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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

「何かが変わり始めています」
AMG 協議会 リハビリテーション部
部長 前園

徹

2012 年は、いろんなことが大きく変化する年です。
マヤ歴が 12 月には、新たなサイクルに替わること、目に見えない変化が起きています。
5 月 21 日の金環日食は、見ることができましたか？
6 月 4 日には、部分月食。6 月 6 日には金星の太陽面通過。その後も、金星食、木星食、明るい
金星、彗星接近など、天体ショーが多くみられるのも楽しみではあります。しかし、それと同時
に今までにない変化が起きていることも確かです。
体調管理には、身体面・精神面含めて、十分に配慮して過ごしていただけるようにお願いいたし
ます。

新人のみなさんは、3 ヵ月目に入りましたが、業務は軌道にのっていますか？
今年度の事業も徐々に行われております。技術研修、チャレンジ研修をはじめ、各種会議、研修
会等も始まってきました。よろしくお願いいたします。

部長 ホットライン
048－775－6466

toru.maesono@achs.jp
なんでも相談してください✿

AMG リハビリテーション部広報誌 【リハ通信】

平成 24 年 6 月発行 Vol.10 No.2 （通巻第 25 号）

施 設 紹 介

AMG リハビリ部のみなさま。
「リハビリケアかつしか」が
平成 24 年 6 月 1 日にオープンとなりました。
東京都では、AMG 初となる介護老人保健施設です。
明るく元気なリハビリ科のスタッフも集まりました。
これから AMG の諸先輩方々にご指導・ご鞭撻を頂きながら
スタッフともども成長していきたいと思っております。
新しくできた施設なので、最新設備が導入されております。
お近くにお立ち寄りの際はぜひご見学なさってください。
また、会議などの会場としても御遠慮なくご利用下さい。
▲リハ科のみなさま

▲施設内の様子

7 月より、チャレンジ研修が始まります。チーフの方は、参加希望書を研
修希望月の前月 3 日までに、協議会へ FAX にてご提出ください。各施設

の概要集については、6 月上旬の発送を予定しております。
今年度は主任・管理職の方々、またチーフの方にも是非他の施設の状況を
見学していただき、業務改善等にご活用していただきたいと思います。
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上尾中央医療専門学校 就職活動関連
上尾中央医療専門学校 5 期生のうちの、AMG 希望者対象での 1 次
試験・2 次試験が終了し、PT26 名、OT20 名の内定が決まりました。
まだ試験を受けていない学生も、8 月以降の第 2 期での受験が見込ま
れます。8 月に入りましたら、他校の学生も含めて求人活動を強化し
てください。
なお、ST に関してはすでに就職活動が解禁されております。就職説
明会等、積極的にご参加をお願いいたします。

＜

PT・OT・ST 就職説明会のお知らせ

＞

就職説明会のポスター・冊子が出来上がり、各養成校への発送も
終わりました。皆さんが各養成校主催の就職説明会に出られる際に
は、ご案内をお願いいたします。
また、臨床実習などで実習地訪問に来られる先生方、臨床実習学生
にも案内をお願いいたします。
そして、AMG 主催にて、PT・OT・ST の 25 年 3 月卒業予定者、
経験者対象の就職説明会を今年も開催します。例年、400 名以上
もの方々のご参加で大盛況をいただいております。AMG 内多くの
病院・施設に参加していただき、病院・施設と学生との交流を、
さらに深める説明会にしたいと思います。皆様のお知り合いがい
らっしゃれば、是非ご案内いただけますと幸いです。実習生や近隣
の学校及び、親交のある先生方への声掛け、母校への声掛けもよろ
しくお願いいたします。

リハビリテーション職員、約 1,500 名の仲間と一緒に、
楽しい時代を創出しよう！

○日時：平成 24 年 8 月 18 日（土）11:00~16:00
○会場：東京ビッグサイト

レセプションホール
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訪問系サービス検討会が開催されました！
5 月 19 日（土）AMG 学習館にて、訪問系サービスに関わる看護師、介護福祉士・ホームヘルパー、
PT・OT・ST および居宅介護支援事業所や地域包括センターの介護支援専門員を対象とした訪問系

サービス検討会が開催されました。訪問リハビリに関して各職種の視点から発表があり、多職種で
のディスカッションでは活発に意見交換が行われていました。
今後も様々な研修会を企画して参りますので、興味がある方はぜひお申込みください。

▲グループワーク

▲前園部長 情報提供

◆アンケート結果（感想やご意見をいただきました。）
リハビリより
訪問リハビリに携わってから、初めての学習会の参加でした。皆様も様々な問題を抱えながら業務
に当たっていることを知り、心強くなりました。ディスカッションの意見を活かしたいと思います。
看護師より
訪問系で働いたことがないので実感はわきませんが、実際現場で働いている方の意見や情報を得ら
れる機会となりました。
ケアマネ・社会福祉士より
ケアマネとしての力量を磨いていくためにも、さらに AMG でのケアマネの勉強会を企画してほし
い。
介護福祉士より
同じ職種や同じ施設内での連携はとりやすいが、その他の横のつながりが難しい。
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「回復期リハビリ検討会」を開催します！
6 月 7 日（木）に行われる回復期リハビリ検討会は、昨年度に引き続き『回復期リハ病棟における多職種協働
と今後の方向性』というテーマでの講義やディスカッションを行い、それらを通して自施設の問題点や将来
展望について多職種で検討するきっかけをつくることを目的とした学習会です。
○対象者：回復期リハに関わる PT・OT・ST、看護師、介護福祉師、MSW、
介護支援専門員、その他

＊ディスカッションテーマ
『自施設の連携力を高めるために～明日から行う業務改善プロジェクト』
第 1 回 日程：平成 24 年 6 月 7 日（木） 場所：ハロー貸会議室新宿
第 2 回 日程：平成 24 年 11 月 29 日（木）場所：AMG 学習館

2 回目の学習会と合わせて完結いたしますので、
少なくとも 1～2 名は両日にご出席ください✿

<お問い合わせ>
AMG 協議会リハビリテーション部

☎048-775-6466

担当：飯田

介助マニュアル Advance テキスト完成！

以前にお知らせしました、介助マニュアル Advance が
ついに完成いたしました！

昨年度から伝達してきました、
「基本動作の介助と誘導」に関
して、各職場において、看護・介護職の方々との共通理解の
ための研修会を開いていってください。
もちろん、中心となるリハビリテーション科のみなさんには、
全員周知の程、よろしくお願いいたします。
※お問い合わせにつきましては、
A4 版カラー

1 部定価 500 円（税込）

寿エンタープライズ 松本主任（048-773-6915）

（AMG 内のみ格安 300 円にて割引販売!）

までお願いいたします。

【発信元】――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □■
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：前園 徹
担当：森田

穂乃花（honoka.morita@achs.jp）

ご意見やご感想、お待ちしております
■□―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

