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AMG 協議会リハビリテーション部 

部長 奥村 博文 
 

  『 斎藤（元）総局長との思い出  』 

 

 新元号も「令和」に決まり、日本にも医療・経済・文化の大きな変化が訪れております。 

 我が上尾中央医科グループのリハビリテーション部門においても、世間の変化に適応し、少しでも地 

域の方々の幸せためにお役に立ちたいと思っております。今まで同様、ご高配いただけますよう、どうぞ 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 4 月から入職されたセラピストの方々もどうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは、患者さま・ご利用者さまに「あてにされる幸せ」を感じていただいて、「応えられる自分にな 

っていく」ことに喜びをかみ締めてくださいね。社会人の醍醐味ですよ。 

 

 我が上尾中央医科グループも、新しい年度を迎えるにあたって大きな変化がございました。 

事務方のトップであられました齋藤総局長が定年を迎え、久保田総局長が就任されました。 

 

齋藤（元）総局長は、多くの病院の事務長もされておられましたので、身近に感じていらした方々も 

多かったと思います。私も、病院でも協議会でも、とっても齋藤（元）総局長にお世話になりました。 

  

 私なんぞが、齋藤総局長について語るのは、少々おこがましいのですが、私が齋藤総局長から学んだこと

について、ご紹介させて頂きます。 

 

 齋藤総局長は、「しあわせ感」にあふれた方で、周りに居る人をワクワクさせる才能をお持ちでいらっし

ゃいます。 

特に、相手を全く傷つけることなく、伝えるべきことを伝える話し方は、すごい技だと思います。 

 誰かを叱っているのを見たことが無く、いつも穏やかににこやかに話し始めた後、独特の間があって、ち

ょっと対象者を褒めて、やさしく促す（大切な用件を話す）と言った話し方でお話されます。 

 周りの人は、改善を促されている（ちょっと怒られてる？）ことも気付かないまま、促された行動をしま

す。私も、1 週間ぐらい経ってから、あれは改善を促されたんだ（ちょっと怒られた？）と気付くことが何

度かありました。 

  

 

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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 私が、上尾中央総合病院で働いていたときには、齋藤総局長は、協議会局長をされながら、病院事務方ト

ップのお仕事もしていらっしゃいました。お優しいお人柄とちょっとお茶目なキャラクターで、リハビリ技

術科スタッフからも人気者でございました。人付き合いに細やかなご配慮をされる傍ら、豪快な決断力の持

ち主でもございました。 

齋藤総局長が、上尾中央総合病院に在籍されていらした時に、忘れられない出来事がございます。 

中国在住の日本人の患者さん（上尾中央で膝のオペ後）から、「渡航費や滞在費、食事等はみんな私（患

者さん本人）が負担するので、担当 PT（前田といいます）を 1 週間ほど中国に連れて行きたい」とお願い

された時のことです。 

PT は、急性期の病院ですと 4 万 5 千円／1 日 ほど稼ぎますから、1週間失えば、病院とすれば 20 万

以上の損害となります。 

私は、（その患者さんも病院と少々関係のある方でしたので）一応、そういった依頼があったことを報告

し、「お断りいたしますね」と報告したところ、「いいから。細かいこと気にするなよ。行かせてあげよう。

こんな経験は滅多に出来ないだろうから」「前田（担当 PT）は、ああいうやつだから、手ぶらで帰って来

れないだろう。お土産代も振り込んでやろう。」と出張手当て？まで振り込んでいただきました。 

その後。（中国に行きたかった）前田は、身を粉にして働き、運動会の練習を仕切り（本番は優勝）、院内

旅行の演芸を仕切り（スタンディングオベーションをもらいました）、本職の技術も認められ、FC 東京の

トレーナーになりました。投資した甲斐はあったかもしれません。 

 

齋藤総局長は、いつも YES の姿勢で我々の相談を聞いてくださいました。我々が一生懸命に考えたこと

には、いつも快く後押しをしてくださいました。 

私も、そんな上司でありたいと思っております。 

 

この記事を読んで、AMG の上層部の方々に興味をもっていただければ、幸いでございます。 

 

4 月から、新しく総局長になられた久保田総局長も誰にでも優しく、クレバーで、ものすごいバイタリテ

ィの持ち主です。（大変な仕事を次々クリアしてこられた方です） 

さわやかでカッコいいのですが、上尾中央総合病院への新卒入職は私より先輩です。（見た目よりも実際は

歳もとっていて、修羅場は数知れず経験済み） 

 

