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連日猛暑となっておりますが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。日頃より竹羽会

の活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。この度、副会長を務めさせていた

だくこととなりました、医療技術短大 9期生の藤堂です。 

本年は 5 月 1 日に新元号となり、1 年の間に二度年越しをしたようなお祝いムードで、明

るいニュースとなりました。「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という

意味が込められた新しい時代、竹羽会としても「在校生と卒業生が集い、心を寄せ合い、互

いに育ち、発展していく」ことを願っております。 

竹羽会の卒後研修会は、一昨年度より新たな取り組みとして、卒業生の先生方に講師を依

頼させていただいております。2017年度は、脳卒中の急性期、回復期、生活期の各領域でご

活躍されている太田幸子先生、山本裕子先生、柳根建博先生にご講演いただきました。2018

年度は、臨床から研究分野まで神経系理学療法分野においてご活躍されている、島恵先生を

お招きしました。そして、本年度は大阪医科大学附属病院の太田善行先生に、運動器の理学

療法をテーマとして、肩や膝の実技も含めたご講演をいただく予定です。 

各領域でご活躍されている先輩方のご講演は、臨床的な学びのみならず、自身の専門性の

確立およびキャリアデザインにも繋がり、非常に貴重な機会となると考えております。ぜひ

沢山の会員の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

竹羽会 副会長 藤堂恵美子【9期生（竹羽会 9期）】 

        （巽病院介護老人保健施設） 

 

ttaakkeennoouucchhii  ––  kkaaiiddoo 
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日 時：平成30年11月17日（土） 14：30～16：50  

場 所：大阪府立大学 I-site なんば 2階 

講 師：島 恵先生（森之宮病院）【1期生（竹羽会 1期）】 

参加者：29 名 

研修会を終えて 

全体を通して、自分のやりたいことの軸は

しっかり持ちつつ、何事にもチャレンジして

いき、キャリアを積んでいけたらと思いまし

た。 

私は学年代表として竹羽会に参加していま

す。竹羽会を通じていつも先輩方のご活躍に

刺激を与えていただいています。大阪府立大

学の卒業生という縦の繋がり大切にし、さら

に後輩にもこの輪を広げていきたいと思いま

す。 

最後になりましたが、竹羽会の益々の発展

をお祈り申し上げますとともに、この度、ご

講演をしてくださった島先生、研修会を開催

してくださった先輩方に心より感謝申し上げ

ます。 

 

美越 栄里【府大 9期生（竹羽会 20期）】 

（大阪労災病院） 

 

この度、島 恵先生（森之宮病院）に「理学

療法士のキャリアデザイン～臨床・研究・マネ

ージメントの視点から～」というテーマでご講

演していただきました。 

今年から理学療法士として働き始めた私に

とって、これからのキャリアについて考える良

い機会になると思い、今回参加させていただき

ました。 

 ご講演を受けて通じて、理学療法士としての

臨床の重要性だけでなく、研究のおもしろさや

可能性、マネージメントの大切さを感じること

ができました。島先生自身のキャリアについ

て、経験談や実技を交えながら分かりやすく教

えていただきました。 

病院でチームの一員として働き始め、学生時

代には感じなかった、責任を感じる機会が多く

なりました。そのため、今回のご講演で組織を

円滑に動かす教育や経営といったマネージメ

ント力の重要性に深く共感することができま

した。また研究は患者さまに還元することを根

底に行うことが大事だと教えていただきまし

た。 

全体を通して、自分のやりたいことの軸はし

っかり持ちつつ、何事にもチャレンジしてい

き、キャリアを積んでいけたらと思いました。 

私は学年代表として竹羽会に参加していま

す。竹羽会を通じていつも先輩方のご活躍に刺

激を与えていただいています。大阪府立大学の

卒業生という縦の繋がり大切にし、さらに後輩

にもこの輪を広げていきたいと思います。 

最後になりましたが、竹羽会の益々の発展を

お祈り申し上げますとともに、この度、ご講演

をしてくださった島先生、研修会を開催してく

ださった先輩方に心より感謝申し上げます。 
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今年は 25名の大阪府立大学総合リハビリテーション学類 11期生の皆さんが卒業されまし

