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秋も深まり、朝夕は肌寒さを覚える季節になりましたが、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。
新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) が世界中に蔓延、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックは延期が決定し、世界中の都市が封鎖され、日本でも外出自粛となりました。6
月末現在、全世界の感染者は累計で 1000 万人を超え、今なおその猛威は止まる所を知りま
せん。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
会員の皆様におかれましても、COVID-19 感染者を受け入れている施設、あるいは、直接対
応をされた方々もいらっしゃるかもしれません。また、直接的には関わりのなかった施設や
職場においても、日常とは異なる対応や緊張感をもちながら仕事をされていたのではないで
しょうか。自身や家族が感染する恐怖と闘いながらも、患者さんを助けるために日々奮闘し
ているすべての医療従事者に敬意を示しつつ、私自身も目の前の患者さんのためにできるこ
と、感染を広めないためにすべきことを日々考えながら生活していきたいと思います。
今もなお COVID-19 感染者は増えています。この現状を踏まえ、6 月には政府から「新しい
生活様式」が提言されましたが、竹羽会でもそれにのっとり、今年度以降の活動の見直しを
検討しています。まず、前回の開催で 24 回を数えた研修会ですが、今年度はやむを得ず中
止といたしました。ご準備いただいていた講師の先生方には大変ご迷惑をおかけしましたこ
とを心よりお詫び申し上げます。また、私たち執行部の会議も web 上にて実施しており、今
年度の総会も web にて実施できるよう準備を進めております。さらに、竹羽会が発足して 10
年以上が経過し昨年度卒業生で竹羽会 23 期となるなど、会員数は毎年増加しております。
個人情報の取扱いも厳しさを増しており、年々会員の把握が難しくなっております。先輩方
が築いて下さった竹羽会を、これからも引き継いでいく上で、執行部の業務軽減を目指して
会議を重ねております。決まり次第改めてご報告できればと考えております。
皆様が安心して暮らせる日々が再び訪れることを心より祈っております。今後ともよろし
くお願いいたします。
竹羽会

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

「ソーシャルディスタンスをとりながらの研修会」
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日 時：2019年10月20日（日） 13：30～16：30
場 所：大阪府立大学 I‐site なんば
講 師：太田 善行先生(大阪医科大学附属病院)
参加者：21名

研修会を終えて
参加者：87名
この度、太田 善行先生(大阪医科大学附属病
院)に「臨床に生かす動作分析」というテーマ
でご講義いただきました。
私は学生の頃から実習などで苦手だと感じ
ていた動作分析を学べるいい機会になると思
い、今回参加させていただきました。
講義では、動画を使用した動作分析、効果的
なトレーニングや触診を行いました。動作分析
では動画を見て自分で対象者の問題点を考え
ました。わからない点も多くありましたが、そ
の後の太田先生の解説で動作の原因を理解す
ることができました。自分で分析できた点もあ
って、少し自信になりました。苦手意識はまだ
ありますが、これから病院で多くの経験を積ん
で成長していきたいと思います。トレーニング
や触診では、実際に身体を動かしてよく見られ
る代償を確認しながら行いました。さらにその
代償が出ない効果的なトレーニング方法を壁
や椅子を用いて教えていただきました。私はこ
の講義で教えていただいたトレーニングを病
院で実践しています。患者さんにもこの方法は
よく効くねと言っていただけました。

全体を通して臨床で生かせる内容が多く、
とても勉強になりました。これからもこのよ
うな研修会に参加し、少しでも学んだ知識を
患者さんのために使えたらいいと思います。
そのためにも、様々な分野で活躍される先輩
方がいる竹羽会の繋がりを大切にしていきた
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太田先生、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。

武貞 ゆりか【府大 11 期生(竹羽会 22 期)】
(関西労災病院)
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今年は 23 名の大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療法学専攻 12 期生の皆さん
が卒業されました。医技短時代から通算すると 23 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

