学や問診、あるいは理学的検査

や施術補助などをさせていただくことに承諾いただいた
患者さんは、施術料を 1500 円としています。もちろん
治療は教員が責任を持って行います。
　本学近隣にお住まいの方、大学の施術所での治療に興
味のある方、学術的・教育的観点から当治療院の受診が
ふさわしいと思われる方などいらっしゃいましたら、ぜ
ひご紹介と宣伝をお願いいたします。
◎施術時間　☆予約制：受付電話 06-6616-6933
　　　　　　　月～金曜日　受付時間 11～ 18時
◎料金
　（消費税込）　

平成22年度大学入試・オープンキャンパス実施予定

森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科教授・施術所長　山下　仁

7/19（日）・8/9（日）・8/23（日）・10/4（日）・11/8（日・大学祭と
同時開催）・12/19（土・クリスマスイベント）
※上記日程以外にも、各入試前に入試対策相談会を予定しています。

※いずれも予定です。変更することもありますので、
　ホームページでご確認ください。
   http://www.morinomiya-u.ac.jp

9/13（日） AO入試
 10/10（日） AO入試 /社会人入試①
 11 / 1（日） 推薦入試①
 11/23（月） 推薦入試②
 12/13（日） 推薦入試③ /社会人入試②
1/31（日） 一般入試①
2/14（日） 一般入試②
3/14（日） 一般入試③ /社会人入試③

【入試予定】
【オープンキャンパス】

司書　井上洋子

初診料 1,000 円
通常料金 　3,000 円※
提携施設料金 2,000 円
学園職員 1,000 円
学園学生（初診料免除） 　500円
小児鍼 　500円
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《平成20年度にご寄贈いただいた方》　　（順不同）
丹羽真理子様・竹下輝也様・藪本章治様・西崎佳子様・
恒川謙吾様・春名正次様・岡谷 明様（昨年逝去され
た岡田謙一さんのご遺族）・津田久美様
☆皆様からご寄贈いただきました書籍は大学図書として大
　切に使用させていただきます。ありがとうございました。

※学生実習にご協力いただいた場合は、1,500円となります。
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平成20年度 第 34回卒業式～284名が巣立つ～
学生支援課　川鍋史一

　平成 21年３月８日（日）、春めいた優しい日差しとは
いえ、まだまだ冷たい風の吹く中、第 34回目の卒業式
をホテルニューオータニ大阪（大阪・中央区）にて行い
ました。
　今年度は、鍼灸学科 144 名、柔道整復学科 140 名、計
284名が巣立っていきました。

　式典は午後 2時よ
り、校歌斉唱、卒業証書授与、学校長式辞、各賞表彰式
（別表参照）、ご来賓祝辞、送辞、答辞、卒業記念品贈呈
までの全行程を予定より少しオーバーしたものの２時間
あまりで無事終えることができました。
　毎年、珍事が起こる各賞表彰式では、受賞者の名前が
告げられるたびにクラスの仲間から歓声が上がるなど、
今年も例年に違わぬ盛り上がりを見せてくれました。中
には突然の授賞コールに感極まる者、「信じられない」
といった様子で恐る恐る壇上に向かう者など、各々の 3
年間の思いがいっぱい詰まった授賞式であったと思いま
す。
　式典の後、同会場で卒業生による『謝恩会』が行われ、
ビンゴゲームに漫談にと、卒業生は先生方とのひと時を
楽しみつつ、和やかなうちに彼らの３年間が終了しまし
た。

アメリカ・カリフォルニアで鍼灸研修ツアー　

　今年も昨年に引き続き、「はり・きゅう」のアメリカ
研修ツアーを３月 10日から 18日までの７泊 9日の日程
で実施いたしました。
　研修先は、昨年同様カリフォルニア州サンディエ
ゴ 市 に あ る PCOM（Pacifi c　College　of　Oriental　
Medicine）と、サンディエゴ州立大学（UCSD）。森ノ宮
医療大学から２名（１年生）、森ノ宮医療学園専門学校
から３名（１年生２名・３年生１名）の計５名が参加し、
昨年に引き続き吉田美智子先生（担当科目：保健体育・
はり実技）引率のもと、はじける

4 4 4 4

研修旅行となりました。
　今年のメインテーマは「アメリカにおける美容鍼灸」、
「スポーツ大国におけるスポーツ鍼灸」を掲げ、PCOM
全面協力体制の下、充実した、そしてちょっとハードな
研修内容（右記スケジュール参照）に参加者全員、熱
心に臨みました。また、講義終了後は毎日のように近

所にあるショッピ
ングモールに皆で
買い出しに出かけ、
宿泊先のモーテルで
自炊などしながら、
アメリカ生活を満
喫しました。
　今年は、通訳に

も恵まれ、講義も大変わかりやすく、また現地の方々に
は大変親切にしていただき友好関係を深めることができ
ました。

午 前 講 義
9:00 ～12:00

午 後 講 義
13:00 ～17:00

3/11（水）

オリエンテーション学校
案内等
講義：アメリカの鍼
灸について

見学：サンディエゴ大学
スポーツセンター

3/12（木）
見学：
Acusport or CORE
上記施設はＨＰ参照

見学：
Acusport or CORE

3/13（金）
見学：
Acusport or 
PCOM付属クリニック

講義：
スポーツ鍼灸・
整形外科関係の治療に
ついて

3/14（土）　休　み

3/15（日）講義＆実習：美容鍼灸①
講義＆実習：
美容鍼灸②

3/16（月）
見学：
CORE or 
PCOM付属クリニック

見学：サンディエゴ大学
スポーツセンター

PCON（Pacifi c　College　of　Oriental　Medicine）は、サンディ
エゴ校を拠点として、分校としてニューヨーク校、シカゴ校を持つ、ア
メリカ最大規模の「はり・きゅう学校 ( 大学院大学 )」です。
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表彰者

賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　昼間部 穴田夏希
優秀賞 　アドバンスコース 原田大輔

特別精励賞

　アドバンスコース 伊藤隆史
　アドバンスコース 坂本周平
　アドバンスコース 藤原孝至
　アドバンスコース 乾　晃浩
　アドバンスコース 杉井佳奈恵
　昼間部 梅木博美
　昼間部 談　昌亮
　昼間部 三好大樹
　昼間部 吉永健一
　昼間部 山内健太郎
　昼間部 竹中智之
　昼間部 宮崎なつみ
　夜間部 川原理恵子
　夜間部 矢野淳一

精励賞

　アドバンスコース 中山美奈
　昼間部 霜永　剛
　昼間部 高山久美
　昼間部 松永英子
　夜間部 中谷　誠

努力賞

　アドバンスコース 伊藤隆史
　アドバンスコース 山城誓司
　昼間部 大畑洋介
　昼間部 恒川大輔
　夜間部 佐藤　匡
　夜間部 関　悦子

みどりの風賞

　アドバンスコース 髙木俊明
　昼間部 矢根和紀
　夜間部 徳山相文
　夜間部 矢野淳一

賞　　名 クラス 氏　　名
知事賞 　夜間部 藤川大介
専修学校名誉会長賞 　昼間部 鉄川正人
専修学校教育振興会賞 　夜間部 瀧本尊士

全国柔道整復学校協会長賞
　昼間部 山下祥吾
　夜間部 仲邑良範

日本柔道整復師会長賞 　昼間部 梅木博美
日本柔道整復接骨医学会賞 　アドバンスコース 小林祐旗
大阪府柔道整復師会長賞 　アドバンスコース 坂本周平

校友会長賞
　昼間部 福島隆行
　夜間部 室井康伸

賞　　名 クラス 氏　　名
最優秀賞 　夜間部 岡本裕行

優秀賞
　アドバンスコース 中村紗矢香
　昼間部 松永美佳

特別精励賞

　アドバンスコース 山邉沙代子
　昼間部 井上伸之
　昼間部 米田達哉
　昼間部 橋本晃俊
　昼間部 尾山有佳里
　夜間部 川上秀人
　夜間部 宮本美穂

精励賞

　アドバンスコース 小林早希
　昼間部 藤原稔浩
　昼間部 大江裕美
　昼間部 町川　淳
　夜間部 佐々木浩之
　夜間部 枡田剛史

努力賞

　アドバンスコース 門　雅和
　アドバンスコース 山邉沙代子
　昼間部 玉川聡美
　昼間部 長濱知之
　夜間部 米田裕美
　夜間部 西﨑大祐

みどりの風賞

　アドバンスコース 中山容理子
　昼間部 濵口大介
　夜間部 倉田真一
　夜間部 辻　涼太

賞　　名 クラス 氏　　名
専修学校名誉会長賞 　夜間部 木戸口　誠
専修学校教育振興会賞 　昼間部 尾山有佳里
東洋療法学校協会長賞 　夜間部 住友浩二
日本鍼灸師会長賞 　昼間部 稲垣順也
大阪府鍼灸師会長賞 　昼間部 大桑弘道
全日本鍼灸マッサージ師会長賞 　アドバンスコース 羽入亜希子
大阪府鍼灸マッサージ師会長賞 　夜間部 倉田真一
卒業研究賞 　アドバンスコース 羽入亜希子

卒業研究賞　佳作
　夜間部 西村明洋
　夜間部 徳山弘隆

校友会長賞
　アドバンスコース 和泉淑子
　昼間部 原田健太郎

全日本鍼灸学会会長賞 　夜間部 大上剛史

柔道整復学科第7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34期

　団体及び業界からの表彰

平成20年度柔道精励賞　

氏　名 クラス 段　位
原田直樹 昼間部 初　段
江田直訓 昼間部 初　段
西田　徹 昼間部 初　段
竹中智之 昼間部 初　段
三好大樹 昼間部 初　段
坪木心吾 夜間部 初　段
大泉博之 夜間部 初　段
奥内貴子 夜間部 初　段
川原理恵子 夜間部 初　段
髙坂真史 夜間部 初　段
佐藤　匡 夜間部 初　段
田中元己 夜間部 初　段
喜多克佳 夜間部 初　段
日野誠司 夜間部 初　段
矢野淳一 夜間部 初　段

氏　名 クラス 段　位
青山知子 夜間部 初　段
関　悦子 夜間部 初　段
山本美和 夜間部 初　段
坂本周平 アドバンスコース 初　段
田中崇裕 アドバンスコース 初　段
堀津惇一郎 アドバンスコース 初　段
伊藤隆史 アドバンスコース 初　段
後藤幸恵 アドバンスコース 初　段
森田景子 アドバンスコース 初　段
杉井佳奈恵 アドバンスコース 初　段
長岡　司 夜間部 弐　段
徳山相文 夜間部 弐　段
川井田貴彦 夜間部 弐　段
矢根和紀 昼間部 参　段
仲邑良範 夜間部 参　段
西倉央倫 昼間部 四　段