た。おめでとうございます！！医技短時代から通算すると 22 回目の卒業生です。竹羽会へ

のますますのご協力、よろしくお願いします。みんなでよい会にしていきましょう！！ 

 

 

氏名 所属施設名 所在地 

有原 和 奈良医療センター 奈良県 

糸田 美紗貴 防衛省航空自衛隊 奈良県 

雲林院 佑輝 巽今宮病院 大阪府 

大前 麻希 学研都市病院 京都府 

岡野 圭一郎 株式会社ハイマックス 神奈川県 

金山 篤樹 大阪府立大学大学院 大阪府 

岸 叶子 大阪南医療センター 大阪府 

北井 芳樹 帝塚山リハビリテーション病院 大阪府 

木矢 裕貴 大阪大学医学部附属病院 大阪府 

間遠 有希 高槻病院 大阪府 

笹田 啓太 阪奈中央病院 奈良県 

柴田 浩輔 学研都市病院 京都府 

髙橋 ひな 北大阪ほうせんか病院 大阪府 

武貞 ゆりか 関西労災病院 兵庫県 

中辻 紗葵 明治橋病院 大阪府 

野﨑 柚衣 神戸医療センター 兵庫県 

林 達也 松本病院 兵庫県 

福島 悠斗 自宅 ― 

三上 紘也 琵琶湖中央病院 滋賀県 

南 眞由香 大阪府立大学大学院 大阪府 

宮崎 喬平 SCSK株式会社 東京都 

薮田 拡武 日本生命病院 大阪府 

山本 彩乃 山の辺病院 奈良県 

吉岡 正訓 秋津鴻池病院 奈良県 

奥野 宏基 六心会 恒生病院 兵庫県 

    (敬称略) 
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今年も 5月 4・5日に SEA SIDE HOUSE かもめにて在校生の皆さまによる合宿（新入生

歓迎学外合宿研修）が行われました。 

今回も合宿の写真をいただき掲載させていただきました。天気にも恵まれたようで、楽し

い合宿になったことが写真からうかがえます。これからも合宿を通じて先輩後輩の輪が広が

っていけばと思います。 

今後も合宿に関しては、学年代表の先生方を通じてのメールによるお知らせになりますこ

とをご了承下さい。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹羽会 会長 杉山 恭二【看護大 1期生(竹羽会 10 期)】（大阪府立大学） 
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令和元年度定期総会開催のご通知 

竹羽会事務局長  中條 雄太 

拝啓 立秋の候、会員の皆様におかれましてはいよいよご清栄のこととお慶び申し上げま

す。 

さて、当会令和元年度定期総会を下記により開催いたします。今後の竹羽会について、

会員の皆様にご意見を頂ける良い機会になりますのでご出席いただけますようご案内申

し上げます。同封いたしましたハガキで、当日の出欠状況をご連絡いただけるようお願い

致します。なお当日お差支えのある場合は同封のハガキの委任状をご利用ください。賛否

の表示とご捺印のうえ 9 月 20日（金）までにご返送いただきますようお願い致します。 

敬具 

 

 

記 

日  時：令和元年 10 月 20日（日） 13：00～（12：30～ 受付開始）  

場  所：大阪府立大学 I-siteなんば  

審議議題：第一号議案 平成 30年度事業報告 

第二号議案 平成 30年度決算報告 

第三号議案 令和元年度事業計画 

第四号議案 令和元年度予算案 

第五号議案 人事に関する件 選挙について 

 

問い合わせ先：竹羽会事務局 tikuwakai@yahoo.co.jp（事務局長 中條雄太） 

     

以上 

 

     

以上 

 

以上 

 

mailto:tikuwakai@yahoo.co.jp
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令和元年9月1日 

会員各位 

竹羽会 選挙管理委員会 

委員長 谷口 陽一  

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、竹羽会役員選挙に関して下記のとおりお知らせいたします。 