AMG って「しあわせ感」にあふれていて、素敵だと思いませんか。みなさま AMG のリハビリ部門の方々

のやりたいことを後押しできる環境が出来ていますよ。 

 今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 

mailto:TEL：048－775－6466
mailto:hirofumi.okumura@achs.jp
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AMG 地域健康推進研究所 

所長 前園 徹 

 

最近読んだ本、「ココロとカラダの痛みのための邪道な心理療法養成講座」より。 

「治療効果＝治療の持つ真の効果＋プラセボ反応」 

プラセボ反応の源は、医療への信頼と実績。 

医療への不信感と悪い経験によって、病態を悪化させる反応、「ノセボ反応」がおき、プラセボ反応で良くなる

ことがなくなるとか、逆に悪くなったりする。 

どんな治療や支援を行う時でも心理サポートをしなければならない。 

笑顔で、やさしい対応が、治療効果を高めるので、明るい、笑いの多い職場大切ですね。 

 

 

新元号の話は、耳にたこができるほど聞いているかと思いますが、4月 2日の朝日新聞の天声人語から引用す

ると、 

『新春の令月にして、気よく風和らぎ』(万葉集、大伴旅人)から新元号「令和」が採られ

た。『天空を覆いとし、大地を敷物として、くつろぎ、ひざ寄せあって酒杯を飛ばす。さあ

園梅を歌に詠もうではないか』と続く。 

旅人は、部類の酒呑みだったようですね😃✌ 

彼は、「いっそ人間をやめ、ずっと酒に浸れる酒壺になりたい。」とまで言ったようですね😃 

新元号で、酒宴で述べた挨拶が 1300年の時を越えてクローズアップするなんて、ロマンがありですね

😃✌❤🙌 

 

その他の大伴旅人の句をみてみると、 

※しるしなき  物を思はずは  一杯(ひとつき)の  濁れる酒を  飲むべくあるらし 

・ぐだぐだと思い悩むよりは、濁り酒を一杯やるほうがいい。 

※さかしみと  物言うよりは  酒飲みて  酔い泣きするし  まさりたるらし 

・賢ぶってあれこれと問答するよりは、酒に酔って泣いているほうがマシだよ。 

※この世にし  楽しくあらば  来こむ世には  虫に鳥にも  我はなりなむ 

・今生きているこの世で楽しく過ごせたならば、来世では鳥や虫に生まれてもかまわない。 

 

なんだか、私に生き方がそっくりですよ（笑） 

 

すてきな令和の時代のスタートですね。 

 

 

 

◆AMG 地域健康推進研究所 

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

         FAX：048－778－2806 

 

mailto:toru.maesono@achs.jp
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キャリア支援ってどうすればいいんだろう？ 
～報告 平成 30 年度 AMG リハビリテーション部キャリア支援研修「キャリア・ミーティング」（1 月 24 日）～ 

 

あげお愛友の里 村上 幹 

（キャリア支援委員会） 

 

 

 

おつかれさまです。皆さん、毎日充実してお仕事に取り組んでらっしゃいますか？プライベートとのバラン

スは取れていますか？「今の仕事でいいのかなぁ～？」「先輩は仕事もバリバリで大学院まで行ってすごい

よなぁ、オレはダメだな・・・」仕事や生き方について、いろいろ考えている方、悩んでいる方も多いので

はないでしょうか？ 

こうした悩みを解決しながら、リハビリ部全員がやりがいや夢を持って働き、自律的主体的キャリア形成の

サポートができるよう、キャリア支援委員会は活動しています。今回は、皆さんの上司である科長や係長が

参加したキャリア支援研修の様子をお伝えします。 

 

（皆さんに伝わっているかは別として、）我々、科長・係長も悩んでおります・・・。「どうやったらみんな

がいきいき仕事できるかな？」、「彼の仕事の悩みうまく聞けているのかな？」などなど。そこで各病院・施

設の取り組みを情報交換したり、「こんな時どうしてる？」と悩みにアドバイスし合ったりするのが今回の

趣旨です。 

 

まずキャリア支援の取り組み例として、四つの病院・施設からの発表がありました。さが

みリハビリテーション病院の佐伯係長は、スタッフの強みをどうやって見出すかについて

のノウハウを、桜ヶ丘中央病院の川越科長はスタッフの多様な価値観や生活スタイルに応

えられる職場づくりについて、ケアセンター八潮の山邊科長はキャリア支援と事業運営の

相乗効果、ハートケア流山の渡辺科長は組織の目標にいかにスタッフの働きがいと働きや

すさを落とし込むかをお話いただきました。４者４様、キャリア支援といっても、いろん

な視点があるのですね。 

 

