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ＡＭＧ協議会リハビリテーション部 

部長 奥村 博文

 私は、50過ぎのおじさんでありながら、占いを気にして、毎朝テレビのデータ情報を 3 局確認します。占い

の結果に一喜一憂はしませんが、自分の星座が良い順位だと、1日がうまく行きそうな気がする 

し、自分の星座が悪い順位だと、気を引き締めて仕事に取り組もうと思います。まあ、どちらにせよ、占 

いの結果を知ることで、私にとってはプラスしかないのです。 

  

占いといえば、本などを購入してすぐ結果が確認できるものだけでも、たくさんあります。何星人とか、動物

占いとか、運命数を割り出してとか・・・。 

簡単に出来るものしか試したことはありませんが、私の場合、往々にして書いてあることにさほど差がありま

せん。書いてあることが、笑ってしまうほど同じような事柄ばかりなのです。 

 

多くの場合、書いてあることは以下のようなことです。 

 

〇 生まれもって、何事にも才能に恵まれていない。 

〇 努力しても、大成功したり、大金持ちになったりすることも無い。 

〇 周りの人にとても恵まれていて、すぐに誰かが助けてくれる。人生苦労することが全く無い。 

〇 苦労もしないので、成長もしない。 

 

 悲しいほどに当たっています。 

  

 私の場合、40 歳ぐらいまでは、本当に上司に恵まれておりましたし、身近な上司が居ない立場になった 40

歳を過ぎたころからは、特に後輩の方々にとてもとても恵まれておりました。今も、優しい後輩の方々が上手に

実際に 50 年以上生きていて、自身の才能は感じた分野もありません。占いって当たるのかもしれません。私が、

占いを気にするようになったのは、占いをきっかけに、「周りの方々のおかげ」を意識し始めてから、とっても

運が良くなったからです。30 年間、車の事故にあったこともありませんし、大きな病気、怪我もしたことがあ

りません。多くの魅力的な方々に出会う機会も頂いております。 

 

 

AMG リハビリテーション部広報誌 

連携・信頼・進化の AMG リハ 

リハビリテーション部 基本方針 

 

1. お互いに高められる関係づくり 

2. 新しい時代を創出する体制づくり 

3. 地域包括マネージメントシステムの確立 
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何がきっかけでもいいのですが、「周りの方々のおかげ」を感じる時間を持つと、自分が良い状態に保ちやす

くなるのではないでしょうか。 

 

 

 寒暖差の激しい気候ですから、お体に十分気をつけてくださいね。 

1月13日の第27回埼玉県理学療法学会に参加・ご協力していただいた方々、ありがとうございました。

中村理事長先生にも講演していただき、上尾中央医科グループがリハビリテーションに理解があることや理

事長先生のすばらしさを知っていただいた学会となりました。また、理事長先生には先日の AMG 学会でも

リハビリテーション部門のことを話していただき感謝ですよね。 

AMG 学会でも話題になりましたが、「上尾中央医療専門学校の作業療法学科の AMG 家族特待制度（入

学金半額）」について、AMG 職員の三親等以内の方であれば受けられますので、そのような方がいらっし

ゃいましたら是非、検討していただければ幸いです。 

 

 さて、皆さんは、テンセグリティという言葉を知っていますか。 

『ウィキペディア（Wikipedia）』によると、テンセグリティ（tensegrity）とは、

バックミンスター・フラーにより提唱された概念で、Tension（張力）と Integrity

（統合）の造語。テンセグリティは構造システムが破綻しない範囲で、部材を極限

まで減らしていったときの最適形状の一種とも考えられている。 

←テンセグリティ模型 

 

筋膜の構造などの話でも出てくる考え方ですね。筋膜理論では、テンセグリティ構造で体を支えているこ

とが分かってきた。 

東京大学の川口健一教授（建築が専門）によると、強くて軽い骨組み（テンセグリティ骨組み）が細胞内

にもあることが分かってきた。細胞分裂に伴ってスクラップ＆ビルドが行なわれている。いつの間にか生物

は、軽くて強い骨組みを選んでいるのだと。 

痛みなどの治療の際にも、結構使える理論ですね。ROM 訓練の際、動かそうとする陽圧に加えて、その

先または対照的な位置に陰圧を施すことで、可動域を広げることができます。 

結構、治療でも使えますよ。試してきてください。 

 地域包括ケアも広い意味で助け合い、張力構造と似ていますね。いろんなバランスが大切ということでし

ょうか。 

  