＊昨年の「黒帯とったで賞」を名称変更

平成20年度卒業生
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柔道整復学科　研究発表リポート

　9月 21 日（日）西山記念会館（神戸市）にて「（社）
日本柔道整復師会　第 33 回近畿ブロック学会」が開催
されました。
　本校から３年生（昼間部）の 穴田夏希さん、上田雅さん、
梅井善史さん、原田直樹さんの４名が「運動イメージに
よる筋力増強」というテーマでポスタープレゼンテー
ションのセッションで発表しました。会場は終始盛況で、
臨床経験豊富な先生方や各養成校の教員、多くの学生で
埋め尽くされ、5分の発表後も活発な質疑応答が行われ
ていました。
　今回の学会のテーマである『柔道整復フロンティア』
に相応しく、イメージトレーニングが長期固定による筋

萎縮や骨折の再転位を防ぐために有効であることを示唆
する内容で、発表の準備段階で海外の論文や最新の情報
を収集しデータの統計解析を行うなど、研究に対する意
識の高さに我々教員も感心させられました。
　今後も研究を通して柔
道整復業界が発展するよ
う在校生、卒業生を含め
探究心を持って研究等に
取り組んでいってもらう
ことを願っています。
（外林大輔）

■第33回　近畿ブロック学会で学生らが研究発表

　去る 11月 1、2日に千葉県・幕張メッセ国際会議場に
て第 19 回日本臨床スポーツ医学会学術集会が開催され
ました。
　本会はスポーツ医学に携わる医師や研究者が中心に集
まる学会で、今回本校から初めて 2年生の三瀬貴生さん
と外林大輔先生の 2名が発表しました。
　三瀬さんは水泳競技者に腰部障害が多く発生すること
から、水泳中の腰部伸展角度について調査、解析し「水
泳動作時の腰部伸展角度解析」と題して、水泳中は立位
に比べ伸展位を取ることや、水泳上級者は初級者に比べ
伸展角が少ないことを発表しました。三瀬さんの投稿論
文「キック泳における腰部伸展角度解析」は『臨床スポー
ツ医学Vol.25　№ 1』に掲載されています。

　また外林先生は、「高位中枢による予測的な制御が運
動負荷開始前後の呼吸循環反応に及ぼす影響」と題して、
運動を事前に予測させることが運動負荷に対する呼吸循
環適応の機能向上や運動パフォーマンスの発揮に有利で
あることを発表しました。
　こうした研究はスポーツパフォーマンスの向上に加
え、スポーツ障害を未然に防ぐ上で重要であり、スポー
ツ障害の予防や再発の防止を常に考えなければならない
柔道整復師にとっては必須の研究だと言えます。本学会
における柔道整復師の発表はまだまだ少数であり、今後
はこうした分野での研究も進めていく必要があると考え
られます。三瀬さんや外林先生に続いて本校からもどん
どん発表や論文投稿をしましょう！（伊黒浩二）

■第19回　日本臨床スポーツ医学会学術集会で発表

　去る 11 月 23、24 日に東京TKP代々木ビジネスセン
ターにて第 17 回日本柔道整復接骨医学会が開催され、
本校卒業生の西川知也先生が「踵骨骨体部に特徴的なX
線像を認めた踵骨骨端症」というタイトルで発表されま
した。本学会は柔道整復業界の中で最大規模のものであ
り、全国から多数の柔道整復師や医師、研究者が集まる
学会です。
　西川先生は柔道整復学科アドバンスコース３期卒業
後、現在整形外科クリニックで勤務されています。今回
の発表は、日々の臨床の中から踵骨骨端炎の症例をまと
められたもので、本校卒業生としては初めての報告です。
踵骨骨端炎は柔道整復師が遭遇しやすい骨端炎の一つで
あるにもかかわらず、その病態については未だ明らかに
されていない点もあります。とりわけ画像診断において
は、骨端核の変化のみが診断の指標とされています。し
かし今回、西川先生は踵骨骨体部の骨変化に注目し、疼
痛の強い症例では骨体部に骨吸収像が出現することか
ら、踵骨骨端炎の病態の本質が骨体部にあること、さら

にこの骨吸収像は疼痛と強い相関
性があることから、ズデック骨萎
縮（RSD,CRPS）との関連性につ
いても言及されました。明瞭かつ
適確な発表内容に参加者は熱心に
聞き入り、またメモをとる姿も多
数見受けられました。
　2000 年に本校に柔道整復学科が開設されて以来、卒業
された多くの先生方が日頃の施術を通して社会に貢献し
ておられることと存じます。先生方の想いは、昨年 5月
に第 1回森ノ宮柔道整復学術集会開催につながり、学術
的にもより社会に貢献していかなければいけないという
気運が高まってきています。西川先生の発表はそれをさ
らに高めることになったと思います。今後もさらに多く
の卒業生の方が学会発表や論文報告などを重ねられ、柔
道整復業界、医療界においてもますますご活躍されるこ
とを期待すると同時に、我々教員ならびに学校も微力な
がら協力できればと考えています。（川畑浩久）

■第17回　日本柔道整復接骨医学会で卒業生が発表
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鍼灸学科アドバンスコース最後の中国実習
　鍼灸学科2年生アド
バンスコースは 11 月
26日～12月7日まで、
天津中医薬大学第一
附属病院にて実習を
行いました。実習内容
は、病院での鍼灸外
来と入院病棟の見学、