伊勢 淳之介

戸塚共立第 2 病院

神奈川県

上田 翔大

社会医療法人愛仁会

井上病院

大阪府

上羽 凌雅

大阪府立大学大学院

大阪府

大角 美由紀

姫路医療センター

兵庫県

荻原 加奈

済生会守山市民病院

滋賀県

角谷 陸

邦和病院

大阪府

日下部 亮太

兵庫県立総合リハビリテーションセンター

兵庫県

倉田 夏芽

プレサンス住販

―

小林 美緒

大阪府立大学大学院

大阪府

竹田 紗菜

―

―

田中 奈々

牧整形外科病院

大阪府

谷澤 茜

大阪府立大学大学院

大阪府

田村 明日菜

大阪発達総合療育センター

大阪府

土居 幸代

大阪回生病院

大阪府

永井 章恵

城山病院

大阪府

新居 直輝

徳島大学大学院

徳島県

濱谷 寛太

済生会奈良病院

奈良県

原田 菜海

大阪府立大学大学院

大阪府

平尾 峻

第二大阪警察病院

大阪府

山上 晴暉

京都医療センター

京都府

山崎 翔太

ゼット株式会社

―

山本 敦暉

大阪府立大学大学院

大阪府

吉村 円花

学研都市病院

京都府
（敬称略）
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日頃より、竹羽会の運営にご協力いただきありがとうございます。会長を務めさせていた
だいております杉山です。おかげさまで、竹羽会会員は 600 名程度となり、喜ばしいことに
同窓会組織が大きくなっています。多くの学年代表や執行部役員に、ボランティアで組織運
営していただき感謝しております。近年の働き方改革や今般の新型コロナウイルス感染症の
流行により、世の中の組織運営が大きく変化しております。その中で、竹羽会の組織運営も
大きな変革を行う必要性を感じています。まずは、総会や会誌・ホームページを変更し、効
率的な運営を進めていきたいと考えております。
1. 総会および研修会（今年度からの変更）
今年度は、新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑みて、研修会は中止とさせていただ
きました。例年、研修会と同日開催している総会については、対面での実施を行わず、オン
ライン総会を開催いたします。初の試みで、不慣れな点も多くご迷惑をおかけすることもあ
るかと存じますが、ご協力をお願いいたします。
また、総会の委任状は、往復はがきだけでなく、Google form を用いた電子委任状（QR コ
ードでアクセス）も利用いただけるように準備しております。今回の電子委任状の運用に不
具合がなければ、来年から往復はがきを廃止することも検討しております。
今年度は感染症対策の一環として、総会の開催方法を急遽変更させていただきますが、今
後も皆様にご参加いいただきやすい方法を引き続き検討して参ります。
2. ホームページリニューアルと会誌のデジタル化（来年度以降の変更）
現在、広報活動として、会誌（竹内街道）を郵送させていただいておりますが、「少しで
も多くの会員に広報誌を読んでいただきたい」という思いに加え、近年のペーパーレス化を
受けて、会誌をデジタル化いたします。そのため、ホームページをリニューアルし、会誌を
電子媒体（PDF）にて閲覧できるようにいたします。さらにその結果、広報部の業務効率化・
会誌の可読性・伝播生の向上・郵送費の削減が期待されます。これまで慣れ親しんだ紙面が
お手元に届かなくなることは少し寂しい気持ちになられる方もおられると思いますが、ご理
解いただけましたら幸いです。
また、ホームページのリニューアルに伴い、問い合わせフォームを利用して会員情報の変
更なども簡便にできる仕様に変更いたします。
今後も、竹羽会が長く持続可能な会として存続していけるように、組織の運営方法を改善
して参ります。皆様、ご理解とご協力をお願いいたします。
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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2020 年度定期総会開催のご通知
竹羽会事務局長

拝啓

中條 雄太

秋冷が爽やかに感じられる好季節、ますますご活躍のことと存じます。

さて、当会 2020 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。今年度は、Zoom を用いたオンラインで総会を開催いたします。同封いたしま
したハガキもしくはハガキに記載している QR コードで、当日の出欠状況をご連絡お願い
致します。なお当日ご都合がつかず欠席される場合は同封のハガキもしくはハガキに記載
している QR コードによる電子委任状にて委任状の提出をお願いします。期日までにご返
送、ご連絡いただきますようお願い致します。
なお、ご出席いただける方には、総会のご案内（Zoom の URL や注意点）をメールにて送
付させていただきます。メールアドレスをお知らせいただきたいので、ご出席いただける
方は、QR コードでの連絡をお願いいたします。
敬具

記
日

時：2020 年 12 月 4 日（金） 20:00-20:30

場

所：Web 開催（Zoom）

審議議題：第一号議案

2019 年度事業報告

第二号議案

2019 年度決算報告

第三号議案

2020 年度事業計画

第四号議案
第五号議案

2020 年度予算案
規約の変更について（理事・総会の定足数の変更等）

締め切り：2020 年 11 月 20 日
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
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2019 年度会計決算（2019.4.1～2020.3.31）を報告いたします。
決算は監査の承認を受けています。2020 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 赤井友美【8 期生（竹羽会 8 期）】河西由喜【8 期生（竹羽会 8 期）】

※過去の事業年度変更に伴い会計計上の時期にずれが生じており、今年度の会費収入の予算計上を便宜上なくすことで調整した。

・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．

竹羽会の運営は，会員の皆様から収めて頂

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」

く会費によって支えられています．未納入の

・ATMからも振込みができます

方は是非ともお収め下さい．なお，会費は永

（専用の用紙をお渡しします）．

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

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．

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

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）

･研修会場で直接納入して頂くことも

E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp

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頂きたいと思います。

部

主な内訳

予算

学術部

研修会中止のため計上せず

0円

事務局

執行部会会議費(3,000 円×20 名×年 3 回)

厚生部

府立大卒業式の祝辞

広報部

広報誌印刷・広報誌発送

財務部

振込手数料、雑費（のり、付箋等文房具類）

1,000 円

ホームページ部

ドメイン管理費・年会費(4,860 円)
ホームページ構築費（275,000 円）
システム利用料（月額 6,600 円×6 ヶ月分）

319,460 円

180,000 円
1,400 円
160,000 円

年間予算（合計）

661,860 円

＊年間予算は、活動内容によって増減する場合があります。
＊2020 年 4 月 1 日～2021 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）】
（JCHO星ヶ丘医療センター）
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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います」「今度、同窓会があります」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、2021年夏頃発行予定です。投稿お待ちしています！！
広報部

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
広報部 〇〇 〇〇【〇期生（竹羽会〇期）】（所属）
E-mail：〇〇〇〇
上月：本年度の会誌は新型コロナウイルス流行に伴い、研修会が中止になり、また執行部
会議がオンライン上での開催になるなどの状況下での編集作業となりました。
経験ない状況で戸惑いもありましたが、本誌を見て少しでも楽しんでいただけ
ましたら幸いです。
上田：紙面での会誌は今回が最後となりますが、今後も変わらず皆さんに情報をお届け
できるよう頑張ってまいります。よろしくお願いします。
野村：初めて作業に参加させていただきました。微力ながら編集に貢献できたかなと嬉しく
感じました。また今後とも頑張っていきたいと思います。

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．

事務局長：中條 雄太【府大5期生（竹羽会16期）】
関西医科大学附属枚方病院 リハビリテーション科
E-mail：tikuwakai@yahoo.co.jp
※事務局アドレスが学術部と統合したのでご注意ください
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