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　仲秋の候　会員諸兄姉におかれましてはご
健勝にて多方面にわたりご活躍のことと心よ
り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対し
格別のご厚情、ご支援、ご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
　今夏も地球温暖化による異常気象からか、
これまでにない集中豪雨や台風、さらに地震
が各地に甚大な被害をもたらし、また、新型
インフルエンザの感染はさらに拡大し続け、
世界的に集団感染の大流行が懸念されており
ます。政治、経済にあっては、昨秋のリーマ
ンショックに始まる世界的な経済破綻と経済
不況は格差社会を固定化し、わが国の経済成
長戦略にも大きな影を落としました。そして
それに連なる衆議院議員選挙は政権選択を最
大の争点に戦われ、民主党政権が誕生しまし
た。私たちの生活は良くなるのか、また、医
療や介護はどう変わるのか注視しなければな
らないところです。

　さて、校友会活動に目を転じますと、21 年
度事業計画も学術活動を中心に、各クラスの
親睦活動、卒業生および在校生に対する支援
活動も順調に実施されていることをご報告申
し上げます。毎年恒例となった地区ごとに開
催される地域研修会と交流会は、21 年度は９
月 22 日・23 日の両日、東海地区が中心となっ
て岡崎市にて開催されました（報告は 6ペー

ジに掲載）。また、今後
の予定としては 11 月１
日には森ノ宮医療学園
専門学校文化祭にあわせて
専門学校本校舎にて総会を、校友会交流会を
ホテルニューオータニ大阪で開催を予定して
おります（案内は 7ページをご覧ください）。
旧交を温める意味においても関西在住の方々
をはじめ全国の会員の皆さまの多数のご参加
を切にお願いする次第です。

　鍼灸や柔整を取り巻く環境は開業者にとっ
て依然として厳しい環境にあります。時代も、
人の心も変わってゆきますが、患者と向き合
う姿勢、命を見つめる視線は変わりません。
私たちに求められるのは人の痛みや苦しみを
理解する心であり、治療が必要な人に必要な
治療を施す技術と誠意です。
　開業を目指す皆さん！歩み始めた道、追い
続けた夢を実現してください。私たちは、医
師と同様に人の “ 生活の質 ” に関わることが
できる仕事です。患者さんの生活の質が向上
すれば、それだけ “ 幸福な人生 ” のお手伝い
ができる。そこに私たちの幸福もあるはずで
す。
　校友会としても更なる会員への支援活動を
行うとともに、母校発展に寄与して参りたい
と念願しております。変わらぬご支援をよろ
しくお願い申し上げます。

歩み始めた道、
追い続けた夢の実現を！
森ノ宮医療学園校友会会長　浜田　暁
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朝晩はめっきり涼しくなり、さわやかな季節とな
りました。校友会の皆さまにはいかがお過ごしでしょ
うか。
森ノ宮医療大学が位置する咲洲コスモスクエア地

区は、府庁の移転先候補や大阪市の開発重点地区とし
て話題に上ることが多くなっています。大学にとって
地域の発展は、周辺の利便施設が増えたり、地域企業
との様々な提携の機会が増えたりと歓迎するところで
あります。昨年、キャンパスの南側に購入した2,500
坪の校地の整備も終わり、現在はテニスやフットサル
ができるようになっています。芝生広場ととともに、
クラブ活動や学園祭、地域の運動会にと大いに使って
いただけることと期待しています。このように教育環
境を充実させることができますのも、校友会の皆さま
はじめ関係諸氏のご支援の賜と感謝申し上げます。
さて、今年度も施設・設備の拡充に向け、専門学校、

大学ともに様々な取り組みを計画しています。先ず、
専門学校では昭和57年来、全国に先駆け臨床実習施
設として活用してきた附属診療所と附属施術所を緑橋
校舎に移転します。地下鉄緑橋駅から約50mと患者
さんには通院しやすく、臨床実習にご協力いただける
患者さんを確保しやすくなると思っています。医師は、
内科の田中邦雄院長に加え、整形外科医を常勤医師と
して迎え、最新のMRI装置等を設置します。２階は
理学療法室、３階が鍼灸と柔道整復の施術所となりま
す。臨床実習施設として充実させるとともに、今まで
以上に地域医療に貢献できるよう診療時間等の検討も
行っていく予定です。
次に、本校舎と道路を隔てたアネックス校地に柔

道場と多目的教室を備えた新校舎を建築します。柔道
整復学科の皆さんには、柔道場への移動時間が短縮さ

れ、授業により集中できるようになります。また多目
的教室は各種研修会やクラブ活動に、また300人以
上収容可能な大講堂としても利用可能です。
本校舎では、快適な学習空間を確保すべく診療所

のあった１階と３階を改装し、普通教室や実技実習室
を増設し、学生ホールを拡張する予定です。竣工から
約十年間、定員増や学科コースの変更と、状況がめま
ぐるしく変化する中、特に実技室の使用頻度が増し、
近年在校生には不便をおかけしていましたが、これに
よりすべての普通教室と実技実習室が本校舎に集約さ
れ、ゆとりのある実技教育が可能となります。増築、
改装中は皆さんにはご迷惑をおかけしますが、新年度
には新しくなった校舎でスタートできると思いますの
で、ご協力をお願いいたします。
大学のあるコスモキャンパスでは、かねてより食

堂の整備が望まれておりましたが、構内美化、さらに
将来の新学科の設置も視野に入れて、食堂棟を建築す
ることがベストとの結論に達し、現在の駐車場の一部
を利用し、新たに2階建て約400席のレストランを建
築することになりました。医療大学にふさわしく食材
や栄養に配慮したメニューを提供し、在校生のみなら
ず周辺住民の方々にも利用していただけるような快適
なレストランを目指してゆきたいと思っております。
森ノ宮医療学園は、今後も「伝統医学と現代医学

の融和と補完を通じて、幅広い知識と高度な専門技術
を有し、豊かな感性と高い倫理観を備えた専門職医療
人を育成する」ため、教職員一丸となって教育、研
究、臨床に邁進していく所存です。校友会の皆さまに
は、今まで以上にご支援賜りますようお願い申し上げ
ます。

教育環境の充実に向けて
～来春、専門学校・附属診療所・大学が
リニューアルします

森ノ宮医療学園　理事長　森　俊豪
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附属診療所は緑橋校舎に移転、
森ノ宮医療学園附属緑橋クリニック（仮称）に！
　森ノ宮医療学園附属診療所が現在の専門学校本校舎
１階から緑橋校舎に移転し、リニューアルすることに
なりました。
　新規開業は来年 1月の予定です（移転までは本校舎
で通常通り診療を続けます）。
　新しい診療所では、内科・心療内科、鍼灸室に加え
て、整形外科の充実を図ります。整形外科専門の医師
をむかえ、MRI を導入する予定です。
　これまで以上に地域医療に貢献するとともに、地下

鉄緑橋駅からすぐの便利な立地となりますので、校友
会会員の皆さまの受診や患者さんのご紹介にも、ご利
用いただきたいと願っています。
　診療時間等詳しく
は、新規開業にあわせ
て診療所ホームページ
をリニューアルする予
定ですので、そちらを
ご覧ください。

新校舎 アネックス柔道館（仮称）
　本校舎北のアネックス校地に新校舎を建築します。
現在、アネックス校地には、懐かしい感じの 1階建校
舎があり、残りの敷地は駐輪・駐車場として使用して
います。今回、そこに新たに 4階建てで、1階は駐輪場、
2 階に柔道場、3 階を更衣室とし、4 階に多目的室を
配置した新校舎を建設する予定です。柔道場は182畳、

現在の約 1.5 倍の広さになり、より一層柔道の練習が
可能となります。多目的室は 400㎡の空間を 2室～ 3
室にフレキシブルに間仕切ることが可能で、定期試験
等の試験会場や卒業式などの式典会場としての使用を
考えています。竣工は平成 22 年 3 月末の予定です。

教育環境の充実に向け本校舎改築
　本校舎は、実技室および教室の増設と３階学生ホー
ルの快適性向上を目指して改築計画を進めています。
完成は来春を予定しています。
　本学園は開学以来、鍼灸学科、柔整学科ともに実技
の授業に力を入れてきましたが、新年度にはさらに教

育環境が整備されることになります。１階の附属診療
所のスペースを実技室と教室にリフォームすると同時
に３階学生ホールを拡充し、学生たちの自習、憩いの
場として、今まで以上に気持ちよく利用できるスペー
スに生まれ変わる予定です。

来春、森ノ宮は
こんな風に変わります

（報告：森ノ宮医療学園専門学校柔道整復学科　葉山直史）

▲182畳の柔道場

◀アネックス新校舎外観

導入予定の最新MRI：
APERTO Eterna（日立製）
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森ノ宮医療学園専門学校鍼灸学科教員　松下美穂

