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AMG リハビリテーション部広報誌

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

連携・信頼・進化の AMG リハ

AMG 協議会リハビリテーション部
部長 奥村 博文

…ポンコツ部長のたわ言…

「

洞察

」

個人差が大きい能力として『洞察力』というものがあります。
そもそも『洞察』とは、以下の意味のようです。
物事を観察して、その本質や、奥底にあるものを見抜くこと。見渡すこと。
「人間の心理を洞察する」
（小学館

「洞察力」

デジタル大辞典より）

人懐っこい人、そうでない人、社交性のある人、そうでない人、いろいろいますが、相手から受け入れ
てもらえるキャラの人は、やはり人の心理を洞察する能力に長けているように思います。ふっと相手の
懐に入っていけるのも、相手が今、どのように感じているか洞察する能力があってこそだと思います。
しかしながら、私も含め、多くの方々が、自分の価値観に縛られ、深く洞察することを止めてしまった
りします。
「多分、あの人は私のことが嫌いだから、私と話したいと思っていないだろう。」
「このぐらいは、多くを説明しなくても分かってくれるだろう。」
「この案件の重要性は、分かってくれるだろう。
」
「このプロジェクトは、彼がやりたいに決まっている。」
などと勝手に解釈します。
人間関係を新たに構築するのが苦手な人は、このように「洞察」をしなかったり、
「洞察」が苦手だっ
たりする人がとても多いように思います。
人は 100 人いれば、100 人の価値観・考えがあります。すべての人の考えを洞察するのは、至難の業
です。しかしながら、それぞれの価値観や職業観を知っていくことは、楽しいものです。
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自分との共通点があるとうれしいし、自分と全く違った価値観を持つ人の話は、新鮮なも
のです。
役職者の方々は、ぜひ後輩の方々の観察・洞察をしてみてください。
意味もなく行動する人は居ません。人の行動というのは、「意味・価値観」の表れですか
ら。
ちょっとしたしぐさ、言葉からその人の性格や価値観が垣間見えておもしろいですよ。

◆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

前園所長挨拶
AMG 地域健康推進研究所
所長 前園

徹

暑い日が続いていますね。加えて、天候不順です。
熱中症のリスクもかなり高くなってくるようですよ。
職員も患者・利用者さんも屋外歩行などくれぐれも注意してくださいね。
一緒に働いている方が、先月転んで橈骨骨折をして、前腕回内外および手関節掌屈・背屈の可動域が制限さ
れています。
久々に上肢骨折者の ROM を考えてみました。頚部・手指にも痛みと制限をきたしているので、アームライ
ンも考えなければなりませんね。

AMG 協議会

リハビリテーション部

2

AMG リハビリテーション部広報誌【リハ通信】

2019 年 8 月発行（通巻第 68 号）

手術をしているので、前腕の皮膚と最上部筋膜（浅筋膜）との間の動きも悪いので、皮膚をずらすこと（擦
る）、血行を良くする事から開始し、次に手根骨背面の動きを出し、次に手部横アーチをつくり、掌部母指
球の筋を押し伸ばす。すると、指の動きが滑らかになります。この時点で、頚部の筋もリラックスしてくる
ので、頚椎・肩甲骨の動きにアプローチ。
（
「筋膜リリーステクニック１」参照）
それでも残る動きの悪い指関節を包内運動で改善を図っていく。
これで、手関節・前腕の関節の ROMex に取り掛かる
と効果はありますよ。
ROMex のための準備 ROMex をおこなうという考えを
持つといいですよ。
来月、実施予定のスキルアップ研修会「痛みの治療」
でも紹介します。

訪問リハのあるべき姿について、少し思ったことをお伝えします。
上尾中央医療専門学校の臨床実習指導者研修会（2019.6.29）
「生活機能につながる臨床実践の視点と取り組
み」で講師の佐藤博志先生（シーキューブ所長）が、訪問リハについて触れられていました。
在宅での生活でカラダが不自由だと、生活するスペースは、ベット上とトイレ、リビン
グの食卓やソファーに限られていて、家の空間を自由に使えていない。
床に降りることでもっと生活の範囲や質が変わってくる。床に降りる練習、床からベッ
トに上がる練習も大切なのではないか。と言われていました。床に降りて座れば転倒の
危険なしに、いざって動くことも座位での趣味も広がると思います。
話は変わりますが、地域包括ケアシステムについて一考してみました。
皆さんの関係している患者・利用者さんは、皆さん以外の方々から援助を受けている（またはこれから受け
る）と思います。その方々と連携していますか？また、どのような方々が関係しどのようなサービス援助を
しているか知っていますか？