◆奥村部長ホットライン 

TEL：048－775－6466  MAIL： hirofumi.okumura@achs.jp 

なんでもご相談ください 

◆AMG 地域健康推進研究所 

TEL：048－778－2805  MAIL：toru.maesono@achs.jp 

            FAX：048－778－2806 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC
mailto:TEL：048－775－6466
mailto:hirofumi.okumura@achs.jp
mailto:toru.maesono@achs.jp
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杉並リハビリテーション病院 

干場竜志 

 

PT 部会が主催するスペシャリティ研修は今年度 4 回開催予定です。 

今回はその 2 回目!!受講者の好評をいただき、ここ数年定例開催している“循環器疾患：心不全の

基礎”を 1 月 28 日(月)に開催しました。 

 

特に冷え込んだ当日、上尾中央総合病院臨床研修センターに集まった受講者は総勢 25 名。 

信頼感抜群の講師、川邉係長(上尾中央)のご厚意により、AM、PM の二部構成。 

AM は急性期・回復期従事者向け、PM は維持期従事者向けでした。 

AM、PM 両方(終日)参加の方も 14 名いらっしゃいました。 

内容が重複する部分もありますが、苦手意識克服の為に、2 回聞くのも有効(笑) 

(私の勝手な主観ですけどね♪) 

 

治療・検査の進歩に伴って、講義内容もアップデートされ、進化を実感しました。 

このような勉強会は 10,000 円以上の受講料がかかると思いますが、AMG のスケールメリットに

よって、無料で受講できるのは嬉しい限り❢ 

心臓リハビリテーションの施設基準を取得していなくても、何らかの併存疾患から心不全を呈する

対象者は非常に多いです。自施設のみでは相談・解決できない課題を AMG リハビリテーション部

の連携によって解決に導く一助になれば幸いです。 

 

PT 部会では「連携・信頼・進化の AMG リハ」という理念の基、今年度はあと 2 回のスペシャリ

ティ研修会を開催致します‼ 
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OT 部会活動報告＆次年度計画 
 

平成 27 年度より再始動した OT 部会は、研修会・相談会などを企画・運営しています。 

OT 部会が願っていることは、 

 

・対象となる人々とその家族が、より良い自己選択・自己決定ができ、望む暮らしが実現することです。 

・また、それを AMG の OT の皆様が、OT のやりがいをもって、いきいきと働き続け、 

「対象となる人々の望む暮らしを実現する」 ための支援をさせていただけることです。 

 

これらを実現するために、OT 部会では様々な講師の先生方をお呼びし、OT 部門管理者の皆様と一緒に、 

現場でできることを考えていきます。皆様の日々の関わりの一助になれば幸いでございます。 

これまでの OT 部会の活動と、次年度の計画をご報告いたします。 

 

【平成 27年：OT部会再始動の年】 

 ・OT 部会勉強会 

講演：佐藤雅彦 様 

（51 歳でアルツハイマー型認知症の診断を受けた当事者 

        「認知症とともに生きる」ことの発信を続けている。） 

 

【平成 28年：生活行為向上マネジメント(MTDLP) セルフケアの年】 

 ・第 1 回研修会 

   「MTDLP の臨床実践 セルフケアに介入するポイント」 

   リハビリテーション天草病院 高橋啓吾 先生 (認定 OT,MTDLP 指導者) 

 ・第２回研修会 

  「環境面から考えるセルフケアへのポイント」 

   パナソニックエイジフリー 船谷俊彰 先生 (OT,住宅改修を多数手がける会社) 

 

【平成 29年：生活行為マネジメント 家事動作の年】 

 ・第１回研修会 

「MTDLP 概論 ～実践について～」 

    上尾中央医療専門学校 梅津聡 先生 

 ・第２回研修会 

「家事動作について」 

    もっち 様（39 歳で左片麻痺となる。片手で料理する動画を Youtube に掲載 

HP：http://mogumogumocchi.blog.fc2.com/ ) 

 ・第３回研修会 

「MTDLP での症例検討 ～家事～」 

    OT 部会 

我妻科長(八潮) 

が加入！ 

メンバー： 

後藤係長(なみき) 

佐伯係長(さがみ) 

山中科長(芦名) 

松下係長(柏) 

が加入！ 

http://mogumogumocchi.blog.fc2.com/
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【平成 30年：AMG作業療法士理念の年 価値観に寄り添う年】 