　去る８月２日（日）、オープンスクール特別企画として、
北京オリンピック陸上競技４× 100 ｍリレーの銅メダリ
スト朝原宣治氏、本校の卒業生で、長年朝原選手のサポー
トを行ってこられた岩本広明先生のお二人をお迎えして
講演会を行いました。
　第１部では朝原氏が『アスリートがのぞむトレーナー
とは』と題し、選手がトレーナーに望むことや、北京オ
リンピックでのエピソードなどをユーモアを交えて話さ
れ、また第２部では朝原氏と岩本先生とが対談形式で、
お二人の出会いや、お互いの印象など選手とトレーナー
の関係について、専門的な内容を含めながら話していた
だき、和やかな雰囲気に包まれながらも、今後トレーナー
をめざす学生さんや、受験生の方々は身の引き締まる思
いをされていたようでした。
　当日は、オープンスクール参加者、学生、卒業生など

120 名を超える方々が参加されましたが、普段、なかな
か聞くことができない選手の本音や気持ちを聞くことが
できるこのような講演会を今後も企画していきたいと思
いますので、皆さん、ぜひご参加ください。

銅メダリスト朝原宣治氏、
ATの岩本広明先生の話に魅了夏休み特別講

演会

　去る７月 26
日（日）、淀川
区の十三野球
場で第２回鍼
灸学科対柔道
整復学科の野
球大会を行い
ました。
　 鍼 灸 学 科
チームは第 34

期昼間部卒業生と西田 隆先生（第 32期夜間部）、南
一成先生（第 30期昼間部）。柔道整復学科チームは
第 4期卒業生（アドバンスコース）と伊黒浩二先生（第
2期昼間部）、外林大輔先生（第 3期昼間部）で構成。
午後７時に、柔道整復学科長吉川 徹先生の始球式で
プレイボールになりました。
　実はこの対戦、今回が２回目で、第１回は 3月 15
日に行い、その結果は６対６の引き分け。ぜひ決着
をと、この第２回開催となったのでした。
　今年は梅雨がなかなか明けず、７月は大阪でも時
折集中豪雨が発生し、試合当日も局地的に大雨が降
るなど試合も危ぶまれましたが、奇跡的に試合開始
前に雨が止み、しかもグラウンドには水たまりもな
く、完璧な状態で試合をすることができました。
　試合は序盤から打撃戦。３回までに８対２と鍼灸
チームが大きくリード。その後はダブルプレイに

ファインプレイで、好ゲーム。最終回、連続ヒット
や四球などで柔整チームが猛反撃。２アウトで最後
のバッターに対して２球目を投げた直後に照明が消
され、グラウンドは真っ暗になったものの、残照の
もとで試合は続行され、続く３球目を打ち上げピッ
チャーフライでゲームセット。次回の試合を約束し
て球場を後にした直後、大粒の雨が降ってきました。
　今回は両チームともユニフォームを新調したこと
もあって、皆、高校球児のように！？生き生き伸び
伸びプレイしていました。
 一 二 三 四 五 六 七

　　　　　　鍼灸学科 ２３３０００４　12
　　　　　　柔整学科 ２０００００４　  ６

鍼灸学科Acupunctures vs 柔整学科π’s野球大会
鍼灸学科教員　小林章子

鳥越大督さん（鍼灸学科 34期昼間部・左）と
西　俊哉さん（柔整学科第 7期アドバンスコー
ス・右）が握手しプレイボール

鍼灸学科「Acupunctures」、柔道整復学科「π ’s」とチーム名を改め、
真新しいユニフォーム姿全員で記念写真
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　シルバーウィーク後半の９月 22日（火）・23日（水）、
校友会地区交流会に参加しました。第４回目の今年は、
中部地区（愛知県岡崎）開催です。
　1日目は昼食後、岡崎の八丁味噌「カクキュウ」の蔵
の見学・試食ツアー、さらに徳川家康の生誕の地とされ
る岡崎城と城公園内の家康館を見学しました。夜の八丁
魚光での懇親会では、米澤副会長の歌と竹下イキ子先生
の踊りの絶妙なコンビネーションに会は大いに盛り上が
りました。
　２日目は、岡崎ニューグランドホテルにて、三木完二
先生を講師に研修会の後、場所を移して岡崎公園内で昼
食会となりました。
　卒業生の皆さまは温かい方ばかりで、皆地域に根を張っ
てご活躍されており、学生の頃のエピソード等をお伺す
るなど、終始笑いの絶
えない楽しい２日間で
した。
　今回の交流会開催で
は、百合草先生、吉崎
先生、水野先生をはじ
め中部地区の先生方に
は大変お世話になり、

本当にありがとうござ
いました。
［参加者］水野利彦・百
合草正博・吉崎和樹・
大西基喜・内藤浩和・
王 平・清田 耕・小野米
見・浜田 暁・奥田 功・
米澤豊彦・三木完二・藤川直孝・竹下イキ子・築山房乃・
葉山直史・北村知子・川鍋史一・余田美喜子・清水尚道

　大阪鍼灸専
門学校時代の
花の 3 期生と
言われた私た
ちは卒業後も
旧交を温める
ため、当時の
担任の吉村幸
夫先生にあや

かって三幸会と名付けたクラス会を 3年に一度は開催する
ほどの仲のよいクラスでした。ところが、ここ十数年、な

かなか集まる機会がなく、今回、長崎の市議会議員を務め
ている松本世生さんが校友会評議員会のため来阪するとい
うので、11月1日、久々にクラス会を開くことになりました。
会場は森ノ宮医療学園専門学校から歩いて数分の「ごはん
さんぼん揚屋中道」。
　集まったメンバーは、まだまだ意気軒昂！　臨床談義や
近況報告に話はつきず、お酒のピッチも上がり、年齢を感
じさせないほどのスタミナぶりで盛り上がりました。
［参加者］浜田暁・尾﨑朋文・松本世生・安永国広・堀岡由
寛・日野俊雄・井上悦子（順不同）

鍼灸学科第3期生　井上悦子久々の花の第3期生夜間部 “三幸会 ”

鍼灸学科第14期生　西村信一岡本工一先生の全快祝いにクラスメイトが集う
　6月 6日（日）、
久しぶりに第 14
期生が集まりま
し た。 今 回 集
まった目的は、
同窓生で、本学
園専門学校柔道
整復学科教員の

岡本工一先生の全快祝いです。岡本先生は 1年ほど前に脳
梗塞を患われたのでしたが、退院後リハビリの甲斐もあっ
て、教員に復帰され、現在、学生たちへ柔道の指導を行っ

ておられます。クラス会当日は、皆が止める中、元気にジョッ
キを傾けられていました！　
　当日は、急なお誘いにもかかわらず尾﨑朋文先生が駆け
つけてくださり、飛躍する母校の話を聞くことができ、卒
業生として喜びを感じました。約 20年前に卒業した 14期
生ですが、皆、少々ふっくらした以外は変わりなく、元気
でそれぞれの地域でがんばっているようでした。皆さん、
健康にはくれぐれも気をつけましょう！
［参加者］尾﨑朋文先生・岡本工一・新庄しげ子・小林智賀
子・富田絹子・浜田淳子・服部学美・森脇恵樹・西村信一

山縣優子さん
『げんきでごきげん』出版！
　鍼灸学科第 9期卒業の山縣優子さ
んがこの 4月にかわいい掌本を出版
されました。
　「還暦を迎えた節目に、遊び心で」
とおっしゃっていますが、この 1冊
に収められた 20 のエピソードには皆、山縣さんが接
してこられた方々とのステキな出会いがつづられて
いて、そのどれもがきらきらと輝き、しかもどこか
ちょっとおどけていて、ついクスリとしてしまいま
す。ちなみに、山縣さんは森ノ宮医療学園専門学校
校歌「みどりの風」の詞の作者です。

第4回 校友会地区交流会～中部地区
事務局　金田、学生支援課　北村

八丁味噌「カクキュウ」蔵の見学

校友会会報vol.5_9/29.indd   Sec1:6校友会会報vol.5_9/29.indd   Sec1:6 09.9.29   11:12:21 AM09.9.29   11:12:21 AM



7

　  校友会より　　総務担当：清水尚道
　

　去る５月３日・４日、儂農米の生産者、杉原朝香先
生（第２期生）、安子先生（第４期生）の広島県のご
自宅にうかがい、田植えを体験してきました。
　今回、田植えには、安徳信二先生（第4期生）・松
浦浩明先生（第６期生）・井上悦子先生（第３期生）・
宝諸有弘先生（第19期生）、そしてそれぞれのご家族、
総勢15名と大変にぎやかな集まりとなりました。
　田植え参加のきっかけは、前号校友会報No.4にあっ
た儂農米の記事を読んで、田植えをしたいとお願いし
たのが始まりでしたが、今回は田植えだけではなく、
山菜採り、竹の子掘り、羽釜でのご飯炊き、豚汁作り
…と盛りだくさん。それに安子先生の美味しい手料理
が加わって、嬉しい悲鳴の連続でした。食事の後は、
焚き火を囲んで、先輩方の体験談、鍼灸談、雑談、普
段聞けないオフレコ話も聞くことができ、本当に楽し
いひと時でした。

　夜は、お風呂上がりに杉原先生に治療していただき
ました。僕の体質を見極めての施術にすごく気持ちよ
く、眠たくなって、治療後すぐに眠ってしまいました。
これがベテランの先生の技術なのかと感動しました。
　森ノ宮に入学して良かったとの思いを深めた、とて
も素晴らしい二日間になりました。

