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「誰もが街で暮らすために」
Everybody will be in own town

−私たちは障害児・者の自立と社会参加に向けて良質な医療と福祉を提供します−
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千葉県千葉リハビリテーションセンター 広報誌
○ 利用者の意思と個性を尊重し、専門職の協働による包括的リハビリテーションを実践します。

〒266-0005
千葉市緑区誉田町1-45-2
TEL 043-291-1831 FAX 043-291-18５７
ホームページアドレス
http://www.chiba-reha.jp/

○ 日々の研鑽により自らの人間性と専門性の向上を図り、安全で質の高いサービスを約束します。
○ 地域の各機関との連携を図り支援し、また研究・開発や専門職育成に努めます。

センターの新しい"顔"をご紹介します！
この春、センターでは多くの新しい職員を迎え入れました。
今号では、センターの新たな"顔"となる皆さんを様々な形で
ご紹介します！

１

副センター長インタビュー
この４月に、横浜市立大学より菊地尚久先生が着任し、

副センター長に就任しました。早速インタビューをお願いし
これまでの御経歴や今後の千葉リハでの活動、さらにプライ
ベートについてもお話しいただきました！

きくち なおひさ

菊地 尚久 副センター長

̶千葉リハに着任されて１ヶ月半ほど経ちましたが、センターの印象はいかがですか？
最初は分からないことも多かったのですが、少しずつ慣れてきたところです。職員の皆さんは
優しく接してくれますね。
̶これまではどのような病院や機関にいらっしゃったのでしょうか？
金沢大学の出身で、学生のころからリハビリテーション医を志望していました。最初の２年間
は小児のリハビリテーションや整形外科をやっていて、脳性麻痺のお子さんの治療や、その頃は
手術もやっていましたね。
その後、縁あってアメリカのカリフォルニア大学に留学し、筋ジストロフィーという病気に対
する運動療法の研究を１年間やっていました。この研究で学位を取っています。
帰国後、リハビリで有名であった横浜市立大学に勤務することになり、横浜のリハビリテー
ションセンターでの勤務も経験しました。横浜ではセンターのス
タッフが直接地域に出向いて住環境を整備したり、訓練指導をした
りしていたのですが、そのような地域リハの活動は好きでしたね。
個人的には回復期以降の方が、患者さんが良くなっていく姿を見
て実感できるということから、そのような所で仕事をしたいと
思っていたところで、吉永センター長からお誘いを頂いて千葉リハ
に来ました。
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Ｐ１より続きます
̶初めからリハ医を志望していたという事ですが、何か理由があったのですか？
医者として「患者さんを良くしたい」と思う中で、今は例
えば臓器によってなど、どうしても専門が細分化されてしま
うのですが、リハ医は患者さんを全体から見て日常生活を良
くしたいだとか、そのような姿勢に学生のころから共感を抱
いていました。患者さんを良くするために様々なアプローチ
をしていくイメージで捉えていて、魅力的な分野に見えたん
ですね。
̶そのイメージは、実際リハ医になられても変わりませんか？
そのイメージは間違いでないとは思いますね。
医学部の学生さんによく言うのですが、リハビリテーションは本当の意味で「チーム医療」な
ので、例えば看護師、療法士、ソーシャルワーカー、その後の職業リハを指導する方や地域の支
援機関や行政も含めて本当に多くの人が関わって、診ている人が良くなっていくのを見られるの
がリハ医です。自分で手を下すことは他の医学と比べて少ないのですが、全体で見ていって、患
者さんを良くできたということを自分として実感できる医者であればリハ医に向いているなと思
います。
̶プライベートについての質問ですが、休日はどのように過ごされて
いるんですか？
趣味は乗馬です。大学の終わりごろから始めたので２０年以上にな
るのですが、実はかなり本格的にやっていて、この部屋にもトロ
フィーが置いてあるんですよ。ここに飾ってあるのは神奈川県で２位
になったときの物ですね。センターの近くに
も乗馬のクラブがあるのは知っているのです
が、まだ一度も行けていないので、余裕が出
来たら定期的に行きたいな、とは思っていま
す。
専門は障害飛越です

̶最後に、今後千葉リハで取り組みたいことを教えてください。
大きく分けて２つあるのですが、一つは地域におけるリハビリテーションです。今の千葉リハ
は回復期のリハビリテーションやその後のフォローが充実していますが、さらに在宅に戻られた
後や、在宅生活をしている障害者の方々にもリハビリテーションとしてのアプローチをしてみた
いです。もう一つは研究面において、充実した機器類がありますので、これらを活用して障害者
の方々に役に立つような治療を進めたいと思っています。
̶いろいろなお話、ありがとうございました！
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新入職員アンケート
今年は副センター長のほかにも、３名の医師をはじめ50名以上の職員がセンターに入職しま

した。新入職員の皆さんにもアンケートを実施し、自己紹介してもらいました！

しん としまさ

診療部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
（医師）
モットー：
プラス思考
出身地：千葉市
趣味：音楽・ランニ
ング

