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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

ポンコツ部長のたわごと

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

上尾中央医科グループ協議会
リハビリテーション部 部長
上尾中央医療専門学校 学校長
奥村

博文

年中同じことばかり、申し上げて恐縮です。
毎度毎度、この時期になると同じことをお伝えしますが、1 年前のことは忘れていると思うので、新たな気
持ちで読んでくださいませ。

～ポンコツ部長より新人の方々へ～
目先の「覚えなくてはいけないこと」や「出来なくてはいけないこと」にとらわれ過ぎて、
仕事の「喜び」を感じる感度が下がらないようにしてくださいね。
「仕事が大変だなあ」と
か「周りの人より私は覚えが悪いなあ」と考えることが多くなると、どんどん仕事の喜び
を感じる感度が下がってきます。
みなさんは、
「人のために役に立ちたい」とか「高校のときにお世話になったリハビリの先生のようにな
りたい」、「患者さんを元気に出来る受付スタッフでありたい」といった夢に、日々着実に近づける環境に
居ます。感度さえ磨いておけば、患者さんや先輩がどんどん喜びを与えてくださいますよ。前進するための
エネルギー、「喜び」をいっぱい受け取って、夢に向かって進んでください。
AMG の施設だと、同期も先輩もたくさん居ます。同期の優秀な人と比較して自信をなくしてはいけませ
んよ。同期がたくさんいるということは、人生におけるかけがえのない財産です。それぞれの良い部分を吸
収しあって、自分の成長の糧にしてくださいね。
先輩の中にも、必ずや尊敬できる先輩が居ると思います。「ちょっと追い越せなさ
そうだな」と思ってしまうぐらいの先輩を目標に仕事をすると、仕事も勉強も楽しく
なります。
自分の成長を日々感じながら、楽しく仕事に励んでくださいね。

陰ながら、ポンコツ部長も親戚のおじちゃんのような気持ちで、新入職員の方々
を応援しています。何かの機会にお会いしたり、お話を聞けるときを楽しみにして
います。
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健康のための運動などもそうですが、習慣というものはなかなか変わらないものです。
社会人としては、自分のことを客観的に分析し、足りないところを高める努力をするということが大切であ
りますが、それが習慣化するまではしばらくかかります。特に男性の方は時間がかかるように感じています。
私は、新入職員の方々が望ましくない行動をしたとしても、すぐに「正す」ことよりも、客観的に自分を見
る練習をしてもらうと良いのではないかと考えています。野球選手が、自分のスイングを動画でとって分
析・改善するのと一緒です。
「良い悪い」も押し付けられたものではなく、自分の価値観の元に、基準を構
築すると身につきやすいものです。
先輩方も、始めの数ヶ月で新人さんの能力を判断しないでくださいね。
まずは環境に慣れないと、今ある能力すらも発揮できません。特にはじめの数ヶ月
は、新人の方々に、
「それでいいんだよ」というプラスの（YES の）フィードバック
を与えて頂きたいと思います。人は、自分がそこに存在する意味を感じるだけで、
うつ状態になる可能性が著しく減り、エネルギーが増すようですので。

「応援する人がいるよろこび」
（有吉さんの番組で MC などをしている）タレントの佐藤栞里さんは、高校野球の応援し
ている人を見に行くために、野球場を訪れるそうです。佐藤さんにとって、対戦する２
つの高校はどこでも良いのだそう。勝敗自体はどちらが勝っても良いらしく、あくまで、
応援している人を見に行くのが目的だそうです。
何かの本で読んだのですが、応援する人(チーム)がいる人は、しあわせ度が高いそうです。
確かに、野球場でもサッカー場でも応援している方は、選手に負けないぐらい一喜一憂しています。
阪神ファンのおっちゃんも、幸せ感がありますね。
少し話は変わりますが、応援される側も応援があるとパフォーマンスが上がることが、科学的に証明されて
います。我々リハビリ職は良く知るところです。
NASA の宇宙飛行士は、結婚して子供が居ることが条件だそう。応援される対象で、守る
べきものがないと、ここ一番で、生き延びることに力が発揮できないんだそうです。
結果的には、応援することも、応援されることも幸せなことなんですね。
応援する人、される人が両方行きかう空港は、パワースポットだそうです。良い気だけが集まりやすいのだ
そうです。そう考えると野球場、サッカー場もパワースポットで元気がもらえるのかもしれません。
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そんなこんなで、私も、前述の佐藤さんの気持ちが分かる一人です。特に選手を応援する家族、応援団やチ
アリーダーなどの笑顔は、自分のことで喜ぶ笑顔より素敵で、人を幸せにする力があると思います。
医療関係で働く人が、パワフルに感じるのは、応援するべき対象（患者さまやご利用者さま）がいらっしゃ
るからかもしれません。応援できる人が居るって幸せなことですね。応援している側の私たちが、むしろ、
元気になって幸せになっています。
私は、今はもう現場に出ておりませんので、直接的に患者さまを応援できませんが、現場で働く方々の頼
りになる応援団でありたいと思っています。