儂
わ し

農
の う

米
ま い

通信2
鍼灸学科昼間部２年生　國廣政志

■今年は校友会総会開催の年です。
　ぜひご参加ください！
　平成 21 年度総会を 11 月 1 日（日）開催いたします。
　3年に一度の総会です。多くの校友会会員の皆様の
ご出席をお待ちしています。なお、出欠のご連絡を本
会報同封のはがきにてご返信くださいますようお願い
申し上げます。
　日時：平成21年11月1日（日）午後3時～4時
　場所：森ノ宮医療学園専門学校本校舎

■ヒアリング調査にご賛同をお願いします。
幹事：小島賢久

　森ノ宮医療大学は、平成 23 年 3 月に初めての卒業
生を輩出します。
　そこで、大学卒業生の就職活動を支援するにあたり、
就職先となる鍼灸院、整骨院、クリニック等の現状を
調査することにいたしました。校友会員の先生方には
お手数をおかけいたしますが、なにとぞご協力の程、
よろしくお願い申上げます。 
  方法は、施設等への訪問によるヒアリング調査で、
特に実際に治療院等を経営されている先生方に「求め
る人材像やスキル」、求人状況などをお伺いしたいと
思っております。 
　お伺いした内容は、本大学での教育ならびに在学生
の就職活動に活かしてまいります。
　つきましては、ヒアリングに応じていただける場合、
同封のハガキの「ヒアリング調査に応じる」に○をご
記入ください。後日、ご連絡の上、訪問させていただ
きます。多くの先生方のご協力を心からお願い申し上

げます。

■平成21年度交流会は11月 1日（日）開催
　平成 21 年度校友会交流会は 11 月 1 日（日）に開催
いたします。お忙しいとは存じますが、校友会会員の
皆様、講師の先生方、教職員、在校生が年に一度一堂
に会する良い機会です。ぜひご参加ください。また当
日は専門学校文化祭が開催されていますので、学生た
ちと一緒に楽しんでください。
　日時：平成21年11月1日（日）午後５時～７時
　場所：ホテルニューオータニ大阪　B1　
　　　　プリムローズ
　会費：1,000 円（平成 21年 3月卒業の方は 500
　　　　円です。）

■校友会表彰にご応募ください！
　永きにわたって地域医療に貢献されてきた校友会会
員の皆さまを表彰したいと考えております。下記の要
項にて公募いたしますので、皆さま、どうぞご応募く
ださい。
応募条件：20 年以上地域医療に貢献されてきた方
必要書類：20 年以上にわたる地域医療の活動状況を
　　　　　記した経歴書
　　＊書式は自由です。
　　＊何期ご卒業かを必ず明記ください。
審査：森ノ宮医療学園校友会表彰委員会　
表彰式：森ノ宮医療学園校友会平成 21年度交流会会場にて
　　　　（11 月１日開催）

先輩たちと過ごした充実の二日間～田植えを通して
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二人で補い合い、刺激し合って
よしだ鍼灸整骨院は、大阪の下町、懐かしい雰囲気漂う平野本町商店街の真ん中にあります。
主は、森ノ宮医療学園専門学校で出会い、そして結婚されたお二人。二人三脚ぶりを伺いました。

一致団結したクラスで育んだ
友愛から
　陽子：私は 2年生まで昼間部に在席
していて、3年生の時に諸事情から夜
間部に転部させてもらいました。その
時夜間部にいたのが夫となる吉田や現
在、森ノ宮で教員をされている山本達
也先生、井上護先生だったんです。
　吉田：そう、同級生だったのは実
は 1 年間だけです。でも、鍼灸学科
25 期夜間部はまとまっていたクラス
で、よく授業後皆で食事をしたり遊
びにいったりしました。その機動力
となったのがクラスでも年長で社会
経験もある山本先生たちで、遊びで
も勉強でもグイグイ前に引っ張って
いってくれました。おかげで僕も国
家試験に合格できたんです（笑）。
　陽子：そう、本当に仲の良いクラ

スで、バーベキューしたりいろいろ
一緒に遊びました。それがなんとな
く（笑）意気投合して…卒業後に一
緒になろうと。
　吉田：僕も陽子も、今でも学校に
はよく行きますし、山本先生らとは
お酒を飲んだりします。クラス会を
開いてもほとんどが集まるし、一致
団結ぶりは変わっていませんね。

地元に根付いた治療院にした
くて平野に開業　
　吉田：僕は堺市出身で、陽子は神
戸出身。二人とも平野は全く初めて
の土地です。どこに治療院を開こう
か休みのたびに探し歩いて、アドバ
イスを受けました。僕が当時勤めて
いた治療院の院長に、平野は古くか
らの街並みが残っていて、生まれも
育ちも平野という方が結構いらっ

しゃると聞いて、最終的にここに決
めました。
　陽子：このあたりは戦争で焼けな
いで残ったらしくて、古いものを守っ
ていこうとされています。だんじり
祭りも地域総出で行われるし。…噂
もほんとにびっくりする速さで広ま
りますしね（笑）。
　吉田：ちょっと行ったら小児鍼で
有名な針中野ですが、子どもの時そ
こで鍼をしてもらったという年配の
方も結構おられて、整骨だけじゃな
くて鍼灸が看板にあるから治療に来

吉田真規（まさき）先生
大阪鍼灸専門学校（現 森ノ宮医療学園専門学校）
第25期鍼灸学科夜間部卒業
森ノ宮医療学園専門学校　第1期柔道整復学科夜間部卒業

吉田（旧姓宮後）陽子先生
大阪鍼灸専門学校（現 森ノ宮医療学園専門学校）
第25期鍼灸学科夜間部卒業

友人作のオリジナル温灸。
特にお年寄りに喜ばれる。
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られる患者さんも多いんです。
　陽子：開業して 5 年で、やっと地
元の皆さんの仲間入りができつつあ
るかなあという感じですね。

夫唱婦随でも婦唱夫随でもな
く、互いの得意点を生かして
　陽子：私は森ノ宮を卒業後、鍼灸
師となって（有）尼崎鍼灸センターに
勤め、現在もそこで働いていて、午
前中は吉田と一緒にここで治療し、
午後から尼崎という状態です。体力
的にはハードですが、私は鍼灸師と
して自分の技術を100％生かせる場所
があることが、むしろプラスに働い
ていると思います。
　それから、吉田とぶつかりそうに
なっても半日なのでなんとかクリア
できますし（笑）。
　吉田：それが大きいかも（笑）。
　陽子：来院される患者さんは赤ちゃ
んから 90 歳のお年寄りまでと幅広く
て、私は小児鍼や女性の患者さんの
婦人科疾患等を中心に診て、吉田が
男性を中心に打撲や骨折、スポーツ
障害等々を診ます。
　吉田：僕は整骨がメインなので、
筋肉の痛みや疲労を取ったりといっ
た柔道整復よりの鍼灸。同じ鍼灸を
使うのでも、ちょっと考え方が違い
ます。だから内科的なアプローチを
する必要があると思う患者さんの場
合は彼女に任せるようにしています。
　陽子：患者さんに応じてそれぞれ
の得意とする治療をし、わからない
ところは互いにアドバイスし合って
いるって感じですね。一緒に治療す
るようになって初めてわかったこと
も多くて、それが互いに良い刺激に
なるし、自分では気づかないところ
を気づかせてくれたりします。同じ
立場だったら、かえって反発し合っ
たりすることもあるかもしれません。

柔道整復師の本来の仕事は
治療にある　
　陽子：このあたりも鍼灸院や整骨
院は、本当に増えました。5年前はこ
の商店街には 1 軒あるかないかとい
う状態だったのが、現在は 3、4 軒あ
ります。

　吉田：ただ、医療として見た場合、
その中の何軒が柔道整復本来の施術
や治療を行っているかというと、か
なり疑問に思っているんです。多く
が慰安

4 4

を施すレベルじゃないかと。
　柔道整復師の役割は、まず治療で
す。筋肉の疲労を取ったり、正しく
整復したり、そのために技術を磨い
ていく。森ノ宮で教えてもらったの
が “ 治療としての柔道整復 ”、そして
どんな状況にも対応できる技術力と
応用力を持つこと。それらを 1 期生
として吉川先生を筆頭に熱い

4 4

先生方
から十分に教えていただきました。
それらを実際に治療院で実行してい
きたいと思っているんです。…まだ
まだですが。

せっかく取った資格は
活かしてほしい
　陽子：このところ鍼灸師や柔道整
復師の養成校が随分増えて、有資格
者も当然増えています。就職先の問
題もあるでしょうが、3年という時間
を費やしてせっかく資格を取っても
鍼灸師、柔道整復師にならない方が
結構いると聞きます。本当にもった
いないことです。
　吉田：そう、鍼灸も柔整もどちら
も一生の仕事にするに値する素晴ら
しい医療ですからね。
　陽子：より幸せにする、グレード
アップするのを手助けする仕事は世
の中にたくさんありますよね。でも、
鍼灸と出会って、ああ、この仕事は
それらとは違って、痛いとか辛いと
か、言ってみればマイナスの状態を

