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　この度、一般社団法人回復期リハビリテーショ

ン病棟協会主催による『回復期セラピストマネー

ジャー（以下、セラマネ）7期生』研修を修了し、

認定試験に合格しました。認定制度を開始して7

年間で各都道府県917名に及ぶセラマネが誕

生しています。『ADL能力（日常生活動作能力）』

『在宅復帰』という明確なアウトカム（結果・成果）

を向上する為、多職種によるチームアプローチ

のプロセスを重要視する回復期リハビリテーショ

ン病棟（以下、回リハ）では、優れた管理能力を持

ち、他職種を深く理解し、一定の専門的臨床技能

を備えたセラピストが必要不可欠です。その中

で、病棟マネジメントを担う『セラマネ』の制度化

は社会の要請に沿うものです。一方、回リハ病棟

は（平成 2 8 年 3 月度現在）1, 3 5 8 病 院、

77,102床、1,725病棟の規模となりました。

1病棟に2人の『セラマネ』を位置づける為に、更

なる量的整備に努めなければなりません。当院

は平成20年5月に回リハ病棟を新設し9年目を

迎え初めての『セラマネ』になりました。この資

格を活かし、当院の回リハ病棟を盛り上げていく

為にも『セラマネ』としての質を高め、実績を示

しアウトカムの向上に寄与するプロセス指標とな

る為、さらなる努力をしていきたいと思います。

『病棟専従でリハビリスタッフのマネジメントを

行いながら多職種との協働を促進し、病棟運営

に携わり病院の理念方針に結びつけられるセラ

ピストの育成』という回リハ協会が求めるセラマ

ネになれるよう頑張っていきます。さらに回復期

リハビリなら木島病院に行こうと言ってもらえる

病院を目指し努力していきたいと思います。

 この認定資格に満足せず、5年ごとの更新を怠

ることなく、大いに研鑽を重ねていきます。また、

地域包括ケアシステムの構築推進に寄与する

『セラマネ』として、より多くの実践活動やその効

果について研究大会等を通じて積極的に発信し

ていきたいと思います。最後に、この研修を支え

てくださいました関係者の皆様に深く感謝を申

以前は職員駐車場でしたが、来院患者さんの増加に伴ってこちらの駐車場も患者さんに使っていただく事ができるよ
うになりました。雨が多く降り続いた時には水が貯まる事がある為、その時には駐めない様にお気を付け下さい。

 こんにちは。赤澤弘美と言います。ずいぶんと長くなりましたが、松寺町に移転する前から木島病院に勤めていま
す。それからというもの、お酒を飲む機会も増え、いまではワインが大好きになりました。（たくさんは飲めませんけど
ね）自宅には3匹の親子のわんこがいます。毎日必ず（雨の日も、雪の日も）1日2回、朝と夕1時間程度のお散歩をし
ています。子犬に関しては自宅出産をしたので、私がへその緒を切り取り上げたので、ひときわ思い入れも深く、成長
を見守ってきました。今では外出から戻ってくると3匹そろってお出迎えをしてくれます。手のかかる事も多く、大変
ですが私の大きな癒しになっています。

デイケア奥の駐車場もご利用いただけます。

編集後記

五十嵐 大輔回復期セラピストマネージャー
理学療法士

赤澤 弘美

春も深まり一段と暖かくなりました。気持ちも自然に活動的になり、色々なことにチャレンジしたくなりますよね。
運動にはよい季節になりました。スポーツやレジャー等で体を動かしていきましょう。