手技療法・美容鍼灸・推拿についての受講、さらに解剖
実習等です。
　病院では鍼灸師が中医（医師）として中心となり活躍
し、30 室もの鍼灸院が連なっているような外来にはい
ずれも患者さんがあふれ、病棟では急性の脳血管障害に
対して鍼灸治療を中心に入院措置が施されていました。
さらに太い中国鍼を痛みなく刺入し、1㎝の刺入深度の
中でドラマを起こす技術などを学び、日本での鍼灸治療
との違いに学生はもちろん私も衝撃を受けました。また、
解剖実習ではご遺体を一から解剖させていただき大変勉
強になりました。
　休日には天津市内やオリンピックの熱気が残る北京市
内観光、また万里の長城に登ったりと、中国の古から現
代までを味わうことができました。

　最後にお世話になった先生方をお迎えしてのサンクス
パーティでは「皆さん賢い。質問も答え方も的確で、と
ても勉強しているのがわかる」と病院の先生はもちろん
通訳の方も感じてくださったと聞き、大変嬉しく思いま
した。
　アドバンスコースとしての中国実習は今回が最後とな
ります。鍼灸師のたまごである学生の皆さんにとって中
国の医療現場を体験することはもちろん、改めて日本の
文化や医療、特に鍼灸について自らの考えを見つめなお
すとともに、クラスメイト同士が互いに思いやり協力し
合うなど、かけがえのない体験となったことと思います。
最後になりましたが、熱心に指導してくださった天津中
医大学第一附属病院の先生方をはじめ、通訳、留学生・
研修生の方々、さらに日本から支えていただいた関係者
の皆さまに心より感謝申し上げます。

教務部　中村典子

2008文化祭 緑の風まつり
～秋晴れの下、盛り上がった1日となりました～

　2008年 11月 2日（祝）、さわやかな秋晴れの下、恒例の
文化祭を開催しました。33回目となる今回は、新たに『緑
の風まつり』と命名し、創立以来変わらぬ“地域への還元”
をコンセプトにさまざまな催しを企画しました。
　当日は、校長の安雲先生より開会宣言をうけ、アネック
ス校舎では剣道部・空手部・合気道部による演舞に続き、
柔道整復学科1年アドバンスコースがソーラン節を披露す
るなど華やかにスタートしました。
　今回も、アネックス校舎には各クラスにより、焼き鳥・
ステーキ・たこせん、手作り餃子等、さまざまな模擬店が
出店され、いずれも長蛇の列ができ、開始後2時間で品切
れとなるところも出たほどでした。また恒例の竹下イキ子

先生手作りのおはぎ、柔
道整復学科の先生方によ
る焼きそばにも品切れ御
免まで列が途切れること
がありませんでした。ま
たDJバー、くじ引き、バ
ルーンアート、さらにメ
インイベントとして招い

た、大阪を中心に活躍
しているエンターテイ
メントバンド『なにわ
ともあれブラスバイキング』、女性マジシャン『ＡＹＡ』
の軽快なおしゃべりと神秘的なマジックには大いに盛り上
がりました。
　最後の締めくくりの『ハズレなしBIGビンゴ大会』には、
松坂牛や黒毛和牛といった豪華賞品を目指して多くの方々
が集まり、数字が読み上げられるたびに歓声が湧き起こり
ました。
　今年もこの文化祭を通して、学生同士、先生方、そして
地域の皆さんと日常とはちがった交流ができたように思い
ます。
　来年度は学生会として盲導犬と目の不自由な方々の世界
観を皆様に知っていただきたいと思っています。当日は
触れ合いコーナーやグッズ販売など盲導犬を育てるチャリ
ティーイベントにぜひご参加ください。
　最後になりましたが、文化祭開催あたり実行委員となっ
て尽力くださった学生の皆さんをはじめ、先生方には心よ
り感謝申し上げます。本当にありががとうございました。

学生会・柔道整復学科アドバンスコース1年　嵯峨山綾子
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　今回の「就職相談会」は、文化祭と同日の11月 2日（日）
に実施いたしました。三連休の中日ということもありま
したが、76ブース 100名を超す先生方にお集まりいただ
くことができ、好評のうちに閉会することができました。
これも求人先の先生方をはじめ、関係者の皆様のお力添
えあってのことと心より御礼申し上げます。
　当日は、学生の皆さんより就職の相談を受けるのはも
ちろんですが、求人先の先生方からも学生の動向や待遇
など、ご相談をいただきました。中には就職相談会で「あ
まり学生が来なかったのは、こちらの情報提供が不十
分だったからでは…」と、後日、詳細な補足説明を送っ
てこられた先生もおられます。これも本校の優秀な学生
をどうしても採用したいという気持ちの表れではないで
しょうか。改めて本校の学生の皆さんがいかに必要とさ

れているのか肌で感じた瞬間でした。
　また、学生支援課として嬉しかったことは、終了時刻
を過ぎてもそれに気づかないぐらい求人先の先生と真剣
に話をしている学生の姿が見られたことです。現時点で
は直接、就職やアルバイトにつながらなくても、素晴ら
しい先生方と出会うことは将来への糧となります。今後
も、学生の皆さんには、
この就職相談会という場
を先輩の鍼灸師・柔道整
復師の先生方と直接話を
する機会としても大いに
活用していただきたいと
思います。

求人情報
　クリニック・鍼灸院・整骨院などから求人を多くいた
だいております。3月は 350 件程の就職先を紹介してお
りますが、今回は診療所にしぼって、その中から一部を
掲載しました。3月上旬時点での求人情報ですので、す
でに採用が決定して募集していない場合もあると思いま
すが、ここで紹介していない求人や、新たにいただいた

