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ニュース
ちばりは

人材育成部 始動！
人材育成部は、これからの千葉リハを支える人材を育成するために

平成２２年４月に設置されました。
千葉リハの教育の中で、特に、全職種に共通して必要な資質・能力

（ジェネラリティ）を学ぶ機会を提供し、職員全員の教育の仕組みづ
くりに取組んでいます。

H22人材育成部の
アクションプランです

組織を活性化し、働くみんなにやりがいを感じてもらえる職場風土
づくりには、管理者の力が重要です。

昨年11月、管理職による「千葉リハワークショップ」を開催し、こ
れからの千葉リハについて、多職種チームで侃々諤々、熱く語りあい
ました。

←人材育成部の
シンボルマーク
です。

研修会等の企画、立
案、実施及び評価に

関すること

センター職員の学習
ニーズに関する調

査

センター職員に共通
するテーマに関する
研修の企画、立案、

実施及び評価

教育・研究成果の蓄
積、研究支援に関す

ること

センターの教育・研
究成果の蓄積方法
に関する課題の抽

出と検討

研究支援における
課題の抽出と取組

み

実習、研修の受け入
れに関すること

実習、研修の受け
入れに関する課題

の抽出

実習、研修の受け
入れに関する課題

への取組み

人材育成に関する会
議、委員会の運営に

関すること

教育推進会議の開
催、連絡調整、資料

作成

第1グループ委員会
への参加

ケア、サービスの質向
上のためのシステム
構築、教育技術、評
価方法の開発支援に

関すること

職員、職種ごとの
キャリア開発に関す
るシステム開発・構

築

教育方法や評価方
法の課題の抽出と

取組み

その他、人材育成に
関すること

職員出張費、研修
費の分析について

人材育成部の業務
の周知について

済

調
査
中

検討中

進行中

進行中

済
検討中

進行中

人材育成部だより→
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H22年度は、学会・研修
参加の業績・旅費分析、
所属長のヒアリングなど
を通じて、必要な人に必
要な研修・学習が受けら
れる教育環境を整えるた
めに、分析を中心に取組
みました。

人材育成部のお部屋は
4階給湯室の隣です。
ご意見などお寄せ下さい。

利用者のために、
そして自分自身のために、
学ぶことをサポートします。

人材育成部。

禁煙に関するｼﾘｰｽﾞ、
研修報告、社会人として
の学びに参考になる書籍
の紹介などを掲載してい
ます。

ホームページからご覧頂けます。

千葉県千葉リハビリテーションセンターの理念と基本方針

「 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－

○ 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。

○ 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。
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日時：平成23年2月25日（金）
11：30～15：30

場所：センター２階 大ホール

ＢＳフジ開局10周年記念ドラマ「ひとりじゃない」
の撮影に協力しました。
（主演：浅利陽介さん）
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千葉リハビリテーションセンターの職員の取り組みが外部の機関に評価され、受賞した職員を紹介し
ます。

第3９回千葉県医療功労賞受賞(201１年２月３日)

看護局看護部副看護師長 田渕 晶子

～ 受賞者のコメント ～

「身に余る光栄です。今までご指導、ご支援くださいましたセン
ターの皆様と共にいただいた賞だと思っています。こども達の笑
顔、ご家族の励まし、今までお世話になった方々、家族に感謝で
す。」

１月～２月にかけて放送（全6話）されましたが、
2月19日から毎週土曜日夜８時に再放送しています。

※医療功労賞とは、困難な医療環境のもとで、地域住民の健康増進のた
めに、長年にわたり医療・福祉業務で活動を続け、顕著な実績を残した
医療関係者を表彰するものです。

た ぶ ち あ き こ

～ ストーリー ～
バイク事故で頸椎を損傷し四肢麻痺となった青年が、ウィルチェア・ラ

グビーに出会い、家族や友人などの支えによって障害を受け入れ、乗り越
えていく物語です。

職員のトピックス

ＴＶドラマの撮影に協力しました

主催:読売新聞社
後援:厚生労働省、日本テレビ放送網
協賛:エーザイ

更生園ふれあいフェスタの開催報告

社会リハビリテーションの取り組み紹介と訓練の一環で制作した作品の展示会・販売を行いました。
更生園を退園された方も多く訪れ、同時に行ったバザーは大変盛況。
ご協力くださった皆さまに心からお礼申し上げます。
恒例の焼き芋も美味しく焼けました。

作品展示・販売

退園された利用者が働く地域の

作業所で作ったケーキです。

取り組みの紹介
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（社）日本損害保険協会の助成
を受けて、実施している研修会
です。毎年、高次脳機能障害と
脊髄損傷に関する研修会を実施
しています。