（新聞委員一同）

「回復期セラピストマネージャーになりました！！」

看護師 さん
あかざわ ひろみ
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木 島 病 院 報

 きじま在宅介護センター通所リハビリテーションでは、毎年お花見ツアーを行っています。桜を見ながら
歩行練習をすることや、季節を感じ、心のリフレッシュを図ることが目的となっています。金沢では4月に
入り暖かい日が続き、4月4日に開花が宣言されました。あっという間にどんどん咲いてしまい、急遽8日
からお花見ツアーを開始しました。今年は、卯辰山や兼六園周辺に行きました。兼六園前の道は混雑して
おり、観光客も多く賑わっていました。きれいな桜を見
て利用者様も大変喜んでおり、「日本人で良かった！」と
の声も聞かれました。桜の前で撮影した写真を一人ひと
りに配り、デイケア内の掲示板にも貼りました。「きれい
やね」ととても嬉しそうに見ています。利用者様をすぐに
笑顔にしてしまう桜のパワーは本当にすごいと思いま
す。また来年のお花見が楽しみです。皆さん、素敵なお
花見場所がありましたら是非教えて下さい。

 ３月２６日に熊本アクアドームで開催された、日本ハ
ンドボールリーグプレーオフ決勝で、北國銀行が広
島メイプルレッズを相手に23-14で快勝し、3年連
続の日本一になりました。今年で3年連続リーグ戦
全勝で今シーズンを終えました。今シーズンを振り
返ると、昨年末の日本選手権でオムロンに敗れて以
来、プレーオフにかけてきました。相手はオムロン
ではありませんでしたが、しっかりリベンジを果たし
てくれました。負けた時は、負けて良かったとはその
場で思いません。あの負けの後から選手一人一人
の取り組みも変わり、我々トレーナーにももう少し
シュート力をつけたい、もう少し1歩の強さをあげ
たいと要求する選手が増えました。シーズン最後は

膝の痛みや、肉離れ等の筋腱の障害でコンディショ
ンが落ち気味になった選手もいました。なんとか最
後まで走り抜けられたという印象です。監督、キャプ
テンは試合後『プレーオフ１０連覇を達成できるよ
うにチーム作りをしていきます』とメディアに向けて
発信しており、僕も僅かでもチームに貢献できるよ
うに取り組んでいきたいと思います。そして４月１５
日からは東アジアクラブ選手権が中国で開催され
ます。韓国、中国、日本の３カ国でクラブ１位を決め
る大会です。昨年は韓国に敗れましたが、今年は昨
年の借りを返してこれるように我々スタッフもサポ
ートしていきたいと思っています。これからも北國
銀行ハンドボール部をよろしくお願い致します。

第３２回

「笑う門には福来たる！」

　4月1日に第32回地域交流会が体育館を会場として開催されまし
た。当日は天気にも恵まれ大勢の方が参加されました。今回の内容
は、当院のリハビリスタッフの桂による笑顔についての講演「笑う門
には福来たる！」と、高知県で活動されているマジシャン鈴木さんとそ
のお仲間によるマジックショーが行われました。講演では、私たちが
普段何気なくしている笑顔がいかに脳に良い影響を与えているかを
知る事ができ、笑顔の大切さを再認識することが出来ました。マジシャ
ン鈴木さんたちによるショーは、本格的なジャグリングとマジックの
数々に、驚きあり時に笑いありの参加者みなさんが楽しめるとても
素晴らしいものでした。今後も地域交流会ではさまざまな講演・催し
物を行っていく予定ですので次回もお楽しみに。

３年連続４回目！！

日本ハンドボールリーグ
プレーオフ優勝！
日本ハンドボールリーグ
プレーオフ優勝！

柔道整復師 木村慎之介
北國銀行ハンドボール部トレーナー

星名 健柔道整復師

栗林 奈苗
理学療法士



３月に無事学校を卒業する事ができ、国家試験にも合格する事ができ
ました。この３年間は学業と仕事と家庭の両立をしていかなければな
らず、時に全て投げ出したくなることもありました。しかし、同様に乗り
越えていった方や、応援してくれた方々、何より学業や生活を優先でき
るよう考慮してくださった上司、先輩がいたからこそ最後までやりきる
ことができました。本当に感謝の言葉でしかありません。４月より看護
師としてのスタートラインに立つことができました。これからも学び歩
むことを忘れることなく一看護師として成長していきたいです。まだま
だ未熟な私で、皆様にはご迷惑かける事も多々あると思いますがこれ
からもご指導よろしくお願いします。