求人もあります。また皆さんの状況に合わせた個別相談
や、履歴書の書き方・面接時のアドバイスなども行って
おりますので、気軽に担当者までお問い合わせください。
☆問い合わせ先：学生支援課　川鍋、向山
　Tel：06-6976-6889　E-mail：kyujin@morinomiya.ac.jp

学生支援課

種別 所在地 対象者 給料 対象者 給料 備考 ＩＤ
クリニック 寝屋川市 鍼灸師 月給 17万円～  柔整師 月給19万円～ X-P等診れ所見をうかがえる 508001
整形外科 東大阪市 柔整師 時給1200円～ 　学生 時給1000円～ カイロ 新規
クリニック 大阪市東住吉区 柔整師 時給1000円～  ＰＴ・ＯＴ・ＳＴと連携 407002
クリニック 大阪市平野区 学生 時給850円～ リハビリ 702002
整形外科 大阪市城東区 学生 時給950～1050円 リハビリ 303016
クリニック 大阪市西成区 柔整師 応相談 　学生 時給1000円～ 学業と両立可 902010
整形外科 大阪市生野区 鍼灸師・柔整 月給20万円～/時給1200円 　学生 時給800円～ 運動療法 802012
整形外科 東大阪市 柔整師 時給1400円～ 　学生 時給1000円～ 整体・トレーナー 806009
クリニック 大阪市西成区 鍼灸師 月給16～ 23万円 鍼灸 308007
クリニック 摂津市 鍼灸師・柔整 月給20～ 27万円 　学生 時給900～1300円 鍼灸・機能訓練 308010
クリニック 高槻市 鍼灸師 月給18万円～ 　 鍼灸時間外収入有 512019
クリニック 大阪市城東区 鍼灸師 時給1200円～ リハビリ 206002

学生支援課　向山輝2008年度『就職相談会』も好評のうちに終了

平成22年度入試・オープンスクール（9月までの予定）

6/6（土・アロマ講習会を見学）・6/7（日）・6/28（日）・7/26（日・特別講
演会実施・ＡＯエントリー）・8/2（日・柔整学科アドバンスコース集中説明会）・
9/13（日）
※上記オープンスクール以外に個別での学校説明は随時行っています。
※あくまで予定ですので、変更する場合もあります。
　日程はホームページでご確認ください。
　http://www.morinomiya.ac.jp
※ 2010 年度募集要項は 5月中旬よりお送りする予定です。

第 1 回 7月 5日（日）

第 2 回 7月 17日（金）　※夜間に実施

第 3 回 7月 20日（月）

第 4 回 8月 23日（日）

第 5 回 8月 24日（月）　※大学生対象

【入試情報】 【オープンスクール】
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第2回森ノ宮柔道整復学術集会のご案内

　昨年に引続き「第 2回　森ノ宮柔道整復学術集会」（主催：森
ノ宮柔道整復卒後研修会・森ノ宮医療学園校友会）を開催いた
します。今回は、臨床現場において何気なく漫然と実施されて
いる傾向がある「運動療法」をテーマに掲げ、基礎的な部分か
ら具体的な事例などを通じて、「運動療法」をもう一度考え捉
え直し、医学的根拠及び評価に基づき、我々が担う地域医療に
フィードバックする機会にしたいと考えています。一般発表に
加え、シンポジウム、特別講演も予定しております。また学術
集会終了後には３階学生ホールにおいて懇親会を催しますので、
合わせてのご参加をお待ちしております。（懇親会への学生の参
加はできません。ご了承下さい）
　開催日時：5月 17日（日）午前 11：00～午後 3：00
　会　　場：森ノ宮医療学園専門学校　7階講堂
　参加費：会員 ･卒業生￥1,000、一般￥3,000、学生無料
　懇親会費：￥1,000
　特別講演：『変形性股関節症に対する運動療法─過去 22年の
　　　　　　経験から─』廣橋賢次（森ノ宮医療大学学長）
　シンポジウム：運動療法について（仮題）
☆問い合わせ先：柔道整復学科　伊黒、外林
　　　　　　　　E-mail：sotuken@morinomiya.ac.jp
　　　　　　　   ＦＡＸ：06-6973-3133
　　　　　　　　

剣道部・藤田さん（柔整科昼間部 1年）準優勝！

　昨年の 10 月 19 日
（日）、快晴のもと粉
浜小学校にて、第 35
回住之江区剣道大会
が開かれ、今回剣道
部から初出場した５
人の内、２人が準優
勝に輝くなど大活躍
をしました。
　準優勝した一人、
Kさんは一般の部で、毎週水曜日、本校舎７階講堂で午後９時
から約１時間、一緒に稽古をしています。もう一人は柔道整復
学科昼間部１年の藤田紋加さん（参段・写真中央）で、高校時
代インターハイ出場経験があり、攻守ともとても綺麗な剣道を
します。仕事の関係で稽古ができていない中での準優勝は立派
でした。強くて頼りになる存在です。
　今回の大会では芝田貴子さん（鍼灸昼間部１年・初段・写真
左）や本校卒業生（参段）も頑張りました。
　昼間部と夜間部の部員が合同で稽古ができないのが主将（写
真右）としての悩みですが、夜に練習できない昼間部部員は、
放課後入江先生に指導していただいています。
　日頃の成果を試すのには出稽古合宿以外に各剣道大会に参加
することも必要です。仕事や用事で来れなかった他の多数の部
員と共に、これからも対外試合に良い戦績を残せるよう稽古に
励みたいと思います。