そのこと自体が、地域連携の一つです。

まずは、
「知ることそして皆さんの立場で何ができるか」
（『ノーサイド・ゲーム』
（TBS 系）
でもでてくるフレーズ）
、どう連携できるかを考えることから地域連携が動き出すのではな
いでしょうか。そして、それが積み重なることが地域包括ケアシステムづくりになります。
皆さん以外の方々からの援助が、AMG の方々であればより良い関係が早期につくられるはずですよね。
日頃の仕事からテレビドラマからでも、いろいろと考えさせられます。

◆AMG 地域健康推進研究所
TEL：048－778－2805

MAIL：toru.maesono@achs.jp

FAX：048－778－2806
AMG 協議会
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入院（急性期・回復期・維持期）
・外来・訪問リハビリ
透析中のリハビリ・健康教室など、幅広い分野で地域に貢献！
駅近の開発地という好立地を生かし、実動作練習も積極的に
取り入れながら、患者支援を行っています。
自身の強みややりたいことを発見しやすい環境で、私たちと一緒に
働いてみませんか？

一般病棟（急性期）

150 床

障害者病棟（維持期） 50 床
回復期病棟

46 床

その他 透析センター 31 床
PT 48 名 (男性 22 名、女性 26 名)
OT 17 名(男性 4 名、女性 13 名)
ST 10 名 (男性 2 名、女性 8 名)
2019.4.1 現在

【PT】脳血管障害・整形外科疾患・呼吸器疾患・中枢神経疾患・神経難病・その他の内科疾患・外科術後と多
岐にわたる患者さんが対象で、急性期から生活維持期と幅広くリハビリを行っています。
【OT】PT 同様多岐にわたる患者さんを対象とし、上肢機能障害、ADL 障害、高次脳機能障害や認知症はもち
ろんのこと、術後早期の介入～復職に向けての支援も行っています。回復期病棟のアクティビティ活動にも力
を入れています。
【ST】嚥下訓練のニーズが高く、内科疾患を中心にリハビリを行っています。回復期病棟では、主に失語症や
構音障害、高次脳機能障害に対して、各症状に合わせたアプローチを行い、機能の向上に努めています。
◎新人教育
新人さん１人に１人ずつ先輩がつき、月に１回、目標の到達度を確認しながら進められるので安心です。ま
た、所属チームみんなでフォローしているので、相談しやすい環境で安心して業務を行うことができます。
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
＜TEL＞ 047-425-1151（病院代表）
＜Mail＞ y.kimura@fgh-carrot.com
★ホームページもご覧ください！
船橋総合病院 HP はこちら

AMG 協議会
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リハビリ部主催 PT OT ST 就職相談会 2019

開催報告
今年度も 7 月～8 月にかけて AMG リハビリ部主催の PT・OT・ST 就職相談会を開催致しました。

今年度は埼玉・新潟・宮城・福岡の 4 会場での開催となりました。
各会場では全体にグループの統一説明とリハビリ部の紹介がなされ、その後は ARMAC（協議会本部兼任科長）メンバ
ーによる個別相談へと移りました。
遠方にお住まいの方々にも多くご参加頂き、個別相談などで時間を掛けて病院・施設の特長をお伝えすることが出来
ました。
早速見学をご希望頂き、日程を調整させて頂いた方も多くいらっしゃいましたので、実りある会となっておりましたら嬉し
く思います。
また来年度の実施へ向けてご協力頂きます様よろしくお願い致します。 （採用担当：長澤 岩崎）

今年度の就職相談会には 4 会場合計 96 名の方にご参加頂きました。
遠方の方や、お忙しい中お時間を作ってご参加頂いた方、
ご協力頂きましたたくさんのスタッフの皆様、ありがとうございました。

AMG 協議会
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短期集中選考会のお知らせ
各病院・施設でも、見学や採用試験を希望する学生さんが増えてくる時期になります。
今年度も短期集中選考会の開催が決定致しました。日程は下記の通りです。

期

日 ：令和元年 11 月 12 日（火）

9：30～13：00

会

場 ：AMG 協議会ビル 5 階 大会議室

申込方法：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。
（ http://www.achs.jp/rehabilitation/career.php
）

短期集中選考会とは
通常の採用試験とは異なり、選考会から 1 週間程で内定を獲得することが出来るため、学生さんをはじめ、
養成校の先生方からご好評を頂いております。
短期集中選考会に限りましてはグループ内であれば併願受験も可能になっておりますので遠方の学生さんも
安心してご受験頂くことが出来ます。

病院 施設のみなさまへ
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、受け入れおよびご対
応の程宜しくお願い致します。

□■お問合せ■□■□■□■□■□■□■□■□■□
AMG 協議会

リハビリテーション部

☎048（775）6466

✉amg-reha@achs.jp

ご質問やご相談など、お気軽にご連絡下さい。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【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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