普通に持って行ってくれるものだと
思ったんです。私は特にスポーツで
大きなケガをして鍼灸のお世話に
なったという経験があるわけではな
いですが、なんかそういう仕事って
いいなあと思うんです。　
吉田：痛みを取ったり、しっかり固
定をして元の状態に戻すためにちゃ
んと治療をしようとすると本当に時
間がかかります。でも、時間をかけ
てやるのは当たり前で、そういう僕
たちのやり方を患者さんはちゃんと
わかってくれているから続けて来て
くれるんだと思います。
　…もちろん今でも悩みながらやっ
ていて、開業して自分で治療をする
ようになって改めてもっと学生時代
に勉強をしていたらよかったと思っ
ているんです（笑）。

よしだ鍼灸整骨院
〒547-0044　
大阪市平野区平野本町3-3-25
Tel：06-6795-1226
〈アクセス〉大阪地下鉄谷町線平野駅下車
徒歩 10分、又はＪＲ環状線平野駅下車徒
歩５分。平野本町通商店街。

診療時間（受付）
月～土：午前9:00～12:00
　　　　午後3:00～8:00
休診日：第2・4木曜午後、日曜、祝祭日

関西本線

地
下
鉄
谷
町
線

環
状
線

大阪府 平野

よしだ鍼灸整骨院

入口前で：真規先生（左）・陽子先生（右）

※保険取扱い可
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平成21年度大学祭は11月7・8日に開催！
　来る 11月 7日（土・前夜祭のみ）、8日（日）に森ノ
宮医療大学コスモキャンパスにおきまして森ノ宮医療大
学 2009 年度大学祭が開催されます。
　本学も 3年目を迎えまして大学祭運営もより学生主体
となって現在準備を進めています。予定している企画と
しましては、学生による模擬店やステージ企画の他に、

例年好評である健康体力測定を今年も実施予定です。ま
た昨年に引き続き校友会員の皆様にもご参加いただきた
い講演会も予定しておりますので多数のご来場をお待ち
しております。
※講演会につきましては、詳細が決定次第ホームページ
等でお知らせする予定です。

保健医療学部理学療法学科助教　三木屋良輔

難波福祉会祭に学生11名・教員3名参加
　去る 9月 10 日、森ノ宮医療大学の近隣にある難波福
祉会にて、難波福祉会祭が開催され、森ノ宮医療大学保
健医療学部から、学生 11 名・教員 3名（金尾顕郎理学
療法学科長、角田理学療法学科助手、小島鍼灸学科講師）
が参加しました。会場には、お好み焼き、たこ焼き、フ
ランクフルト、さらに綿菓子、わらび餅、アイスクリー
ムといったデザート、ジュースまで様々な屋台をはじめ、
輪投げ、スーパーボールすくい、太鼓の達人などのゲー
ムまで盛りだくさんで、入居者をはじめ家族の方々も一
緒に楽しんでいました。また、ボランティアの方も数多
く参加され、ブラスバンドの演奏やチアリーディングな

ども行われていました。
　私たちは、入居者の方々とお話をしたり、会場の誘導
を担当しましたが、ご高齢の方々に接する機会の少ない
学生達にとっては、それらは今後医療者として必要な知
識技術はもちろん、
人と人との接し方
の基本を学ぶ良い
機会として、大変
有意義であったと
思います。

森ノ宮医療大学保健医療学部鍼灸学科　小島賢久

南校地が整備されました ～スポーツの後は草花でリフレッシュを！

　グラウンドの南側は高さ 10 ｍ、北・東・西側は高さ
6ｍの防球ネットに囲まれ、フットサルコート兼ハンド
ボールコート 2 面、テニスコート 2 面があります。そ
してクラブ用倉庫とトイレが設置されています。
　またグラウンドを囲むように花壇が 2カ所、畠が 1カ
所あり、北側の花壇は、オリーブの木のまわりをぐるり
とたくさんの草花、アサギリソウ、ヒペリカム、ガザ
ニア、エリカ、ブルーデイジー、モミシバゼラニュウム、
バコバ、アジュガ等々が太陽の恵みを受けて可憐な花々
を咲かせています。南側の花壇は、専門学校教
員の森広子先生の指導でハーブ園となってお
り、ゼラニウム、カモミール、ペパーミント、
ラベンダー、ローズマリー、バジル、タイム、
ミント、レモングラス、レモンバーム、マジョ

ラム、ホリホック、クラリセージなど 20 種類以上のハー
ブが植えられています。
　初秋の太陽に照らされてグラウンドではテニスや
フットサルに興ずる学生達の力強い足音と声、そして光
る汗。そして、スポーツのあとは、草花を観賞し、ハー
ブの香りに癒されてください。
　今後、大学祭をはじめとして、この広いグラウンド
を使用してコンサートやダンスフェスティバルなどが
開かれることを期待しています。

大学法人室　西堀文雄

畠
ハーブ園

花壇 倉庫
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大学図書館から  ～恒例 ブックハンティング！
　去る 7 月 19 日（土）、ブックハンティングを実施し
ました。
　ブックハンティングとは、「図書館において欲しい本
を、みんなで本屋さんに行って実際に手に取って選び
ましょう。」という利用者拡大と促進のためのイベント
です。
　3回目となります今回、参加者は鍼灸学科 2年生 2名・
同 3 年生 1 名、理学療法学科 2 年生 3 名、引率として
倉林館長と私、合計 8 名。昨年、一昨年はともに学生
さんの参加者は 2名でしたので、このイベントも浸透
してきたと嬉しく思っています。
　当日は午後 2時に堂島（大阪北区）のジュンク堂大
阪本店に集合しました。昨年も同じジュンク堂大阪本
店で行いましたが、ここは店内に机と椅子が沢山置い
てあり、学生さんとコミュニケーションを取りながら
選書ができるなど、じっくり本を選ぶにはもってこい
の書店さんです。書籍を自由に選んでもらう企画です
ので一旦店内で集まった後、解散。好きな時間に帰っ
ていいことにしましたが、予定の 3時半まで全員が残っ
て、各々好きなジャンルの書籍をじっくり選んでくれ
ました。また 1回目からずっと参加してくれている学
生さんもおり、皆で “部長 ” と呼んだりして楽しい時間
を過ごすことができました。
　今回のブックハンティングでは合計 38冊申請があり、

重複を除き 13 冊購
入することになり
ました。そのうち
何冊かは、全く新
しいジャンルのも
ので、ブックハン
ティングを実施し
なければ図書館に
は所蔵されなかっ
たかもしれません。
私たち図書館職員
にとっても学生さ
んの意見を参考に
しながら図書を選
ぶことは大変貴重で、勉強になります。今回の反省点
を踏まえて第 4回目も実施したいと思います。
　最後になりますが、参加してくださった学生の皆さ
ん、倉林館長、ありがとうございました。
　学生の皆さんはもとより校友会会員の皆さんもどう
ぞ図書館をご利用ください。
☆来館に際しては、現住所の記載されているものが必
　要です。詳しくは、森ノ宮医療大学附属図書館　
　Tel：06-6616-6922（直通）井上、近藤までお問い合
　わせください。

コスモス治療院だより  ～学外患者数が増加 
　お陰さまで森ノ宮医療大学はり・きゅうコスモス治療
院の患者さんは徐々に増えてきております。ワンコイン
施術の本学学生さんだけでなく、学生見学実習に協力し
てくださる学外の患者さんも増えつつあることを嬉し
く思っております。隣接する巨大なマンションが完成
しましたので入居者に対して宣伝活動を行う予定です。
　さて、コスモス治療院では鍼灸学科 3年生の施術所基
礎実習がスタートしました。現在は、授業で習っている
ことと現実の臨床活動との違いに戸惑っているように
見受けられますが、そこでの体験はいずれも勉強になっ
ていると信じています。校舎内で大手を振って

4 4 4 4 4 4

歩いて
いる学生さんも、治療院内では患者さんが最優先であ
ることを強く認識しながら慎重で丁寧な対応をしてい
ただきたいものです。
　大学のオープンキャンパスでは、鍼灸学科の臨床実習
の場を紹介する意味でデモ施術を行っています。自画
自賛ながら、高校生やご両親等保護者の方々に、鍼灸
臨床教育の現場をより具体的にご理解いただけるなど、
好評を博していると思っています。

　今後さらに認知度を高め、安定した来診者数を確保
するため、良質の施術を提供することに専念いたしま
すので、ご協力よろしくお願い申し上げます。

☆施術時間：月～金曜日 11 時～ 18 時（受付）
　※予約制です。受付電話 06-6616-6933

森ノ宮医療大学教授・附属施術所所長　山下　仁

大学図書館　近藤美由紀

森
ノ
宮
医
療
学
園
専
門
学
校

森
ノ
宮
医
療
大
学

新刊図書
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第３回日本柔道整復師会大阪学会で在校生と教員が発表
　去る 8月 23日（日）、大阪商工会議所にて第３回日本
柔道整復師会大阪学会が開催されました。
　本校からは学生発表で 3年生昼間部の井上良一さん、
織田篤史さん、福山哲広さん、伊藤光浩さんのグループ
が、一般発表では教員の外林大輔先生が発表しました。
　学生発表では「物理療法による関節可動域の改善」と
題して物理療法のなかでも特に使用頻度の高い温熱療法
にスポットをあて、深部加熱と表面加熱を実施した際の
関節可動域の変化について示し、その有効性と使用につ
いての問題点などを報告しました。