剣道部主将　小野暢彦（柔整科夜間部１年）

剣道部新入部員募集 !
　平成の『バガボンド』を目指して和気藹々と楽しい学生生
活を送りませんか！未経験者大歓迎です。防具や竹刀も揃え
ています。まず見学に来てください。
☆練習日：毎週水曜日、午後９時から７階講堂
☆問い合わせ：森ノ宮医療学園専門学校　川鍋、余田
　　　　　　  附属鍼灸室・中島・塩澤
　　 　　　　Tel:06-6976-6889（専門学校）、
　　　　　　　　06-6976-3902  （附属鍼灸室）

平成 21年度　校友会対象解剖見学の参加者募集

　今年度も卒後教育の一環として解剖見学を下記の通り実施し
ます。臨床での身体構造の疑問を解剖見学により、再度臨床へ
フィードバックしていただければ幸甚です。
　日時：平成 21年 5月 9日（土）９時 50分～ 16時　
　場所：大阪大学歯学部解剖実習室
　募集人数：10名
　指導：大阪大学歯学部第二口腔解剖学教授　吉田篤先生
　　　　／同 研修員　井上護、松下美穂
　　  　森ノ宮医療学園専門学校  尾﨑朋文、吉川徹、
　　　　竹下イキ子、山本達也ほか
　テーマ：鍼灸師・柔道整復師の目で体を視る
　内容：生と死・屍活師・献体について／関節構造、筋の走行
　　　　等／主要経穴の安全深度（胸骨裂孔等）
　締切：平成 21年４月 20日（月）
　申込／お問い合わせ：柔道整復学科：井上　護
　　　　　　　　　　　鍼灸学科：松下美穂　
　　　　　　　　　　　Tel：06-6976-6889、FAX：06-6973-3133
　　　　　　　　　　　E-mail：井上 護　
　　　　　　　　　　　　　　　mamoru@morinomiya.ac.jp
　　　 　　　　　　　　　　  　松下美穂　
　　　　　　　　　　　　　　　matsushita@morinomiya.ac.jp
☆鍼灸学科アドバンスコース２・３年生見学時に同時に行いま
　す。半日のみの参加、あるいは遅刻された場合は見学できま
　せんのでご注意ください。
☆昼食は各自で用意してください。

森ノ宮医療学園専門学校教務部長　尾﨑朋文

自転車好き集まれ～自転車同好会発足！

　自転車は人間が発明した最高の乗り
ものです。それは、空気を汚さず地球
にやさしい乗りもので、手軽に乗れて
場所をとらず、行動範囲も広くなるか
らです。また、楽しみながら健康づく
りができ、時にはおもいっきり汗をかいて自分の限界に挑戦す
ることもできるという面白さもあります。
　この素晴らしい乗り物に乗って、一緒にいろいろなところへ
出掛けませんか。
　自転車の種類は問いません。各地の自転車イベントやロード
レースなどへの参加を予定しています。専門学校、大学在学生、
卒業生、教職員、その他たくさんの方の参加をお待ちしております。
☆問い合わせ先：柔道整復学科 3年夜間部　林 和正、
　　　　　　　　柔道整復学科教員　外林
　　　　　　　　ＴＥＬ：06-6976-6889
　　　　　　　　　　　（森ノ宮医療学園専門学校）



18

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

■うんち
4 4 4

に教えてもらった命の大切さ
『こいぬのうんち』
作：クォン・ジョンセン／絵：チョン・スンガク
／翻訳：ピョン・キジャ
平凡社刊

　衝撃のタイトルです。はじめて耳にした
ときは、何事かと耳を疑いました。絵本と
聞いて安心しましたが、それにしても、うんちが主人公って…。
　しかし、あなどるなかれ。日本中に大きな感動を与え、10万
部を超えるベストセラーとなったのが、この絵本なのです。
　ある日、こいぬが道に落としていった、うんち。みんなから
バカにされ、「僕は何の役にも立たないんだ」と涙を流します。
土くれでさえ、必要としてくれる人がいるのに…。
　けれどある出会いを通して、うんちは自分が生まれてきた意
味を知ります。生きる喜び、命の大切さを教えてくれる実に深
い絵本です。（これが大型犬のならあんまりかわいくなかったん
じゃないのか、とか、そういうつっこみは置いておきましょう）
　ちなみにDVDにもなっています。クレイアニメになったう
んちがまたかわいい！

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

■空間を満たすもの
ブライアン・イーノ
『ミュージック・フォー・エアポーツ』
（EMIミュージック・ジャパン：収録時間 : 48 分）

　生理学の教科書では、光が眼球の長軸に対
して平行に入り、角膜や水晶体で屈折して網
膜に像を結び、視細胞を刺激した結果視覚が
生じるように記述されている。しかし、光源
から直接眼球に入る光は少なく、光は周囲の
構造に衝突し、反射散乱を起こす。その結果、

光は空間を満たすことになる。空間を満たした光は、空気中に含
まれる様々な分子にも衝突し、さらに複雑かつ一様な散乱光と
なって角膜に到達する。このような光源から出た光が散乱して空
間を満たした状態（「照明」）の下では、あらゆる場所があらゆる
ところからくる光で満たされている。アフォーダンスという言葉
を作り出したジェームス・ジェローム・ギブソンは、これを「包
囲光（ambient light）」と名付けた。　
　音も同様で、どんなに静かなところでも、空間が空気の振動に
満たされている。その空間において、私たちは、音に注意を向け
ることなく生活している。ブライアン・イーノの「ミュージック・
フォー・エアポーツ」は、オリジナルの題名がambient 1: Music 
for Airports であり、ambient music は「環境音楽」という意味、
イーノは特に注意を払って聞かないようにと言っている。若い人
にイーノを知っているか聞いたことがあるが、視覚芸術の人です
ねという返事が返ってきた。空間を満たすものが音だけではない
ことに気づいていたのである。
　ところで、「Windows 95」の起動音「The Microsoft Sound」は
イーノの作曲によるものである。