グループワークでは、私は、越谷誠和病院（現 埼玉回生病院）の山田科長とナーシングプラザ港北の江原

科長と子育と仕事を両立できる環境をどうつくるべきか？スタッフが「これが私の仕事だ！」と実感できる

役割の設定などのテーマで盛り上がりました。ワークの合間には、杉並リハビリテーション病院の干場科長

からキャリア支援体制整備について、職員意識調査、稼働率や離職率などのデータが、キャリア支援にどん

な意味を持つかを随所に笑いを交えレクチャーいただきました。 

 

キャリア支援は大上段に構えた特別なものでなく、日々のスタッフの皆さんとのや

り取りのなかにヒントがたくさんあるのだと思います。リハ部管理職のキャリア支

援の勉強は始まったばかりですので、管理職も一般職も AMG リハ皆で協力して充

実した、スタッフの幸せなキャリアづくりができるといいですね。これからも頑張

りましょう！ 
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－今年度も学生教育にご協力よろしくお願い致します－ 

 

 

 

 

 

軽井沢交流会 学生より感謝のメッセージ 

 

 

 

平成 31年度 上尾中央医療専門学校 新聞 

就職活動にお力添え頂き誠にありがとうございます。 

 

3月 8日（金）～10日（日）AMG軽井沢宿泊交流会へのご参加 

3月～4月 施設・病院見学へのご対応 

4月 6日（土） 合同就職説明会へのご臨席 

5月の就職試験 

と、年度末～新年度にかけて通常業務だけでもめまぐるしい時期に、学生の就職活動に関する 

イベントにお力添え頂き誠にありがとうございます。 

今後とも、就職試験～臨床実習Ⅲ、Ⅳと引き続き変わらぬご指導、よろしくお願い申し上げます。 

理学療法学科２年 宮内 梨沙さん 

 

軽井沢交流会を通して多くのことを学びました。 

初日は、実習や就職活動について話を伺い、実習は前

回の反省を振り返ってから臨むことや挨拶・笑顔・一生懸命

さが大事だということを教えて頂きました。就職活動は、施

設見学をし、自分が働く姿を想像することや環境面、自分

の大事な物の優先順位をつけて決めることが大事だと教わ

りました。また、国試対策のことやリハビリで心がけていること

も教えて頂きました。2 日目は、各施設での地域活動の様

子を聞かせて頂きました。2 日間を通し、セラピストの方から

聞かせて頂いたことをこれからの実習や就職活動に役立て

ていきたいと思います。2日間ありがとうございました。 

作業療法学科２年 小口 佳夏さん 

 

 軽井沢交流会に参加させて頂き、各施設の先生方から

貴重な話を伺うことができました 。これからの就職活動に疑

問や不安がありましたが、先生方の仕事への熱い想いやアド

バイスを頂き、就職に対して希望を抱くことができました。特に

ナイトセミナーでは、AMG が作業療法士として様々なことに

挑戦できる環境であることを知り、改めて自分の職業観を大

切にしようと思いました。 

セミナーの準備も係を決めて協力し進められたのは、これ

までの２年間で楽しいこと、大変なことを共有し深い絆があっ

たからだと思っています。 

今回は、貴重な意見や経験を聞けてとても充実した時間

となりました。ありがとうございました。 
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平成 31 年度 AMG 新入職員研修会 

 平成 31 年 4 月 5 日（金）、19 日（金）に、埼玉大宮の JA 共済埼玉ビルディングにてリハビリテーシ

ョン部門の新入職員研修会を行ないました。 

 今年度は、PT 140 名、OT 61 名、ST 25 名の計 226名の新入職員が 4月から AMG の仲

間に加わりました。 

 学生のころとは違い、不安なことや大変なこともあるかもしれませんが、キャリアビジョンを描いて、日々、

自身の成長も感じて欲しいと思っております。 

 まずは、「あてにされる」幸せを感じながら、だんだんと「応えられる（ひとになれた）」喜びを見つけて

いただけたら、うれしい限りです。 

 