　外林先生は「整
復不能な第５趾節
間関節脱臼に対す
る低出力超音波パ
ルスの効果」と題
して、整復不能で
あった脱臼に対し
て整復位を保持し
た状態で、靭帯損
傷部に低出力超音

波パルスを照
射することに
より、良好な
治癒が得られ
た症例を示し、
低出力超音波
パルスが組織
修復を促進す
る可能性につ
いて報告しま
した。
　今回の２演題は、従来から実施されている治療法の良
さを再確認するものと、新しい治療法の可能性を示すも
のでした。どちらも臨床に直結する非常に有意義な発表
であり、「臨床の森ノ宮」を広く印象付けたのではない
でしょうか。
　学生は今回の経験から、発表するための方法論ととも
に学会発表の楽しさを学んだことと思います。この経験
を生かしてまた近い将来に学会の舞台に立ってくれるこ
とを願っています。（伊黒）

2010年 5月、第3回柔道整復学術集会開催決定！

　第 3回柔道整復学術集会が来年 5月、本校にて開催さ
れることになりました。
　つきましては、一般演題の募集を行います。発表内容
は柔道整復学ならびにその他医学に関する学理及びその
応用に関する研究となります。応募希望の方は右記まで
お問い合わせください。

開催日：2010年5月16日（日）
場所：森ノ宮医療学園専門学校　7階講堂
※演題の採否は、実行委員会が決定させていただきます。
　ご了承ください。
☆問い合わせ先：柔道整復学科　外林、老後　 
　　　　　　　　oigo@morinomiya.ac.jp

第2回森ノ宮柔道整復学術集会
　去る、5月 17日（日）本校７階講堂にて、昨年に引き
続き「第 2回森ノ宮柔道整復学術集会」を開催しました。
当日は天候も悪く、新型インフルエンザが流行の兆しを
見せ始めていたこともあり、不安を抱えながらの開催と
なりましたが、蓋を開けてみると昨年と同様の盛況ぶり
で、約 180 名の参加を得ることができました。
　今回の学術集会では、自らの臨床や研究の成果につい
ての一般発表に加え、『運動療法を捉える～プロローグ
～』をテーマに掲げ、シンポジウムを執り行いました。
シンポジウムでは 4名の先生方に発表していただき、参
加者との活発なディスカッションが展開され、運動療法
を行う上で評価と再現性の重要さを痛感させられたので
はないでしょうか。また、特別講演では『変形性股関節

症に対する運動療
法』と題し、森ノ
宮医療大学学長・
廣橋賢次先生にご
講演いただきまし
た。過去 24 年に
及ぶ貴重な資料を
基に、運動療法の
方法論と効果について、柔道整復師にとってひとつの道
筋を示していただけたと思います。
　今後は柔道整復学の構築に向けて、この学術集会をよ
り活発なものとし、また、在校生や卒業生の研究へのひ
とつのステップとなることを願っています。（老後）

学生発表した昼間部3年生の福山・井上・織田・
伊藤さん（左より）

一般発表する外林大輔先生
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全日本鍼灸学会 学生ポスター発表で優秀賞受賞 !!
鍼灸学科教員　小林章子

　埼玉で行われた第 58回全日本鍼灸学会（6月 12 日～
14日）の、学生ポスター発表において、本校鍼灸学科昼
間部３年生秋山雅美さん・安田麻美さんが発表した「透

析患者のシャント再建手術後肥厚性瘢痕に対する灸治療
の一症例」が、見事優秀賞を受賞しました！
　今回は全国の大学・専門学校から 26題の学生発表が
あり、その中から発表内容、発表方法（プレゼンテーショ
ン・質疑応答）、ポスターのデザインなどの各項目につ
いて審査され、総合判定の結果、優秀であった発表５題
が「優秀賞」として表彰され、
その一つに本校学生の発表
が選ばれました。
　日頃の研究の成果が多く
の方々に認められ、さらに
研究を重ねていく励みに
なったと鍼灸学科指導教員
始め皆が喜びを分かち合い
ました。

第42回全国柔道整復学校協会柔道大会～全員が全力を出し切った～

　去る 8月 11 日（火）国立代々木競技場・第一体育館
において第 42回全国柔道整復学校協会柔道大会が開催
されました。
　毎年行われておりますこの大会ですが、今年は代表選
手として 10名の本校男子学生が、選手 7名による男子 2
部リンク方式団体戦に参加し、予選 2試合を戦ってきま
した。結果は、残念ながら１勝１敗で決勝リーグには進
めませんでしたが、選手全員が全力で戦ったいい試合で
あったと思います。中でも、柔道整復学科夜間部梁君が
自分よりはるかに重量級の大川学園医療福祉専門学校の
選手（190㎝・130㎏）を背負投げで一本勝ちした時は、
会場内から拍手が湧き起こりました。まさに柔よく剛を

制すと、参加者一同、勝利を喜びました。
　ちなみに、全体結果は男子 1部優勝・了德寺学園医療
専門学校、男子 2部優勝・西日本柔道整復専門学校、男
子 3部優勝・平成医療学園専門学校、女子 1部優勝・信
州医療福祉専門学校、女子 2部優勝・東京柔道整復専門
学校でした。（笹田・入江）

【結果】

　 　　　　　　　　　対戦相手　　　　　　　結果

　1試合目　大川学園医療福祉専門学校　 　4-2　負け

　2試合目　ＩＧＬ医療専門学校　　　　　  6-1　勝ち
梁君の相手は身長190ｃｍ体重130kg の大型選手（左）

大会参加者一同
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平成21年度文化祭、
11月1日（日）開催！

　平成 21年度も恒例の文化祭を開催します！
　本年度は「地域への還元」をメインに本校の伝統
を引き継ぐとともに、学生同士や教員とのさらなる
交流を深める時間にしたいと考えています。毎年恒
例の学生、教員による模擬店に加えて、今年度は新
たに盲導犬のチャリチィーイベントなど、益々充実
した文化祭になるよう企画しています。
　校友会会員の皆さまもぜひお越しください。
日時：11月 1日（日）　午前10時 30分～午後3時
場所：森ノ宮医療学園専門学校本校舎
　　　アネックス校舎

森ノ宮医療学園専門学校学生会　嵯峨山綾子

新入職員紹介

瀬尾千春（せお　ちはる）さん
9 月より事務局・受付にてお世話
になっております瀬尾です。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。

岡田章子（おかだ　しょうこ）さん
9 月より事務局・受付として働く
ことになりました岡田です。
よろしくお願いします。

11/1（日）入試ガイダンスのみ実施。文化祭に参加ください！
11/15（日）・1/17（日）・2/27（土）
※オープンスクールは学科によって時間を設定していますので、
　詳しくはホームページをご覧ください。
※上記日程以外に、随時個別で学校案内を行っています。
※いずれも予定ですので、変更する場合もあります。
　ホームページでご確認ください。
　http://www.morinomiya.ac.jp

第 6回 10月 3日（土）※午後入試・ナイター入試

第 7回 10月12日（月/祝）※午後入試・ナイター入試　

第 8回 12月 6日（日）

第9回 2月 11日（木/祝）

第 10回 3月 7日（日）

【入試情報】
【オープンスクール】

平成22年度入試・オープンキャンパス実施予定（10月以降）

10/4（日）・11/8（日・大学祭と同時開催）・12/19（土・クリスマ
ススペシャル企画）
※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。
※個別相談も随時受付けしています。アドミッション・センター
　0120-68-8908（受付時間10時～16時）までお問い合わせください。
※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

 10/10（土） AO入試②
 11 / 1（日） 公募推薦入試①／社会人入試①
 11/15（日） 特別特待生入試
 11/23（月 /祝） 公募推薦入試②
 12/13（日） 公募推薦入試③
1/31（日） 一般入試①
2/14（日） 一般入試②／社会人入試②
3/14（日） 一般入試③

【入試予定】 【オープンキャンパス】

本学園ホームページでは、校友会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。

〈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
E-mail:koyukai@morinomiya.ac.jp までご連絡ください。
※その他、校友会の皆さまへ学園からのお知らせ等随時掲載していますので、
　ホームページをご覧ください。

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

大　

学

専
門
学
校

校友会会報vol.5_9/29.indd   Sec1:14校友会会報vol.5_9/29.indd   Sec1:14 09.9.29   11:12:30 AM09.9.29   11:12:30 AM



森
ノ
宮
医
療
学
園
専
門
学
校

森
ノ
宮
医
療
大
学

15

2009年度『第6回就職相談会』開催のご案内
　今年で第 6回目となります就職相談会は、11 月 1 日
（日）の学園祭・オープンスクールと同日に開催を予定
しています。
　9月下旬より求人情報を3階学生ホールいっぱいに掲示
しています。
　求人先の先生には、皆さんのエントリー結果をお伝えし、
参加をお願いしています。エントリー数が少ない場合には、
参加されないこともありますので、気になる求人先にはど
んどんエントリーしておいてください。
　今すぐでなくても、来年4月からの転職やアルバイト先