日本作業療法士協会作業療法士の定義が変更され、「AMG 作業療法士理念」を策定 

 ◆研修会 

  生活行為向上マネジメントの実践を広げるための研修を継続しつつ、 

「より良い自己選択・自己決定」を支援するための、「価値観によりそう」研修を実施 

・第１回：「MTDLP 概論 ～臨床での実践に向けて～」  上尾中央医療専門学校 生

方剛 先生 

・第２回：「意思・価値観の捉え方」  柏厚生総合病院 松下係長 (OT,キャリアコ

ンサルタント) 

・第３回：「面接から見えてくる患者・利用者の意欲  

～本人の想いに寄り添う方法を学ぶ～ 」 

        神奈川県済生会横浜市六浦地域包括ケアプラザ 

         中村匡宏 先生 

(社会福祉士、認定ケアマネージャー) 

 

 ◆管理職相談会 

  OT 部門管理者が顔を合わせて相談しあえる関係づくりを 

  目的に相談会を実施 理念の実現に向けた取り組みを検討 

・第１回：各病院施設の OT 管理者が集まり悩みの相談 

AMG OT 理念の説明 

・第２回：AMG OT 理念を参考に次年度の取り組みを検討 

 

 

【平成 31年度の計画：くらしの提案に向けて】 

 ◆研修会 

  ・7 月：生活行為向上マネジメントの基礎 

  ・11 月：得た情報から目標設定について 病期別のポイント 

       （「意思・価値観・意欲・想い」から 

目標設定のポイントを検討する） 

  ・2 月：事例検討会 

「評価ツール＆非構成要素の評価から生活を考える」 

 ◆管理職相談会 

  ・8 月：OT 部門行動目標の振り返り 

  ・12 月：2020 年に向けた OT 部門理念立案について 

  クラスター単位での集まりも検討中 

 

 

 

 

岡林係長(上尾) 

齋藤主任(あけぼの) 

が加入！ 
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【OT部会の想い】 

2018 年 5 月 日本作業療法士協会の定時社員総会にて、 

新たな「作業療法の定義」が承認されました。 

 

法律は変わっていませんが、時代の変化に合わせて作

業療法の 

定義は大きく変わり、作業療法士が関わる幅の広さや、 

作業療法士がやるべきことがより見えやすくなった

ように思います。 

（定義の補足として５つの注訳もありますので、 

是非「作業療法 定義」で検索してみてください。） 

 

 

これからも、対象となる人々の健康と幸福を促進でき

るよう、 

AMG の OT として、「作業」に焦点をあてた、より

良いリハビリテーションを一緒に考え続けていきましょう。 

 

 

OT 部会は、そのための知識を得る機会や、やるべき作業療法を考えるきっかけづくり、

OT 部門を盛り上げていく人同士が関わり、気軽に相談しあえる場の企画などを行って

いきます。 

それらによって、AMGのOTひとりひとりがいきいきと働き、それぞれのOT部門や、

AMG リハビリテーション部が発展し、より多くの人々の幸せを支援していけると考え

ています。 

 

これまでの研修会・相談会にご参加いただいた皆様、出席にご配慮いただいた皆様、本当にありがとうござ

います。 

今後も、OT 部会の活動にご理解・ご協力を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。 
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吉川中央総合病院 

ＴＨＡを施行し、デュシェンヌ歩行を呈した症例 

～歩行効率改善を目指した治療について～ 

メディカルトピア草加病院 

埼玉回生病院 

パーキンソン病を呈した長期療養患者に対し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サブチーフ研修の歩み 