 新入職員研修会（部門別 リハビリ部門）の 2日間の研修内容は、以下の通りでございます。 

① AMG リハ部運営方針と新社会人にお伝えしたいこと 

AMG 協議会 部長 奥村 博文 

② AMG リハ部の期待するセラピスト像と人財育成制度 

柏厚生総合病院 科長 高橋 一樹 

③ AMG セラピストの心構え 

杉並リハビリテーション病院 科長 干場 竜志 

④ AMG 新人セラピストの仕事 ～1日・1月・1年の流れを知ろう！～ 

上尾中央総合病院 PT 泉谷 ひかる 

三郷ケアセンター OT 矢作 花菜子 

柏厚生総合病院 ST 山之内 楓 

⑤ 先輩セラピストからエール 

上尾中央総合病院 科長 山口 賢一郎 

さがみリハビリテーション病院 係長 佐伯 まどか 

横浜なみきリハビリテーション病院 科長 廣瀬 裕介 

 

① 病院・老健の経営収支とセラピストの役割 

さがみリハビリテーション病院 科長 市川 勝 

② 医療安全と感染対策 

上尾中央総合病院 科長 山口 賢一朗 

③ 行動目標の設定 

杉並リハビリテーション病院 科長 干場 竜志 

 

 

高橋科長 

泉谷 PT 

干場科長 

 

佐伯係長 

矢作 OT 

奥村部長 

山之内 ST 
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新たなスタートを迎えた異動・昇格者のチーフの皆さんに今年度も今後に向けての抱負を聞いてみました！ 

リハビリ科一丸となって協力していけるような、そんなリハビリ科にしていってほしいと思います。 

異動・昇格者のチーフの皆さん、これから宜しくお願い致します！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉回生病院 

リハビリテーション科 

科長 山田 義憲 

 

この度、埼玉回生病院所属となりました。 

これまでを振り返ってみると、今まで多くの

方々に支えられてきたことを実感していま

す。本当にありがとうございます。 

これからも皆さんの支えをいただきながら、

少ずつ前に進めるよう私なりに仕事に取り組

んでいきます。これからもよろしくお願いし

ます。 

 

三郷中央総合病院 

リハビリテーション科 

科長 石原 宏城 

 

浅草病院のイメージが定着していたところ

ですが、15 年いた浅草病院を卒業し、4月

から三郷中央総合病院に異動しました。浅草

よりもスタッフも規模も約 2 倍になるので

不安もいっぱいですが、自分に出来ることを

全力で前向きにチャレンジしたいと思いま

す。 

横浜鶴見リハビリテーション病院 

リハビリテーション技術科 

科長 市川 勝 

 

このたび、横浜鶴見リハビリテーション病院リハビリテーション技術科に配属となりました。新規開設

ということもあり、AMGの皆様にご助言を賜ることも多くあるかと存じますが、患者様はもちろんのこ

と、働くスタッフのこともしっかりと考えながら職務に邁進して参りますので、引き続きご指導のほど

よろしくお願い申し上げます。 

浅草病院 

リハビリテーション科 

係長 鍵和田 明子 

 

このたび、浅草病院チーフ職を拝命致しました、鍵和田明子です。 

東京下町という特殊な環境で、住民の方々のニーズにあったリハビリテーションをスタッフと協力して

提供して行きたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 
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越谷誠和病院 

リハビリテーション科 

係長 嘉藤 啓輔 

 

多くの人に恵まれてここまで成長できました。新たなチャレンジに向けてワクワクし 

ています。1 人ですることよりも、多くの人たちとすることの喜びを分かち合えたら 

と思います。これからもよろしくお願いします。 

さがみリハビリテーション病院 

リハビリテーション科 

科長 中田 裕 

 

4 月よりリハビリテーション科科長職を拝命しました中田です。市川科長の築いてきたリハ科の文化を守

りつつ、自分らしさも加えることでより良い病院を目指していきたいと思います。私にとってもさがみ

リハにとっても変化の年となります。今後ともよろしくお願い致します。 

あけぼの 

リハビリテーション科 

一般職 田中 智子 

 

前チーフのおもいを引継ぎ、「幸せに」「その人らしく」をモットーに、ひとりひとりに寄り添った作業

療法の提供ができるよう努力してまいります。いろいろと不慣れな点も多く、皆様に多々ご迷惑をおか

けするかと思いますが、お力添え頂ければ幸です。どうぞよろしくお願い致します。 

横浜相原病院 

リハビリテーション科 

係長 宮 訓子 

 

この度、横浜相原病院リハビリテーション技術科のチーフを拝命いたしました宮 訓子（のりこ）と申

します。AMGに就職して１８年目と長いのですが、チーフ業務に関しては右も左も分からない状態で

すので、院内スタッフだけでなくグループ内のチーフの皆様にご指導いただきながら少しずつ成長でき

ればと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 
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