を見つけるのはもちろんです
が、いろいろな先生の治療方
針などもうかがえるチャンス
ですので、皆さんの参加をお
待ちしております。
日時：平成21年11月1日（日）
　　  10時より開催（受付：９時30分）（予定）
場所：森ノ宮医療学園専門学校本校舎
☆お問い合わせ先：学生支援課　川鍋・向山まで　
Te：06-6976-6889

新求人システム『web求人検索システム　けんさくん』を新しく導入
　本校では在校生・卒業生の皆さまに更なる就職環境の
向上を目指し、求職者が自宅でもインターネットを通し
て求人情報を閲覧できる『web求人検索システム　けん
さくん』を導入します。
　検索方法は、最寄駅・路線や時給・月給など条件を入
力して、該当した求人先だけ効率的に見ることができ、
診療所の所在地の地図表示や、従来の求人票も同時に見
ることができます。また、キーワード検索で『分院長』
候補だけの表示や、『トレーナー』活動を推奨している
治療院のみの検索も可能です。
　将来開業された場合も直接インターネットを通して学

校へ求人を出すことができ、最短 1日で求人情報を掲載
できます。
　ログインできるのは森ノ宮医療学園の在校生・卒業生
に限定させていただきます。
　新システムの利用を希望される卒業生の方は、担当ま
でご連絡ください。
システムログインＵＲＬ
http://www.morinomiya.org/kyujinsys/index.php
☆お問い合わせ先：学生支援課　向山まで
　Tel：06-6976-6889

①≪ログイン画面≫ ②≪検索条件入力画面≫

④≪学生閲覧画面（下）≫③≪学生閲覧画面（上）≫

条件入力画面
ID・PS入力画面

条件該当求人先

従来の求人票を
閲覧・コピーで
きます

治療所の所在地
表示

学生支援課
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　アムリ鍼灸院では、東洋医学に基づきエイジングケア
の観点から「はり・きゅう」治療を行っています。
　特徴的な治療としては、
　1）美容鍼灸：吹き出物・しみ・しわ・たるみ・肥満な

どの美容面の悩みを改善するための「美容鍼灸」。
これは部分的な治療に終わらず、体の中からの体質
改善を目的としています。顔に直接鍼をすることに
抵抗がある方にも対応したメニューを用意し、また
併設するクリニック（美容皮膚科）と連携したメ
ニューもあります。

　2）耳鍼療法：金属アレルギーの方にも安心していただ
けるよう漢方生薬である「王不留行」の種を使用し
ています。またラインストーン付きの耳鍼での施術
も可能です。痩身のみならず疾病治療も耳鍼で行っ
ております。

　3）陰陽五行セラピー：東洋医学の陰陽五行学説の考え
に基づき調合した5種類の陰陽五行オイル（木・火・
土・金・水）で、体質を 5種類（木・火・土・金・
水）に分け、患者さんの体質に合った陰陽五行オイ
ルを使用してオイルマッサージを行います。鍼灸と
併用することにより治療効果を高めることができま

す。美容鍼灸ではアムリクリニックとの連携したメ
ニューもいろいろあり、必要に応じて選ぶことがで
きます。

　また、日々忙しく、鍼灸治療を行っていると、疲れてい
ても自分のケアまでなかなか手が回らない。しかし他の治
療院には行きにくい…。当院はこういう校友会会員の先生
方の健康をサポートする役割も担っていますので気軽にご
来院ください。またアムリ医療センターでは鍼灸保険治療
の医師の同意も可能ですので気軽にご相談ください。森ノ
宮医療学園割引もありますので、詳細はホームページをご
覧ください。

アムリ鍼灸院院長　菊谷敏士
アムリ鍼灸院で日頃の疲れを取ってリフレッシュを！

　当医療センターでは、従来の一般疾患治療はもちろん、
抗加齢医学をベースに、東洋医学と西洋医学の両方から、
美容医療、鍼灸医療、フィトテラピー（植物療法）、アロ
マセラピーなどを取り入れた新しい治療を展開していま
す。何よりも、エスティシャン、アロマセラピスト、医師、
看護師、鍼灸師が互いに尊重し合い、一体となって、美
と健康を追求するという同じ目標に向けて日々努力して
います。
　お勧めの最新治療コースをご紹介します（下記）。すべ
てのコースには、鍼灸のメニューをオプショナルで組み
合わせることができ、相乗効果を得ることができます。
森ノ宮医療学園割引等もありますので、詳しくは、ホー
ムページをご覧ください。

【お勧めの最新治療コース】
●アムリ式美肌コース（オプショナルで美顔鍼あり）：フォ
トスキンセラピーおよび温熱療法により、美白効果、皮
膚の内側からの若返りを目指します。●アムリスペシャ
ルダイエットコース：脂肪融解剤と最新の温熱療法機械
での脂肪を融解＋機械マッサージで血行を促進。痩身専
門セラピストによるボディトリートメント（ダイエット
鍼灸を組み合わせも可）等でこれまでの痩身コースを超
える効果があります。●毛髪再生治療HARG（ハーグ）
●がん免疫細胞療法●代替療法・院長日比野佐和子式メ
ディカルアロマセラピー（フィトテラピー）：植物療法の
エキスパートである医師の監修により、技術、知識とも
に熟知したセラピストが施術します。

アムリ医療センター　院長　日比野佐和子

アムリ医療センターは、東西医療を融合して
美と健康を追求しています

☆アムリ医療センター
　場所：〒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（心斎橋駅直結）
　Tel：06-6241-5557 フリーダイヤル：0120-969757　

アムリ医療センター通信

ホームページ
 http://www.amri-clinic.jp
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治療室におすすめＢＯＯＫ

■秋の夜長にじっくりと日本語に触れてみては？
『物語だからわかる　
日本人も知らない日本語の常識』
小松田紋也著／経済界・リュウ・ブックスアステ新書

　言葉とは、その地域や風土、文化や世代に
大きく影響を受け、生み出されてきました。
　例えば、「魚」という字。もともと酒の席
での食べ物やつまみを＜サカナ＞、川や海
にいるものは＜ウオ＞と呼んでいたものが、
江戸時代、魚肉全般を＜サカナ＞と呼ぶよ
うになったとか。川や海で泳ぐ＜ウオ＞が、
まな板にのった途端＜サカナ＞になるわけ
です。
　日常の一語一語にこんなにも歴史や意味がこもっている日本語。
　タイトルは何だか大げさですが、ストーリー仕立てで読みや
すく、日本語のルーツが豆知識としてすんなり入ってきます。
　深まる秋の夜長に、日常で何気なく使っている日本語の意味
や語源をじっくりと堪能してみてはいかがでしょう。

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

■たまには違った方向に走ってみるのもいい
ペンギン・カフェ・オーケストラ
『ミュージック・フロム・ペンギン・カフェ』
（EMIミュージック・ジャパン：収録時間 45 分）

　古い大学には、お茶を飲んだりお昼ご飯を食べ
たりするスペースがあった。そこに集まってくる
のは主に大学院生やポスドクで、実験の待ち時間
にお茶を飲んで会話を楽しんでいる。話題は、週
末に観た映画のことであったり、音楽であったり、

普通の若者と大して変わらないものであるが、それぞれの研究
テーマになることも多い。大学院生にもなると研究分野が少しで
も違うとわからないことが多いが、最新の知識を披露してくれた
り、「どんなテーマが今流行っているか」という話が出たりする。
何気ない会話の中で、新たな発見があったり、自分の間違いに気
づいたりすることがある。
　私たち歯科医は、歯並びを良くすると、うれしくなって明るい
性格になるから、歯科矯正は良いことだと信じている。ある人か
ら、「矯正は子供が一番かわいいときに金属の装置をつけて醜く
している」と言われた。人形劇をしながら全国を廻っている人な
ので、たくさんの子供を見てそう思うのであろう。仕事の分野が
異なると、発想が違っておもしろい。
　京都大学で聴覚を研究している大学院生が、「ミュージック・
フロム・ペンギン・カフェ」を聴きながら論文を書いていた。若
い人だったので、なぜこんな古い曲を知っているのか不思議に
思ったが、彼女はコーラスが好なことを思い出した。
　混在していることの楽しさは、専門を持っていないとわからな
い。専門家の集まりも、簡単なことに気づかないことがある。み
んながいっせいに同じ方向に走っているときに違う方向に走るの
も、時にはいいことではないかと思う。

森ノ宮医療学園出版部　新刊ご案内

■季刊誌「鍼灸Osaka」94号

特集「小児の鍼灸治療」
B5判 105頁　2,039 円（税込・送料別）

次号予告
11月下旬発行予定　
95号特集「鍼灸はなぜ効くか？基礎研究の現状」（仮題）

近刊案内

『パーフェクトツボ暗記カード　リニューアル版』
アルテミシア刊 カードのサイズ：名刺サイズ　 
約 400枚・専用ケース入り　定価2,980円（税込）

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）

　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」を、プロ向けに加筆修正し 1冊
にまとめました。主要 75 穴について、古の名医たちの使った
ツボとその方法、現代中国や日本での有効疾患と治療方法を詳
しく記しています。実際の臨床に活用でき、読み物としても面
白い 1冊です。