第４回千葉県地域リハビリテーションフォーラム

「連携～多職種の相互理解を深めよう」をテーマに開催しま
した。
日時：平成23年2月13日（日）10：00～15：30
場所：千葉市文化センター
参加人数： １５９人

現在、当センターでは、防災設備やエレベータの設備更
新、病棟改修等について、順次工事を実施しております。

センターを利用される皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

「前頭葉の働き：障害をどう評価するか」をテーマに開催し
ました。
日時：平成23年1月15日（土）13：00～16：00
場所：千葉市文化センター
参加人数： ２５４人
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１．防災設備等改修工事
２．エレベーター改修工事
３．２Ｂ・２Ｃ棟トイレ、洗面所改修工事
４．３Ｂ棟居室改修工事
５．訓練室(言語訓練用)増設工事
６．駐車場(本館東側)整備工事
７．下水道接続工事

センターからのお知らせ

研修会の開催報告

改修工事について

◆ おもな工事の内容 ◆

※各工事は３月下旬に完了予定です。

第7回高次脳機能障害リハビリテーション講習会

フリースペースの増設について

センター正面玄関を入って左側に、
センターを利用される方が自由に使用
できるフリースペースを増設しました
ので、休憩などでご利用下さい。
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大変役に
立った
66%

少し役に
立った
26%

あまり役に
立たなかっ

た
1%

役に立たな
かった
0%

ＮＡ
6%

その他
1%

講習会参加者の感想（162名）

その他

1%

ＮＡ

13%

役に立たな

かった

0%

あまり役に

立たなかっ

た

2%

少し役に

立った

36%

大変役に

立った

48%

フォーラム参加者の感想（100名）
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車の利用
・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
・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

・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

（センター⇔ＪＲ鎌取駅 循環運行）

①センター送迎バス発着場所について
鎌取駅発・・・鎌取駅北口ロータリー付近
（専用のバス停はございません）
センター発・・センター正面玄関前

②車椅子ご利用の乗車定員について
中型バス（黄色）・・・・２名
マイクロバス（水色）・・３名

③日曜・休日は運休となります。
④道路混雑等により遅延する場合があります。

千葉リハビリテーションセン
ターは千葉県が設置した県立施設
であり、（福）千葉県身体障害者
福祉事業団が指定管理者として運
営を行っています。

千葉県では、次期５か年（平成
２３～２７年度）の指定管理につ
いての募集要項を８月上旬に公表
しました。それを受けて当事業団
では事業計画書を作成して、10
月上旬に千葉県に対して提出しま
した。

千葉県による審査を経て、１２
月の千葉県議会において当事業団
が正式に次期５か年の指定管理者
として指定を受けました。

今後も、県民の皆様のニーズに
的確に応え、利用者サービスの向
上及び効率的な運営に努めてまい
ります。

タバコは、いろいろな疾病を引き起こす大きな要因のひとつ
であると言われており、またその副流煙は喫煙者の周囲の人に
対しても健康被害を与えると心配されております。そのため当
センターにおきましては、疾病予防の観点から平成２２年４月
より禁煙外来を開始しています。

当センターにおきましては、その設立主旨に基づき、原則と
して障害をお持ちで禁煙治療を望まれる方を対象としておりま
す。

(1)現在当センターで診療やリハビリ テーション
を受けていらっしゃる方は、主治医にご相談
ください。

(2)障害をお持ちの方でこれから禁煙外来を希望
される方は、外来看護師にお尋ねください。

対象となる方

治療のお申し込み

JR鎌取駅北口発 千葉リハビリテーションセンター行き

時 平日 土曜日

８ １０ ３０ ５０ ３０ ５０

９ １０ ３０ ５０ １０ ３０

１０ １０ ３０ ５０ ２０ ４０

１１ １０ ３０ ５０ ００ ２０

１２ １０ ３０ ５０

１３ １０ ３０ ５０

１４ １０ ３０ ５０

１５ １０ ３０ ５０

１６ １０ ３０ ５０

１７ １０ ４０

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

８ ０３ ２３ ４３ ２３ ４３

９ ０３ ２３ ４３ ０３ ２３

１０ ０３ ２３ ４３ １３ ３３ ５３

１１ ０３ ２３ ４３ １３

１２ ０３ ２３ ４３

１３ ０３ ２３ ４３

１４ ０３ ２３ ４３

１５ ０３ ２３ ４３

１６ ０３ ２３ ４３

１７ ０３ ３３

無料送迎バスのご案内

センター案内図

千葉リハビリテーション
センター次期指定管理者

の指定について

禁煙外来について

※当センターは「敷地内禁煙」です。

※より便利にご利用いただけるよう、22年4月19日付で一部増便とともに運行時間を変更しています。