看護師国家試験合格 髙井 香苗看護師

平成２９年度新人紹介
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　2017年2月15日に長野県白馬村で行われた国民体育大会に出場し、成年女子A組で優
勝することが出来ました。これも竹内院長をはじめ、木島病院職員の皆様の応援のおかげ
です。本当に感謝しています。今年はワールドカップやヨーロッパカップの転戦で、海外を
中心に活動していましたが、表彰台には届かず厳しい現実を感じました。来年の2月には冬
季オリンピックが韓国で開催されます。まず代表に選考されるよう、自分に厳しく確実にチ
ャンスを掴めるよう取り組みます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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木村 光喜
きむら こうき

柔道整復師

塩谷 祐貴子
しおたに　ゆきこ

介護福祉士

武田 一美
たけだ かずみ

看護補助

相原 美芽
あいはら みめ

准看護師

能木場 裕美
のきば ひろみ

看護師

南藤 リエ
なんとう りえ

看護師

酒井 純子
さかい じゅんこ

看護師

寺根 文佳
てらね ふみか

看護師

高田 佳代
たかだ かよ

看護師

堀田 成美
ほりた なるみ

作業療法士

小鍜治 里菜
こかじ りな

作業療法士

杉本 直希
すぎもと なおき

理学療法士

松島 裕
まつしま ゆう

理学療法士

島田 充啓
しまだ みつひろ

柔道整復師

大江 義己
おおえ よしき

柔道整復師

出身は津幡町です。柔道整復師に
なろうと思った理由は、両親が医療
系の仕事をしています。その背中を
見て自分も人を助ける仕事がしたい
と思い、この職を選びました。よりよ
い医療人になれるよう頑張ります。

富山県出身です。高校までクロスカ
ントリースキーをしていました。ウィン
タースポーツが好きな方、気軽に声
をかけてください。満点の笑顔で一生
懸命に頑張ります！！よろしくお願いし
ます！！

2月より3階病棟に勤務させて頂いて
います。整形外科看護の経験は浅
いですが、1日でも早く仕事に慣れる
よう、頑張りたいと思っています。

10月から看護師として仲間入りさせ
て頂きました。元気で活気のある職
場で毎日パワーをもらい頑張っていま
す。患者さんにもパワーを届ける事が
出来るよう笑顔で頑張りたいと思い
ます。

今春、看護学校を卒業し3月より手
術室に勤務しています。趣味はハワ
イアンキルトと洋裁です。バッグや簡
単な服などを作り、ストレス解消して
います。

入社早々、事故に会い入院し、手
術、療養、回復、そして復帰できま
した。少しは患者さんの気持ちを
分かるようになったのでは…？！精
一杯お仕事をさせていただきます。
よろしくお願いします。

1月よりセンターで勤務しております。体を動
かすことが好きです。今年は開山1300年の
白山でご来光を見たいなと思っています。利
用者の皆様にいつまでもお元気で過ごして頂
けるように温かく明るいセンターで頑張って
いきたいと思います。よろしくお願いします。

庭めぐりを楽しみにしています。兼六
園や好古園、識名園などいろいろな
庭を見に行きました。庭とお茶とお菓
子があって、のんびりできたら幸せで
す。

回復期リハビリテーション病棟で勤
務させて頂いています。回復期リハ
ビリでの経験はありませんが、これま
での経験を生かして頑張っていきた
いと思います。

2人の子供にも手がかからなくな
り7月～木島病院で働き始めまし
た。戸惑う事も多くまだまだ勉強
中です。よろしくお願いします。

私は小中高を通してあらゆるスポー
ツに関わってきました。ここ、木島病
院ではスポーツを中心にリハビリを
行っていることから患者さんを通して
スポーツにさらに深く関わっていきた
いです。よろしくお願い致します！