 なお選挙は令和元年10月20日の定期総会において行いますのでよろしくお願い申し上

げます。 

                                    敬具 

記 

1．立候補者名 

  会長候補 ：1名（定数1） 

  副会長候補：2名（定数2） 

  監査候補 ：2名（定数2） 

 

2．選挙投票日  令和元年10月20日（日） 

 

3．会長、副会長および監査について 

  いずれも定数と同数ですので、規約細則により無投票当選となります。 

 

4．立候補者の氏名および趣旨 

 

会長立候補者 1名 （定数1） 

〇会長：杉山 恭二 【学部 1期（竹羽会 10期）】（大阪府立大学） 

 私は、これまで学術部長・副会長を務め、この 2年間は会長として竹羽会の執行部の活

動に携わりました。私が入会した当時、会員数は 150名程度でしたが、現在は 500名以上

の会員の皆様で構成される大きな会へと発展して参りました。会員数が増え、同窓生のつ

ながりが広がることは大変喜ばしいことです。しかし、近年の大きな課題は、役員の業務

負担増加です。この課題に対して前河西会長より引き継ぎ、持続可能なシステムの構築の

ために年間スケジュールやマニュアルの作成や業務の簡素化などに取り組んで参りまし

た。また、会員の皆様の理学療法士としての資質向上および会員同士の密な関係性の構築

を目指して、研修会の講師に卒業生の先輩をお招きしております。おかげさまで、同窓会

だからこそできる暖かい有意義な研修会の場を少しずつ作ることができております。至ら

ない点も多々ございますが、あと 2年会長という立場を頂戴し、竹羽会のさらなる発展と

持続可能なシステムの構築に努めたいと考えております。会員の皆様のご支援を賜れまし

たら幸いに存じます。 
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副会長立候補者 2名 （定数 2） 

 

〇副会長：佐野 佑樹 【学部 2期（竹羽会 11期）】（大阪急性期・総合医療センター） 

私は、現副会長として竹羽会執行部の活動に携わっております。副会長として、会長を

補佐しながら、執行部会の運営がスムーズに進むよう努めてまいりました。 

年々、竹羽会の会員数も増加しており、大きな組織となっております。臨床経験が 20

年を超える先輩方から若手の皆様にまで役立つ情報を提供していくことは、大変困難では

ありますが、今後の課題と考えております。また、時代の変化とともに、個人情報の管理

や情報の発信方法も検討していく必要があります。 

先輩方が築いた竹羽会の理念を踏襲しつつ、時代に合わせて柔軟に対応していけるよう

なシステムを作っていきたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇副会長：藤堂 恵美子【9期生（竹羽会 9期）】（巽病院介護老人保健施設） 

私は、2005 年度より広報部員、2009 年度より広報部長として、竹羽会執行部の活動に

携わりました。2017年からは副会長を務めさせていただき、竹羽会の発展を目指して活動

してまいりました。また、役員業務の効率化のために、年間スケジュールやマニュアルの

作成にも取り組みました。新しい世代の役員も増え、時代の流れに即した形で持続可能な

システム構築が急務の課題であると考えております。 

そこで、さらに 2年の期間を頂き、会長の補佐として竹羽会の発展およびシステム構築

に尽力したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

監査立候補者 2名 （定員 2） 

 

○赤井 友美 【8期生（竹羽会 8期）】（シニアスタイル武庫之荘） 

推薦者：杉山 恭二 他 4名 

 

○河西 由喜 【8期生（竹羽会 8期）】（協和会病院） 

推薦者：杉山 恭二 他 4名 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日 時：令和元年 10月 20 日(日)13：30～16：30 (13：00～受付開始) 

場 所：大阪府立大学 I‐siteなんば 

講 師：太田 善行先生【2期生（竹羽会 2期）】(大阪医科大学附属病院) 

 

