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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

連携・信頼・進化の AMG リハ

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

～ポンコツ部長のたわ言～
「自己決定から自己実現を

自分を豊かに

周りを豊かに」

AMG 協議会

リハビリテーション部
部長

奥村

博文

最近、採用試験で将来のキャリアビジョンについて聞くと、大学院に行きたいとか、
10 年後には、老健に異動して地域に深く関わる仕事がしたいとか、明確なキャリアデザ
インを話す学生さんも多く、感心してしまいます。（自分が学生だった時と比較して）
キャリアデザインについて、うまく話せない学生さんも、面接の中でやり取りを続け
ていくうちに、
「実習で、とても素敵なバイザー（実習指導者）に出会ったので、学生指
導や後輩指導に役に立てるようなセラピストになりたい。」
（ぐらいは）話します。私は、
それだけでも十分立派な答えかと思ってしまいます。
キャリアビジョンを描くだけでなく、実行するのは大変困難でありますが、最近はそれを計画通りに実
行できる人も多いように思います。5 年ぐらい現場の仕事を経験したセラピストにおいては、さらに優れ
ていて、主任面談・チーフ面談で上司にキャリアデザインを説明し、着々と自己実現に近づいていく方も
多くいらっしゃいます。私どもは医療グループで、辞めずとも職場環境や仕事の内容を変えることが出来
るので、恵まれた環境ではありますが、彼らの行動力には頭の下がる思いです。やはり激動の時代を生き
抜いた人は、適応能力も高いのかもしれません。
私が見ていると、自ら描いたキャリアビジョンを成し遂げる人は、随所に幸せ感やワクワク感があるよう
です。例えば、大学院に行くのも、アカデミックな点で自分の存在意義を発揮して、「上尾中央医科グルー
プはこんなに良い仕事をしていると証明したい」とか、老健に異動するのも、「入所から通所、訪問とお一
人のご利用者様と長くお付き合いさせていただいて、少しでもその方の生活を豊かにしたい」と言ったよう
なことです。
そういった方々の仕事に対するエネルギーは、
「自分が・・・」のアピールから生み出され
るのでは無く、
「自分の職場が、社会に認められるような仕事をしたい」とか「地域の方々を、
今より健康に、幸せにしたい」といった「願い」のようなものから生まれてくるようです。
私は、私どものグループに就職してくださった方々には、みんな幸せになって頂きたいと考えております。
そのため、職員の方々には、
「5 年後、10 年後のキャリアビジョンを持ち」
「5 年後、10 年後のキャリアビジョンを持ち」
「そこへ到達するための方策を模索」
「そこへ到達するための方策を模索」して欲しい
役職者の方々におかれましては、
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「スタッフ一人ひとりのキャリアビジョンに共感し」

と思っております。

「そこへ到達する手助け」をして欲しい

リハビリ部では、上記の点で職員の方々、役職者の方々をバックアップするためにキャリア支援委員会を
設立し、研修会・相談等を行なっております。ぜひとも、研修参加・相談等していただいて、ご自身の職業
人生を豊かなものにしてくださいませ。
◆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

台風 19 号、未曾有の災害でしたね。
皆さん、ご家族、そして、患者・利用者およびご家族の方は、大丈夫でしたでしょうか？
「１０月１５日、岩手、宮城、福島、神奈川、長野、静岡の６県で新たに死者が判明し、
共同通信の集計では１１県で死者５６人、行方不明者１６人となった。国土交通省や総務
省消防庁によると、決壊した堤防は７県の３７河川５２カ所に上り、住宅の床上浸水が１
９７５棟、床下浸水は１７２９棟に達した。」と報道されています。数日経った今１５日時
点でも、まだ、全容が分からない。台風が去った後も被害が拡大している。
地球温暖化による？台風・ハリケーンなどの巨大化。これから、どうなるか予想だにできませんね。これか
らは、日頃から防災意識を高めて、急な災害にも対応できる準備の必要性を深く考えさせる経験でした。
患者さん、利用者さんも高齢の方が多いと思います。日頃から、防災の話もしていってくだ
さいね。
さて、最近のヒットテクニック！を紹介します。
母猫テクニックとか頚部絞りといわれるテクニック
母猫が子猫を頚部の襟首で持ち上げるとき、子猫は力が抜けてしま
う。
頚筋膜の後方牽引により、リラックスが図れる。
頚部の可動制限や痛み、交感神経系の興奮がある場合に有効。
頚部の外層である浅筋膜や深筋膜およびこれらの外層内部の筋（特に
僧帽筋）を手掌と指でゆっくりやさしく牽引する。
「筋膜リリーステクニック２」より。