■古典から現代まで、主要75穴について治療法、そして耳寄り話を収載！

『このツボが効く　
　先人に学ぶ 75 名穴』
谷田伸治（たにた　のぶはる）著　アルテミシア刊
Ｂ5判 240ページ　定価2,940円（税込）

　小児鍼だけでなく、必要であれば毫鍼も灸も用いるのは大人の治療と
同じ。しかし、小児の治療は、大人とは違うコツがある。発達時期の
特性に応じたコミュニケーションの取り方から治療法の選択、子供だ
けでなく親の信頼獲得に至るまで、ベテラン鍼灸師の経験を紹介します。

　「鍼灸はなぜ効くのか？」患者さんから尋ねられて、どう説明し
たらいいか…。東洋医学的な説明だけでなく、西洋医学的な説明
もできればより納得してくれるでしょう。鍼灸の効果を長年研究
してこられた先生方に、基礎研究の現状を紹介していただきます。

新　刊

　ベストセラー「パーフェクト　ツボ暗記カード」のリニュー
アル版です。この春からの教科書「新版 経絡経穴概論」に準
拠して、画像もカラーに。経絡別に色分けし、個々の経穴の位
置をわかりやすい人体図で表現。WHO記号番号とピンインも
収載。全身の経穴を視覚的・直感的に覚えるための工夫が満載。
実用新案登録。

■『新版 経絡経穴概論』に準拠し、リニューアル！

　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）▶

『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）

好評発売中！

事務局　パン田

☆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！
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「アロマコーディネーター資格取得講座」2010 春季コース受講生募集中！

　多くの要望に応えて、2010 年もアロ
マコーディネーター資格取得講座を開
講します。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 1つとしても注
目されています。本講座では、全 8回
（32時間）のレッスンの中で、精油の作
用などアロマセラピー全般の基礎知識、
実践方法、生活への取り入れ方などを、
理論的かつ実践的に学びます。あなた
も医療の幅を拡げてみませんか？　詳しくはホームページをご
覧ください。http://www.morinomiya.ac.jp

アロマでリラックス

　蒸し暑かった夏から、朝晩、急に涼しさを感じる季節になり
ました。季節の変わり目は特に体調を崩しやすいもの。体調管
理はまず栄養と睡眠から！　夜なかなか眠れない、夜中に何度
も目が覚めてしまう、眠りが浅い、疲れが取れない、などなど
…満足のいく睡眠がとれていない方が多いようです。体力の回
復には睡眠は大切なポイント。
　今回は、深い眠りにいざなってくれる精油をご紹介♪
【お薦め精油】
真正ラベンダー、 プチグレン、 マージョラム、カモミール・
ローマン、マンダリン
　これらは全て、交感神経の抑制、鎮静作用のある精油です。
精神的緊張を解き、心を落ち着かせ、安眠へ誘導してくれる働
きをします。眠りに関するトラブルをお持ちの方は、ぜひお試
しください♪
【使用方法】上記の精油の中から 1～ 2種類を選び…
　１．ティッシュに 3～ 5滴滴下し、枕元に置く。
　２．アロマランプなどに 3～ 5滴を滴下し、入眠前に寝室を
　　　香らせる。
　３．植物オイル 5mlに 3滴滴下し、前胸部をトリートメント。
　４．天然塩や蜂蜜などに 3～ 5滴滴下し、お風呂に入れる。
　（注！）妊娠初期の方は使用を控えましょう。

森ノ宮医療学園専門学校柔道整復学科教員　森　広子

みどりの風鍼灸センター  ～心に残る症例①～

　鍼灸師資格を取って６カ月後、あるきっかけで約４年間、開業
医の産婦人科で鍼灸師として働いていたときの症例である。
　30歳、女性、主婦。4カ月前から右眼窩部周辺から右側頭部に
ズキズキと拍動する痛みが出現した。痛みが週に1回と頻回に
なってきたので某病院内科を受診。三叉神経痛ではないかと診断
されて薬を服用していたが症状に変化はなかった。1年前に女児
出産。母乳を与えているのでホルモンのアンバランスによる頭痛
ではないかと思い来院した。 鍼灸治療4回目、頭痛が夜中から
明け方に出現する。嘔吐、閃輝暗点が随伴する。以上から脳神経
外科でCT、MRI等の精密検査を受けるように指示する。鍼灸治
療6回目、MRI検査で脳血管に異常が認められ、脳血管造影の
ため入院した。精査の結果は右側AVMであった。手術は２回に
分けて行うとのことである。その後、手術は無事成功したという
報告があった。
　AVMは先天性疾患で、脳血管発生のある時期に、動静脈間に毛
細管を有せず動脈と静脈とが直接吻合した奇形である。毛細管が
ないということは、末梢血管抵抗がきわめて小さく、動脈血圧が
そのまま静脈にかかっていく。したがって大量の循環血液がAVM
を通過して流れ、静脈の拡張、蛇行を来し、小さい静脈系がその
圧に耐えられず破裂し、くも膜下出血のみならず脳内に血腫を作
る。「AVMである」という診断は、くも膜下出血、てんかん発作
が出現してはじめてわかるというケースがほとんどのようである。
頭蓋内病変の疑わしい所見が１つでもあれば専門医療機関での精
密検査が必要であることを再認識させられた心に残る症例である。

みどりの風 鍼灸センター（附属診療所鍼灸室）　室長　中島　茂

■脳動静脈奇形（AVM）であった頭痛

診療所から

　現在、新型インフルエンザという新種の
インフルエンザが流行しています。
　流行が短期間に世界的に拡大し、多数の
人々が年齢を問わず感染する状態をパンデ
ミックと言います。今回の場合、新型ウイ
ルスに免疫を持たないヒトが大半なので、感染が拡大したと考
えられています。
　ヨーロッパで最も古い記載は紀元前 412 年のヒポクラテスと
リヴィによる記録です。11世紀には明らかにインフルエンザの
流行を推測させる記録が残っており、16世紀にはすでにインフ
ルエンザ（語源はイタリア語の infl uence: 影響で、当時、原因
がわからず、占星術師などが「星の影響」と呼んだことに由来
すると言われる）という名で呼ばれていたようです。
　わが国でも古くは平安時代にインフルエンザの流行をうかが
わせる記載があり、江戸時代には「はやり風邪」と呼ばれ、「お
駒風」「琉球風」などと流行によって世相を反映したさまざまな
名がつけられました。
　インフルエンザの予防は日常生活では体調を整えて栄養・睡
眠をとって抵抗力をつけること。ウイルスに接触しないように
人ごみへの外出は控える。インフルエンザウイルスは湿度に非
常に弱いので、室内を加湿器などで適度な湿度に保つことは有
効な予防方法です。外出後の手洗いとうがいの励行も大切です。
ハイリスク群など、どうしても予防が必要な方はマスクを着用
しましょう。罹患した人では、咳やくしゃみの飛沫から他人に
感染するのを防ぐ効果もあります。インフルエンザの症状が出
てから３～７日間は、まわりの人にうつす可能性があると言わ
れています。職場に復帰しても咳やくしゃみなどの症状が続い
ている場合はマスクを着用しましょう。
〈インフルエンザ情報サービス（中外製薬）参照〉

附属診療所院長　田中邦雄

春季コース：4月24日（土）より開講＊先行予約受付中！
　☆定員25名
　☆受講料（認定受験料込み）：
　　10万円 〈在校生・卒業生特別価格！〉
 　  12万円〈在校生・卒業生紹介の一般の方〉
　☆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）

■安眠のためのaromaレシピ♪

■インフルエンザについて
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　多くの皆様の深いご理解と温かいご支援により、第Ⅰ
期の寄付金募集が３月末をもって終了いたしました。こ
の間、総額30,074,000円と当初目標に掲げておりました以
上のたくさんのご寄付をいただき心より感謝申し上げま
す。
　さて、第Ⅰ期寄付金寄贈銘板を8月12日に森ノ宮医療
大学１階附属図書館前の廊下に設置させていただきまし
た。平成19年 12月 1日～平成21年 3月 31日に個人と
して10万円以上をご寄付いただいた方々のお名前、法人
は20万円以上の法人様名と代表者様名を銘記し、末永く
顕彰させていただきます。
　大学の白い壁に薄い水色が映える銘板です。ぜひ一度、
大学にお越しになってご覧ください。
　なお、銘板へのお名前のご記載につきましては、匿名
を希望された方、さらに恐縮ですが、割愛させていただ

いた多くの方々
には、これまで
本誌へご芳名を
掲載し、感謝の
意に代えさせて
いただいており
ますこと、ご了
承くださいます
ようお願い申し
あげます。
　寄付金募集は４月より第Ⅱ期に入っております。森ノ宮
医療大学のより一層の充実発展のためにご賛同いただき、
引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