辛 寿全先生

お

の

よしまさ

診療部 整形外科
（医師）
モットー：
置かれた場所で咲く
出身地：静岡県
趣味：サッカー・
フットサル

小野 嘉允先生

回復期リハを学ぶために、４月か
らお世話になっています。よろし
くお願いします。

久松のり子さん
患者様やご家族の方の心の支えに
なれるよう、日々努力していきた
いと思います。

看護部 １ＢＣ棟
（看護師）
モットー：真面目に
誠実でいること
出身地：埼玉県
趣味：ディズニー・
カメラ・映画・車

田中咲希恵さん
センターには実習でお世話になり、
その際にこちらを志望しました。
頑張ります！

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ療法部
（小児 作業療法士）
モットー：心は熱く
頭は冷たく
出身地：東京都
趣味：テニス・ス
ポーツ全般

渡 日向子さん

リハビリを通じてお子様の生活が
豊かになるよう尽力していきます。

看護部 ３Ｃ棟
（看護師）
モットー：
スタミナ勝負
出身地：愛媛県
趣味：食べ歩き

茂木悠花里さん

子ども達とOTを通して、楽しく前
向きな気持ちを共有していけたら
良いと思います。

やまぎわ

わくい あつこ

湧井 敦子先生

患者様の笑顔のために、日々努力
いたします。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ療法部
（成人 理学療法士）
モットー：「心」に
寄り添う理学療法を
出身地：埼玉県
趣味：ドライブ

診療部 小児神経科
（医師）
モットー：ごはんを
残さず食べる
出身地：福島県
趣味：楽器演奏

児童発達支援ｾﾝﾀｰ
（指導員）
モットー：笑顔でみ
んなをつなぐ
出身地：柏市
趣味：Ｊリーグ観戦
（柏レイソル）

山極 涼太さん

多職種連携で人と人のつながりを
感じてセンターを志望しました。
よろしくお願いします。

検査部
（臨床検査技師）
モットー：
自分に厳しく
出身地：千葉市
趣味：料理・お菓子
作り

村田みどりさん

学生の時に更生園で実習を行い、
いつかは千葉リハで働くという願
いが叶いました！

日々の努力を怠らず、患者様の役
に立てるようがんばりたいと思い
ます。

この４月に入職した職員を加え、職員総
数は５４５名になりました。大所帯とな
りましたが、多職種の職員一人ひとりが
利用者様の為に精一杯活動させていただ
きます！
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出前講座開催のお知らせ

公開講座開催のお知らせ

どうにかしよう！その膝の痛み
〜日常生活の注意点から人工関節治療まで

第17回千葉リハビリテーションセンター公開講座
日時：７月８日（土）
1３:００〜1６:３0（受付開始12：30〜）
場所：千葉リハビリテーションセンター

ひろせ たかゆき

昨年ご好評をいただいた出前講座を今年も実施し
ます。当センターの医師が変形膝関節症の正しい知
識や痛みに対する適切な対処方法をお伝えします。
またリハスタッフによる体操の指導もございます。
お近くに膝の痛みでお悩みの方がいればぜひご紹介
ください！

廣瀬隆喜 氏のトークショー
リオデジャネイロパラリンピック
ボッチャ団体戦 銀メダリスト
今年の公開講座はトークショーの他、千葉リハ
の事をもっと知っていただくために体験・展示・
見学ツアー企画を行います！

今後の開催予定（内容は同じです）

６月１５日（木） 午後３時〜４時
７月２１日（金） 午後３時〜４時

昨年度の様子

会場：ゆみ〜る鎌取ショッピングセンター
４階 イベントホール
参加無料・事前申込不要

センター案内図

事前の参加申し込みは不要です。
お誘い合わせの上、ぜひご参加
下さい！
車のご利用
・千葉東金道路 大宮インターから約10分
・京葉道路 松ヶ丘インターから約25分
電車・路線バスのご利用
・ＪＲ外房線鎌取駅北口から千葉中央バス
のりば２「千葉リハビリセンター」行
約9分
・ＪＲ千葉駅東口から千葉中央バス
のりば２「千葉リハビリセンター」行
約40分（土曜・休日のみ）

無料送迎バスのご案内

平成2６年８月１日改定

（センター⇔ＪＲ鎌取駅 循環運行）
JR鎌取駅北口発 千葉リハビリテーションセンター行き 千葉リハビリテーションセンター発 JR鎌取駅北口行き
時
平日
土曜日
時
平日
土曜日
①センター送迎バス発着場所について
８ １０ ３０ ５０ １０ ３０ ５０
８ ０３ ２３ ４３ ０３ ２３ ４３
鎌取駅発・・・鎌取駅北口ロータリー付近
９ １０ ３０ ５０ １０ ３０
９ ０３ ２３ ４３ ０３ ２３
（専用のバス停はございません）
１０ １０ ３０ ５０ ２０ ４０
１０ ０３ ２３ ４３ １３ ３３ ５３
センター発・・センター正面玄関前
１１ １０ ３０ ５０ ００ ２０ ４０
１１ ０３ ２３ ４３ １３ ３３
②車椅子ご利用の乗車定員について
１２ １０ ３０ ５０ ４０
１２ ０３ ２３ ４３ ３３
１３ １０ ３０ ５０
中型バス（黄色）・・・・２名
１３ ０３ ２３ ４３
１４ １０ ３０ ５０
１４ ０３ ２３ ４３
マイクロバス（水色）・・３名
１５ １０ ３０ ５０
１５ ０３ ２３ ４３
③日曜・休日は運休となります。
１６ １０ ３０ ５０
１６ ０３ ２３ ４３
④道路混雑等により遅延する場合があります。
１７ １０ ４０
１７ ０３ ３３
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