内 容： 

 今年度の研修会では、大学病院での幅広い経験をお持ちでいらっしゃいます、卒業生の太

田善行先生をお迎えしてご講演いただきます。臨床で理学療法を行っていく上でポイントと

なる視点をお話いただきます。また肩関節の触り方を題材に座位、立位姿勢での実技演習を

含めての内容となっております。 

中堅以上の先生方だけでなく、若手の先生方にも臨床の一助となる内容を考えておりま

す。是非多数の参加をお待ち致しております。 

 

 

学術部部長 高橋 勇輝【府大 4 期生(竹羽会 15 期)】（大阪急性期・総合医療センター） 
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 『竹内街道』では、会員の皆様からの投稿原稿を大募集しています。「こんな研修会に参

加してきました」「こんな勉強会をやってます」「今度、同窓会があります」などなど、内容、

文字数等問いません。会員に知らせたいことを何でも良いので広報部までお寄せください。 

次号は、令和2年夏頃発行予定です。投稿お待ちしています！！  

広報部長 上月 未衣菜【府大4期生（竹羽会15期）】      

（大阪急性期・総合医療センター） 

                E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp 
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平成 30年度会計決算（H30.4.1～H31.3.31）を報告いたします。決算は監査の承認を受けて

います。令和元年年度総会にて会員の皆様にご報告させていただきます。   

財務部長 村上達典【府大 3 期生（竹羽会 14 期）】 

監査 太田 幸子【5期生（竹羽会 5期）】 河西由喜【8期生（竹羽会 8期）】 

 

 

 ・振込手数料はまことに恐縮ですが 

 ご負担をお願いいたします． 

・必ず振込み者の氏名と期数を入れて下さい． 

例：「ﾘｶﾞｸ ﾊﾅｺ ｶﾞｸﾌﾞ1」「ﾘｶﾞｸ ﾀﾛｳ ﾌﾀﾞｲ2」 

・ATMからも振込みができます 

 （専用の用紙をお渡しします）． 

 

竹羽会「永久会費」に関するお問い合わせは

下記までお願いします． 

財務部： 

村上達典【府大 3 期生（竹羽会 14期）】 

 （JCHO星ヶ丘医療センター） 

 TEL：072-840-2641 

 E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp 

 竹羽会の運営は，会員の皆様から収めて頂

く会費によって支えられています．未納入の

方は是非ともお収め下さい．なお，会費は永

久会費で20,000円となっております． 

たいへん大きい金額ではございますが，勉強

会開催などの費用に割り当てる大切なお金

です．よろしくお願いいたします． 

 <郵便振替口座> 

振替口座：00910-7-223456 

加入者名：竹羽会 

･研修会場で直接納入して頂くことも 

可能ですので、よろしくお願い致します。 
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竹羽会では、研修会(年 1回)及び執行部会(2～3回)、広報誌の発行、卒業生への電報の送

付などの活動を行っています。活動は、会員からの永久会費及び外部からの研修会参加費に

よって運営されています。これまでの活動を参考にして、各部の部長が年間予算案をたてま

したので、次回の総会までに会員の皆様にご確認して頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊年間予算は、活動内容によって増減する場合があります。 

＊平成 31(2019)年 4月 1日～令和 2(2020)年 3月 31日の期間で立てています。 

 

財務部長 村上達典【府大 3 期生（竹羽会 14 期）】 

会誌の発行時期や、内容に関して検討し、見直しを進めております。皆様に楽

しんで頂けるような会誌を作っていきたいと思いますので、ご意見等ございまし

たら宜しくお願い致します。（上月） 

 

会誌作成にあたり、皆様ご協力ありがとうございます。より良い会誌を目指し

て頑張りたいと思います。（上田） 

事務局長：中條 雄太【府大5期生（竹羽会16期）】 

〒573-1191 枚方市新町 2-3-1 

関西医科大学附属病院 リハビリテーション科 

TEL：072-804-0101 

E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp 

※竹羽会各部への問い合わせ先が統一されましたのでご注意ください。 

所属の変更等がございました

ら，こちらまでお知らせ下さい． 