サブチーフ研修は、吉川中央総合病院の櫻場勝氏

の“ボヤキ”で始まった第 2 クラスターならではの取組であ

る。第２クラスターは、吉川中央総合病院、八潮中央総合病

院、メディカルトピア草加病院、三郷中央総合病院、越谷誠

和病院、埼玉回生病院、ケアセンター八潮、三郷ケアセン

ターで構成されています。 

 タイトルの通り、横のつながりを大事に、大切に若手を育成

することを目標に、プロジェクト研修や学術研修を実施して

います。今回は、その研修の中から２０１８年度より始まった症

例検討会の取組について紹介します。この研修では、自施

設以外の症例について報告する機会を設け、症例に対する

着目点やアプローチ方法の紹介、検討事項など、各施設で

演者を選出し、プレゼンテーションを実施して頂いていま

す。この機会は、自施設が抱える患者様の特徴や退院支援

の現状、同年代の頑張る姿など、参加してくれたセラピスト

に対して交流だけではない良い刺激を与え、明日の臨床に

つなげることが最大の目的です。最初は、緊張感もあり、静

かな雰囲気で始まった研修も、おのおのが用意した自己ＰＲ

スライドや質問が増えていくことで盛り上がりました。 

研修会後は、今後のために必ずアンケートをとるようにし

ています。集計結果より、演者からは、良い経験ができたと

コメントがあり、同世代同士の中で行える雰囲気が刺激にな

ることや先輩からのアドバイスなど、他施設からの多角的な

アドバイスがあるところに魅力を感じるなど、すばらしいコメ

ントばかりでした。 

 施設によっては、同世代のセラピストの人数が少ないな

ど、交流の機会がなければ臨床トークをする機会も少ないと

いう観点から考えると、クラスターを通して実施する意味が

とてもあると思いました。また、超急性期～回復期、慢性期、

生活期でのセラピストの関わり方なども学べることから臨床

応用につながるコメントもあり、クラスター研修ならではの横

のつながりを実感できたと思います。 

 私自身もいつも感じていることは、自施設だけにこもって仕

事をしていても中の事しかわからなかったり、中のことで精

一杯だったりすることが多い時もあります。外に出てグルー

プ内でこのような交流があれば自身のモチベーションを保つ

良い刺激になりますね。これからも継続して若手に良い機会

を作って提供し、大きく成長してもらえるよう頑張っていこうと

思いました。ありがとうございました。 

第２クラスター 越谷誠和病院 嘉藤啓輔 
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船橋総合病院 リハビリテーション科 OT 大募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずはお気軽にお問い合わせください。見学は随時受け付けております！ 

◎お問い合わせ  船橋総合病院リハビリテーション科 木村祐子                              

HPはこちら☆→ 

TEL ： 047-425-1151（病院代表）   Mail ： reha@fgh-carrot.com 
 

mailto:reha@fgh-carrot.com
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埼玉県八潮市…八潮中央総合病院、ケアセンター八潮(老健)と共に AMG の３施設が

密に連携を取りながら地域を支えています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動、就職説明会、施設間勉強会など、様々な切り口で協力しています！ 

 

埼玉回生病院は…埼玉県八潮市にある生活期・維持期の病院です。 

 

 

 

 

 

 

  

通所リハビリ 訪問リハビリ 

八潮中央総合病院 埼玉回生病院 

 

平均利用者：35～38名/日 

リハ専従職員：3名   

リハ専任職員：5名 

 

通所リハビリから、もっと地域を元気にしていきます！ 

八潮市・埼玉回生病院をご紹介します！ 

ケアセンター八潮 

医療保険 介護保険 

医療棟 地域包括ケア病棟 外来 

 

長期療養の患者さんだからこそ、経口摂取に 

取り組み続けています。 

 

ベッド数：311床 

地域包括ケア病棟：34床 

医療療養病棟：274床 

入院 
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短期集中選考会のお知らせ 
 

 

いよいよ今年も国家試験が終わり、社会人としてのスタートが近付い

てまいりました…！！ 

そしてこの度、求人対策の一環として開催しております、短期集中選考

会が 4 月にも開催決定致しました。 

4 月 1 日の入職に間に合わなかった方々も 5 月 1 日からの入職を目

指すことが可能です。 

 

日程は下記の通りです。 

 

 

期日：平成 31 年 4 月 11 日（木） 9：30 ～ 13：00 

会場：AMG 協議会ビル 5F 大会議室 

申込：事前エントリー制 

＊お申込み、詳細は、AMG リハビリ部のホームページをご覧ください。 

 

 

 

◎通常の採用試験とは異なり、選考会から 

1 週間ほどで内定を獲得することができる 

ため、養成校の先生方をはじめ、学生さん 

からご好評をいただいております。 

 

◎上記開催日の午後から、受験者が病院施 

設の見学・面接を希望する場合があります 

ので、受入れ・ご対応の程よろしくお願い 

いたします。 

【編集・発行】 

上尾中央医科グループ協議会 リハビリテーション部 http://www.achs.jp/rehabilitation/ 

〒362-0075 埼玉県上尾市柏座 1-10-3-58 TEL：048-775-6466 FAX：048-775-0570 
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