◆奥村部長ホットライン
TEL：048－775－6466

MAIL： hirofumi.okumura@amg.or.jp
なんでもご相談ください

前園所長からお言葉
前 AMG 地域健康推進研究所

所長

前上尾中央医療専門学校 学校長 前園 徹
先月末に 30 年 2 か月の AMG 勤務を卒業しました。
長い間、大変お世話になりました。皆さんには、とっても良くしていただきました。
コロナ禍の中、一変した生活が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
私は、現在、介護・福祉グループに勤務しており、今までとほぼ変わらぬ業務をさせていただいております。
AMG で学ばせていただきましたことが役立っております。環境が変わって、より頭が賢くなったような（笑）
気がしております。
介護・福祉分野にリハビリマインドを広げるべく努力していきたいと新たな取り組みを始めております。
コロナ禍が収まって、楽しい酒が飲める日を楽しみにしております。
それまで、お互いに健康で頑張りましょう。

3 月 1 日（月）に開催致しました、第 10 回 ARMAC
の際に、リハビリ部から前園所長へ花束をお渡し
いたしました。
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新たなスタートを迎えた異動・昇格者のチーフ、係長昇格されました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！
異動・昇格者のチーフ、係長昇格されました皆さん、これからどうぞ宜しくお願い致します！！

上尾中央総合病院
科長 高橋 一樹
4 月 1 日付で上尾中央総合病院に異
動いたしました高橋です。
初めての異動で不安もありますが、
「主役は一人ひとりのスタッフ」で
あることを忘れずに当院のスタッフ
と力を合わせて上尾を盛り上げてい
きたいと思います！

リハビリテーション科が一丸となり、

越谷誠和病院
主任

那須

彩の国東大見メディカルセンター
科長 山口 賢一郎

地域の皆様に対して益々の貢献ができる

高志

よう、誠心誠意汗をかいて参ります！
チーフを務めさせて頂くことになりま
した那須と申します。今までセラピスト
として患者様の為に何が出来るかを考
えてきましたが、これからは科のスタッ
フの安心や質の向上も考えて働く必要
があると実感しています。各スタッフ
と、その先にいらっしゃる患者様に何が
出来るかを考えて働きたいと思います。

蓮田一心会病院
係長 片岡 伸之

柏厚生総合病院
係長 松下 彩奈
柏厚生のスタッフ一人一人が得意なこと

これまでと違う新たな業務でわから

を活かして活躍し、患者様の期待に応え続

ないことだらけですが、諸先輩方を見

けられるよう、一緒に成長していきたいと

習ってできることからひとつひとつ

思います。みなさまの支えに感謝しながら

やっていければと思います。

頑張ります！今後ともよろしくお願いい

今後ともどうぞ宜しくお願い致しま

たします。

す。
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笠幡病院
科長 鈴木 香織

している中村です。
ＡＭＧに入職して初めて本格的に介護保

笠幡病院のチーフになりました作業療法士

険分野に携わる事になりました。介護報酬

鈴木香織です。

の改定への対応、LIFE の導入と毎日がバタ

生活期リハという新たなジャンルに関わるこ

バタですが、主任や他スタッフの協力を得

とができ、面白さを感じております。

ながら少しでも施設に貢献できるよう努力

入院患者さんおよび利用者さんの生活に寄り

していきたいと思います。宜しくお願い致

添えるよう努力していきたいと考えておりま

します。

す。
今後ともよろしくお願いいたします。

ハートケア湘南・芦名
主任 小武海 将史
この度、ハートケア湘南・芦名で新しくチーフとなりました
小武海（こぶかい）です。
前任のチーフに築いて頂いたハートケア湘南・芦名のリハビリテーション科
を、今後もより良くして行けるようスタッフと力を合わせて「一笑懸命」頑
張りますので、今後ともハートケア湘南・芦名リハビリテーション科をよろし
くお願いします。

老健勝田
係長 神郡 聖史
横浜鶴見リハビリテーション病院
科長 佐伯 まどか

職位に甘んじることなく、地域のため、茨城の
ため、そして AMG のため躍進して参ります。
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2021 年度リハビリ部 年間スケジュール予定

4月
・22 日

5月

リハビリ部
・30 日

部門別新入職員研修会

早期オンライン
就職相談会

6月
・12 日

早期オンライン就職相談会

・18 日

第 1 回病院チーフ会議

20 日 早期オンライン就職相談会
・25 日第 1 回老健チーフ会議

8月
・8/28 管理職研修会
9月
・17 日 看護本部・リハビリ部合同研修会
・21～22 日、24 日 合同エリア会議

・10 日
・17 日

12 月
第 2 回病院チーフ会議
第 2 回老健チーフ会議

【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 https://amg.or.jp/rehabilitation/
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