出典 akihasa.tumblr.com

自分で、やってみても首や頭が楽になりますよ。

◆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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令和元年度 AMG リハビリテーション部
管理職研修会報告！
8 月 30 日（金）～31 日（土）に多摩永山情報教育センターにて、AMG リハビリテーション部管理職研修
会を実施いたしました。
（宿泊込みの計 1.5 日の研修でございます）
今年度もチーフ・サブチーフを中心に 116 名の参加者にて実施いたしました。

8 月 30 日（金）
①講演Ⅰ「今伝えたいこと」
講師：AMG 地域健康推進研究所

所長

前園徹

②講演Ⅱ「採用活動における振り返りと今後出来ることの検討」
講師：AMG 協議会 リハビリテーション部 部長

奥村博文

③講演Ⅲ「養成校から見た魅力的な病院・老健、効果的な採用戦略」
講師：上尾中央医療専門学校 学科長 高島 恵
④講演Ⅳ「採用活動の実例」
①白岡中央総合病院 科長

唐澤剛

②ハートケア東大宮 科長

新井拓也

③リハビリケア船橋 科長

瀧上晃弘

⑤情報交換、グループワーク
⑥ワークシート記入 採用活動計画書作成
⑦各病院施設 ワークシートの内容、採用活動計画の発表

8 月 31 日（土）
①講演、説明「キャリア支援の必要性確認とキャリア支援ガイドライン全体像説明」
講師：柏厚生総合病院 係長 松下彩奈
②キャリアプランニングシートの発表と疑問共有
③キャリアプラン作成補助シートの作成
④キャリアプランニングシートのブラッシュアップ
⑤ワークを通じた疑問共有
⑥共有した疑問に対する質疑応答（キャリアコンサルタント）
AMG 協議会
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今年度は、初の試みでございましたが、外部講師をお呼びせず、自前の講師やグループワーク等を中心に研
修を実施しております。
1 日目は、採用活動における振り返りを行い、研修中に「実行できる採用活動計画」を立てることを目標に
研修を行ないました。
上記にもありますが、
①上尾中央医療専門学校から「魅力ある病院・老健」についての話を聞き
②採用活動の成功している病院・老健から普段から実行している採用活動についての話を聞き
③グループワークでは、
１）チェックシートを用いて、自施設の採用活動を振り返り
２）ワークシートを用いて、改善点を話し合い
３）「実行できる採用活動計画」を作成しました。

2 日目は、キャリア支援委員会を中心に、
「管理者が、スタッフのキャリアビジョン・キャリアプランニン
グを支援できる」ことを目標に研修を行ないました。
キャリアコンサルタント（国家資格保有）のスタッフが中心と
なって、
①「キャリア支援とは」の話を聞き
（何度も実施しているのですが）
②管理職自身が「キャリアビジョンシート」を書き、過去の振り
返り、将来の自分のイメージを持ち
③管理職自身が「キャリア・プラン作成補助シート」を書き、自
身の価値観・強み・弱み・周囲からの期待について考えました。

9 月に行なったリハビリ部合同クラスターチーフの会議では、早速、採用活動計画の進捗について報告が
あり、スタッフとの面談についても報告されるなど、管理職研修で行なった研修内容についてすぐに変化が
見られたことを大変うれしく感じております。
こういった研修については、各チーフ同士の情報交換など、多くの実りがございます。研修の実施にご高
配を頂きまして、各施設の院長・施設長・事務長の皆さま方、研修の予算・実施を認めていただいた協議会
の皆さま方に心より感謝いたしております。本当にありがとうございました。研修のご準備・運営にあたら
れた皆様方も本当に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・面接を希望した際には、受け入れおよびご対応の程、よ
ろしくお願いいたします。
事前に希望の病院・施設がわかる場合にはご連絡差し上げますが、こちらでの 2 次面接時などに、希望が変わ
る場合もあります。遠方の方もいらっしゃいますので、迅速なご対応をよろしくお願いいたします。

□■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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