森ノ宮医療学園出版部　新刊ご案内

■季刊誌「鍼灸Osaka」92号

特集「円皮鍼」
B5判 105頁　2,039 円（税込・送料別）

次号予告
5月下旬発行予定　
93号 特集「エイジマネージメントと鍼灸」（仮題）

近刊案内

◎『このツボが効く　先人に学ぶ 71 穴』
　（谷田伸治著）

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　

定期購読受付中！購読料7,340円（税・送料込）

　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。

初版には鍼灸マルチスケール付き！▶
　（藤川直孝先生考案）

☆東洋療法学校協会より参考図書に認定

■臨床現場で力強い味方になること請け合い！

『ポケット鍼灸臨床ガイド～
 ベッドサイドで即効』
坂本歩監修／100㎜× 149㎜　2,940 円（税込）

　日常臨床で使われている「円皮鍼」に
スポットライトを当てて、さまざまな角
度から検証を加えました。

　健康で健やかに老いる＝エイジマネージメントがクローズ
アップされています。東洋医学に流れる思想「未病治」をから
めて鍼灸の有用性を再考。

新　刊

　かつて『毎日ライフ』（毎日新聞社刊）に連載されていた『家
庭でできるかんたんツボ療法』に加筆修正を加えて 1冊にまと
めました。遥か古の中国で医聖たちはどういうツボを使って、
どういうふうに治療していたか、また現代中国での症例、日本
の名鍼灸師の治療方法 etc. が 71 のツボについて語られていま
す。鍼灸にたずさわる方々にとって “ 耳よりな話 ” となること
請け合いです。
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アロマコーディネーター資格取得講座開講！

　アロマセラピーで用いる精油には様々な薬理作用があるとさ
れており、補完代替医療の一つとしても注目されています。こ
の講座では全 8回（32時間）のレッスンの中でアロマセラピー
の正しい実践方法や取り入れ方を、理論的かつ実践的に学びま
す。あなたも医療の幅を広げてみませんか？
詳しくは同封のリーフレットをご覧ください。

アロマで乗り切る花粉症！

　春の訪れを楽しむ気持ちさえそいでしまう花粉症。憂鬱なシー
ズンをアロマで快適に過ごそう！ 花粉症対策におすすめの精油
をご紹介。

森ノ宮医療学園専門学校柔道整復学科　森　広子

ティートリー：抗菌・抗ウイルス作用、免疫力を高め感染症予防に
　　　　　　　効果的
ユーカリ・ラジアタ：抗菌・抗ウイルス作用、粘膜の炎症を緩和
ペパーミント：中枢神経刺激作用、清涼感のある香りが鼻づまり
　　　　　　　を緩和
カモミール・ローマン：鎮静・抗炎症作用、アレルギー症状の緩和

　これらの精油から 1～ 3種類選び、塗布・吸入・入浴剤・湿
布などの方法で日々の生活に取り入れましょう。辛い花粉症の
症状を和らげてくれますよ！（1回の使用量 2～ 4滴）
塗布：キャリアオイル 5ml に精油 2滴を混ぜ、首から前胸部に
　　　塗布。
吸入：ティッシュ等に数滴落して吸入。胸ポケットに入れると
　　　効果が持続！洗面器やティーカップにお湯を張り、精油
　　　をたらしその蒸気を吸い込んでもOK。
入浴剤：蜂蜜や粗塩などに精油を混ぜお風呂に。
湿布：鼻づまり、目の痒みに！ 50ml の精製水に精油 4滴程度
　　　が目安。ガーゼ等で湿布を。
＊好みや体調に合わせ精油を選び、楽しみながら症状を緩和して
いきましょう！

「森ノ宮柔道整復卒後研修会 論文集　No.3」　発刊！

　2008 年度論文集 No.3 が発刊されました。
柔道整復学科卒業生を中心に、柔道整復学
に関心を寄せる先生方のご協力・ご支援に
よりこの 1年間実施した研修会で発表され
た演題から８題、2008 年度卒業論文より 1
題が収載されています。論文集希望、ある
いは入会希望の方は下記までお問い合わせ
ください。
☆問い合わせ先：柔道整復学科　外林、伊黒　
　　　　　　　　Tel：06-6976-6889　
　　　　　　　　E-mail：sotuken@morinomiya.ac.jp

みどりの風鍼灸センター  ～治療現場から②～

　31歳、女性、主婦。高校生の頃から月経困難症による腰痛、
下腹痛、下痢の症状が出現。月経時以外でも不眠、肩凝り、腰痛、
下痢などの症状がひどくなったので来院した患者さんである。治
療は月経困難症を中心として治療回数を重ねるごとに症状は改善
したが腸症状は一進一退であった。既往歴は19歳、十二指腸潰瘍。
身体所見は、身長162㎝、体重47㎏、やや痩型。腹部は臍周囲に
緊張がみられ臍の中心から上方約２㎝に圧痛が認められた。腸症
状は、月経１日目と精神的な過度緊張時に水瀉性下痢。精神不安
定時には下痢と便秘が交代する。大腸ガスによる腹部膨満感など
である。
　治療は月経困難症を中心とした鍼灸治療に加え、臍の上方の圧
痛点に小円筒灸を３壮。その部位に自宅施灸も指示した。その後、
水瀉性下痢、下痢と便秘の交代、腹部膨満感の症状は消失した。
臍の上方の圧痛点は、水分穴に相当する。
　『鍼灸治療基礎学』（代田文誌著）には、［水分穴は「水を分ける処」
である。水は腎に属する。故に腎臓と膀胱とに関する。和漢三才
図会に「小腸の下口に当る。是に於て清濁を泌別して水液は膀胱
に入り、渣滓は大腸に入る。故に水分と名づく」とあり、穴名の
義が説かれている。たとえば水瀉性下痢の場合にはこの水分へ圧
痛点があらわれ、之に灸すれば下痢がとまる。］と記されている。
圧痛点が重要なポイントである。