法人室

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21年 3月 26日～ 8月 31日　お申込み分（敬称略）

　個　人
     

◆10万円  
熊谷　昴大（大・学生）
◆2万円  
堀　靖子 （専・卒業生）＊（3万円）
◆1万円  
髙野　邦博（専・保護者）
森畠　成子 （大・保護者）
矢野　次雄 （専・卒業生）＊（3万円）
（匿名） 1 名  ＊（3万円）

○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。
＊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21年
3月 26日より8月 31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、30,900,000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。
　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。

期　間 寄付金合計額

平成21年 3月 26日～
平成21年 8月 31日 　160,000

平成 19年 12月 1日～
平成21年 8月 31日 30,900,000

寄付金累計状況（平成20年8月31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

森ノ宮医療大学法人室

皆様方のご寄付に感謝して、第Ⅰ期寄贈銘板を設置いたしました。
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財務資料の内、消費収支計算書、資金収
支計算書、貸借対照表を千円単位で示し
てあります。
帰属収入 25 億 9442 万円、消費支出 15
億4232 万円、消費支出超過額は9億7913
万円になります。

科　　　　目 予　　算 決　　算
　　学生生徒等納付金 1,967,511,000　 1,974,633,937　           
　　手数料 29,200,000　 23,284,100　
　　寄付金 1,000,000　 3,874,000　
　　補助金 0　 451,376,000　
　　資産運用収入 7,600,000　 14,546,651　
　　事業収入 140,140,000　 161,361,810　
　　雑収入 2,400,000　  10,339,456　
　帰属収入合計 2,147,851,000　 2,594,415,954　
　基本金組入額合計 △2,017,518,000　 △ 2,031,226,651　
　消費収入の部合計 130,333,000　 563,189,303　

科　　　　目 予　　算 決　　算
　人件費 879,438,000　 849,470,247　

　教員人件費 675,044,000　 631,349,616　
　職員人件費　 176,119,000　 175,115,648　
　役員報酬 15,000,000　 9,039,000　
　退職給与引当金繰入額 13,275,000　 33,965,983　

　教育研究経費 518,703,000　 424,146,445　

　

　消耗品費 41,387,000　 32,558,962　
　光熱水費 28,444,000　 27,037,140　
　旅費交通費　 4,820,000　 3,196,165　
　奨学費・生徒活動補助金 33,430,000　 31,180,000　
　福利費 19,959,000　 19,571,677　
　通信運搬費 4,456,000　 2,676,943　
　印刷製本費　 4,330,000　 1,571,105　
　保守管理料 31,853,000　 30,379,787　
　修繕費 19,520,000　 2,118,690　
　損害保険料 2,203,000　 1,575,540　
　賃借料 3,452,000　 3,058,064　
　諸会費 5,033,000　 3,226,964　
　報酬委託手数料 6,450,000　 1,884,350　
　渉外費 1,063,000　 973,070　
　行事費 24,908,000　 18,752,062　
　教材費 44,400,000　 37,208,877　
　実習費 47,972,000　 38,874,166　
　研究費 34,461,000　 19,078,942　
　調査費 30,000,000　 8,915,376　
　雑費 3,200,000　 11,060　
　減価償却額 127,362,000　 140,297,505　

　管理経費 328,196,700　 268,702,489　
　消耗品費　 7,562,000　 6,881,029　
　光熱水費 3,714,000　 2,918,246　
　旅費交通費 5,720,000　 3,346,230　
　福利費 14,235,000　 6,135,740　
　通信運搬費 4,120,000　 2,901,256　
　保守管理料 5,400,000　 5,319,559　
　修繕費 2,000,000　 1,036,108　
　損保料・賃貸料　 1,480,000　 885,430　
　公租公課・諸会費・会議費 7,720,000　  6,563,174　
　報酬委託手数料 9,585,000　 8,621,565　
　広報費　 93,000,000　 92,207,630　
　研修研究費　 2,879,000　 1,332,020　
　渉外費・調査費 23,000,000　 379,218　
　雑費 2,734,000　 1,999,771　
　補助活動事業支出 125,529,700　 113,174,692　
　減価償却額 19,518,000　 15,000,821　

 資産処分差額 0　 4,224　
 予備費 46,000,000　 　
　消費支出の部合計 1,772,337,700　 1,542,323,405　
　当年度消費支払超過額　 1,642,004,700　 979,134,102　
　前年度繰越消費収入超過額 1,505,898,647　 1,439,350,233　
　翌年度繰越消費収入超過額 △136,106,053　 460,216,131　

科　　　　目 予　　算 決　　算
　帰属収入合計 　2,147,851,000　 2,594,415,954　
　前受金収入 1,042,930,000　 987,047,000　
　その他の収入　 86,633,616　 359,985,758　
　資金収入調整勘定 △1,077,648,840　 △1,543,295,375　
　前年度繰越支払資金 3,467,987,679　 3,467,987,679　
　収入の部合計 5,667,753,455　 5,866,141,016　

科　　　　目 予　　算 決　　算
　人件費支出 866,163,000　 815,504,264　

　消費収支と同額 879,438,000　 849,470,247　
　退職金（給与引当金繰入額）　 △ 13,275,000　 △33,965,983　

　教育研究経費支出 391,341,000　 283,848,940　
　消費収支と同額 518,703,000　 424,146,445　
　減価償却額 △127,362,000　 △140,297,505　

　管理経費支出 308,678,700　 253,447,386　
　消費収支と同額 328,196,700　 268,702,489　
　減価償却額 △19,518,000　 △15,000,821　

　施設関係支出 1,972,530,000　 1,972,135,000　
　土地支出 1,926,600,000　 1,926,600,000　
　建物支出 17,000,000　  16,905,000　
　構築物支出 18,930,000　 18,930,000　
　建設仮勘定支出 10,000,000　 9,700,000　

　設備関係支出 56,988,000　 36,172,344　
　教育研究用機器備品支出 35,288,000　 19,955,322　
　その他の機器備品支出 8,500,000　 5,049,846　
　診療所機器備品支出 1,000,000　 852,600　
　図書支出  12,200,000　 10,314,576　

　その他の支出（前期末未払金） 156,427,257　 444,895,198　
　予備費 11,000,000　 　
　資金支出調整勘定（期末未払金） △78,236,736　 △66,803,310　
　次年度繰越支払資金 1,982,862,234　 2,126,941,194　
　支出の部合計 5,667,753,455　 5,866,141,016　

科　　　　目 本年度末 前年度末
　固定資産  7,601,168,504　 5,740,212,510　
　有形固定資産 7,562,817,304　 5,709,812,510　

　土地　 4,573,751,670　 2,647,151,670　
　建物 2,464,735,788　 2,522,425,705　
　構築物 118,925,007　 108,556,783　
　教育研究用機器備品 125,581,864　 144,175,704　
　その他の機器備品 89,981,130　 116,569,315　
　診療所機器備品 2,995,751　 4,101,815　
　図書 177,146,094　 166,831,518　
　建設仮勘定 9,700,000　 0　

　その他の固定資産 38,351,200　 30,400,000　
　収益事業元入金　 30,000,000　 30,000,000　
　保証金 8,351,200　 400,000　

　流動資産 2,631,976,512　 3,529,210,422　
　　現金預金　 2,126,941,194　 3,467,987,679　
　　未収入金 476,492,875　 14,113,340　
　　貯蔵品 3,936,698　 4,190,980　
　　仮払金 0　 398,200　
　　立替金 24,605,745　  40,190,468　
　　前払金  0　 2,329,755　
　資産の部合計 10,233,145,016　  9,269,422,932　

科　　　　目 本年度末 前年度末
　固定負債 175,045,389　 141,079,406　
　　　　　退職給与引当金  175,045,389　 141,079,406　
　流動負債　  1,085,884,241　 1,208,220,689　
　　　　　未払金 64,473,555　 75,906,981　
　　　　　前受金   987,047,000　 1,066,802,500　
　　　　　預り金 34,363,686　  65,511,208　
　負債の部合計 1,260,929,630　 1,349,300,095　

科　　　　目 本年度末 前年度末
　第1号基本金 8,406,999,255　 6,400,772,604　
　第4号基本金 105,000,000　 80,000,000　
　基本金の部合計 8,511,999,255　 6,480,772,604　

科　　　　目 本年度末 前年度末
　翌年度繰越消費収入超過額 460,216,131　 1,439,350,233　
　消費収支差額の部合計 460,216,131　 1,439,350,233　
　負債・基本金・収支差額の部合計 10,233,145,016　 9,269,422,932　

学校法人
森ノ宮医療学園
平成20年度
決算報告概要

　消費収支計算書概要　　平成20年４月１日から平成21年３月３１日まで

《消費収入の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

《消費支出の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

　資金収支計算書概要　　平成20年４月１日から平成21年３月３１日まで

《資金収入の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

《資金支出の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）

《消費収支差額の部》　

《基本金の部》　

《資産の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：円）
　貸借対照表概要　　　　　　　　　　　　 平成21年3月31日

注１）表中、（＊印）科目は百万円未満の科目をま
　　　とめてあります。

《負債の部》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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