福井県出身です。趣味は野球観戦で
特に巨人と日ハムが大好きです。巨
人では坂本、日ハムでは西川が好き
です。野球観戦をする機会があれば
誘っていただけると嬉しいです。これ
から頑張るのでよろしくお願いします。

突然ですが私はヨーグルトが大大大
好きです。どのくらいかと言うと２歳か
らから毎朝食べているくらいです。大
学ではついにあだ名が「ヨーグルト」
になりました。よかったら呼んで下さい
(笑)よろしくお願いします！

内灘町出身です。小学校の時から
サッカーをしていて、今はフットサルを
しているのでフットワークが軽く、動く
のが得意です。何事も一生懸命に
頑張ります。よろしくお願いします。

血液型はB型です。B型ということで
よく誤解されますが決して自己中心
的ではありません！！趣味は野球で今
もたまに試合に出てます。これからは
スポーツも仕事も頑張ります。

趣味は、バドミントンです。大学時代
に二度の手術を経験し、厳しいリハ
ビリにも耐え現在では、スポーツがで
きるまで復帰する事ができました。こ
の経験を活かして患者様の立場に
なって行動できる人になりたいです。

兼氏 海渡
かねうじ かいと

柔道整復師
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は（平成 2 8 年 3 月度現在）1, 3 5 8 病 院、

77,102床、1,725病棟の規模となりました。

1病棟に2人の『セラマネ』を位置づける為に、更

なる量的整備に努めなければなりません。当院

は平成20年5月に回リハ病棟を新設し9年目を

迎え初めての『セラマネ』になりました。この資

格を活かし、当院の回リハ病棟を盛り上げていく

為にも『セラマネ』としての質を高め、実績を示

しアウトカムの向上に寄与するプロセス指標とな

る為、さらなる努力をしていきたいと思います。

『病棟専従でリハビリスタッフのマネジメントを

行いながら多職種との協働を促進し、病棟運営

に携わり病院の理念方針に結びつけられるセラ

ピストの育成』という回リハ協会が求めるセラマ

ネになれるよう頑張っていきます。さらに回復期

リハビリなら木島病院に行こうと言ってもらえる

病院を目指し努力していきたいと思います。

 この認定資格に満足せず、5年ごとの更新を怠

ることなく、大いに研鑽を重ねていきます。また、

地域包括ケアシステムの構築推進に寄与する

『セラマネ』として、より多くの実践活動やその効

果について研究大会等を通じて積極的に発信し

ていきたいと思います。最後に、この研修を支え

てくださいました関係者の皆様に深く感謝を申

以前は職員駐車場でしたが、来院患者さんの増加に伴ってこちらの駐車場も患者さんに使っていただく事ができるよ
うになりました。雨が多く降り続いた時には水が貯まる事がある為、その時には駐めない様にお気を付け下さい。

 こんにちは。赤澤弘美と言います。ずいぶんと長くなりましたが、松寺町に移転する前から木島病院に勤めていま
す。それからというもの、お酒を飲む機会も増え、いまではワインが大好きになりました。（たくさんは飲めませんけど
ね）自宅には3匹の親子のわんこがいます。毎日必ず（雨の日も、雪の日も）1日2回、朝と夕1時間程度のお散歩をし
ています。子犬に関しては自宅出産をしたので、私がへその緒を切り取り上げたので、ひときわ思い入れも深く、成長
を見守ってきました。今では外出から戻ってくると3匹そろってお出迎えをしてくれます。手のかかる事も多く、大変
ですが私の大きな癒しになっています。

デイケア奥の駐車場もご利用いただけます。

編集後記

五十嵐 大輔回復期セラピストマネージャー
理学療法士

赤澤 弘美

春も深まり一段と暖かくなりました。気持ちも自然に活動的になり、色々なことにチャレンジしたくなりますよね。
運動にはよい季節になりました。スポーツやレジャー等で体を動かしていきましょう。

（新聞委員一同）

「回復期セラピストマネージャーになりました！！」

看護師 さん
あかざわ ひろみ

よろし
く

お願
いしま

す！
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