みどりの風 鍼灸センター　室長　中島　茂
（附属診療所鍼灸室）

■水瀉性下痢に水分穴

診療所から

　今年もインフルエンザがはやりました。当院のインフルエン
ザ患者はＡ型が主体でした。
　タミフル、リベンザと抗インフルエンザ薬はありますが、漢
方では何を使うか。おそらくは大青竜湯（麻黄６、杏仁・桂枝・
大棗各４．甘草・乾生姜各２、石膏 10）でしょう。エキス剤な
ら越婢加朮湯と麻杏甘石湯の合方になるでしょう。しかし麻黄
が多すぎますので、これを飲んでおけというわけにはいかず、
飲んだらどうなるか様子を見ながら恐る恐る使うということが
必要でしょう。
　そこで、当院では症状に合わせて麻黄湯と小柴胡湯加桔梗石
膏、もしくは葛根湯と小柴胡湯加桔梗石膏で対応しました。そ
れなりの臨床効果はあったと思います。先輩の医者には、タミ
フル、リベンザなどの薬がない時代もなんとか対応していたで
はないかとの意見もあります。そんなものかもしれません。

附属診療所院長　田中邦雄

春季コース：４月25日（土）より開講 ＊募集終了
秋季コース：9月12日（土）より開講　＊先行予約受付け中！
　☆定員30名
　☆受講料（認定受験料込み）：10万円〈在校生・卒業生特
　　別価格〉
　☆講師：森　広子　
　　森ノ宮医療学園専門学校
　　柔道整復学科教員、医科学修士

訃　報

上田喜久子様（鍼灸学科昼間部2期生）平成 20年 5月 25日
大升　淳様 （鍼灸学科夜間部11期生）　平成 20年 5月 27日
大西哲史様（鍼灸学科昼間部16期生）　平成 20年 7月 21日
木下　肇様（鍼灸学科昼間部6期生）　　平成 21年 1月 1日
吉村吉男様（元教員：鍼灸学科3期夜間部担任）平成 21年 2月 12日
☆心よりご冥福をお祈りいたします。　

■インフルエンザの漢方治療
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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
●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。
〈サイトマップ─治療院検索〉
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

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20年 9月 1日～平成21年 3月 25日　お申込み分（敬称略）

　個　人   
   

◆100万円
鷲見　英法　（教職員）
◆30万円
前園　利秋　（専・卒業生）
◆25万円
金尾　顕郎　（教職員）＊（50 万円）
山下　仁　　（教職員）＊（50 万円）
◆10万円
尾本　禎男　（教職員）
市川　設代　（専・卒業生）
大坂　幸司　（大・保護者）
宮本　忠吉　（教職員）＊（20 万円）
（匿名）　　　1名＊（20 万円）

◆5万円
河内　明　　（教職員）
◆3万円
（匿名）　　　1名
◆1万円
岩本　義史　（教職員）
清野　光生　（専・卒業生）
國重　昌博　（専・卒業生）
坂本　常意　（専・卒業生）
戸出　和恵　（専・卒業生）
西川美枝子　（専・卒業生）
松本　好博　（専・卒業生）＊（2万円）
矢野　次雄　（専・卒業生）＊（2万円）
（匿名）　　　1名＊（2万円）

　法人・団体
 

◆10万円 
株式会社東洋医学健康社
（尾西　勝）
◆5万円
株式会社永田北野建築研究所
（永田祐三）
近鉄ビルサービス株式会社

○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。
○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。
＊複数回寄付いただいた方の累計額を表
示しています。

校友会会員の皆様、保護者の皆様そして多くの関係者の皆様の
暖かいご支援（ご寄付）に心より感謝申し上げます。

　平成19年 12月よりお願いしております森ノ宮医療大
学の施設・設備拡充のための寄付金のお願いに、ご理解
と支援を賜り、心より厚くお礼申し上げます。平成20年
9月1日より平成21年3月25日までにご寄付いただいき
ました方々のご芳名を下記に掲載し、感謝の意に代えさ
せていただきます。
　おかげさまで、寄付金累積額は、30,740,000円となり
ました（右記）。
　皆様からいただきました寄付金は、森ノ宮医療大学にお
ける教育・研究と、更なる医療の発展のために有効に活用
し、その成果を社会に還元してまいりたいと存じます。

　今後とも森ノ宮医療大学のより一層の充実発展のため
に、引き続き多くの皆様からのご支援とご協力をお願い
申し上げます。

森ノ宮医療大学法人室

期　間 寄付金合計額

平成20年 9月 1日～
平成21年 3月 25日 2,670,000

平成 19年 12月 1日～
平成21年 3月 25日 30,740,000

寄付金累計状況（平成21年3月25日現在） （単位円）

お問い合わせ：森ノ宮医療大学法人室
寄付金担当：成田・西堀　e-mail:kifu@morinomiya-u.ac.jp


