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180305 ３月朝礼訓示 #1803 

彌生(いやおい)とは草木がいよいよ生い茂る月、草萌の季語が示す通りです。早春の

季語といえば、他に色々なものがあるようです 朧月、桃の節句、雛祭、白酒、菱餅、春の雪、春雷、啓蟄、東風、

春めく、伊勢参、水温む、蜆、烏貝、春の川、若鮎、上り簗、春日祭、彼岸、彼岸詣、彼岸桜、春雨、草の芽、牡丹の芽、芍薬の芽、桔梗の

芽、菖蒲の芽、木の芽、桑の芽、薔薇の芽、山椒の芽、苗床、田楽、菜飯、鰆、鯡、鱒、独活、胡葱、韮蒜、蒲公英、卒業、など。この

数日、何だかホッとするような、それでいて幻想的な朧月が確かに観察できます。朧月

夜とは春夜に月が仄かに霞んでいる情景を指す季語で、代表的な春の唱歌にも登場しま

す(http://www.worldfolksong.com/songbook/japan/spring.htm)。澄んだ秋の月も綺麗ですが、春月は

水蒸気の veilingというか羽の featheringが掛ったように見え実に神秘的です。 

 今月一杯で院長赴任から丁度 10周年を迎え、第 1月曜の全体朝礼時の Monthly Tale

も 120回を数えます。経営的な話はもとより不得手でしたし、訓示とは程遠い卑近で詰

まらぬ独り善がりの内容ばかりでしたが、一度も途切れることなく愚直に続けて来られ

たのは、小野山薫前理事長の的確な御指南と辛抱強い皆さんの御蔭と感謝しています。

現在まで単独院長→理事長／院長併任の形で、大した業績や貢献もないままアッという

間に駆け抜けて来た 10年間でしたが、来月から赴任される信頼すべき後輩の新病院長長

尾哲彦先生に smooth landingを意識し無理なくバトンタッチして参る所存です。今後は

特定医療法人社団三光会の理事長一本に的を絞り、体力・知力の続く限り他施設の状況

をも俯瞰しながら、新たな気持ちで決して甘くない近未来医療時代の舵取りを、これま

で知己を得 お世話を戴いた大切な仲間たちと一緒に引き続き行って参ります。 

 4月からの新医療体制、組織図、定年年齢や給与改定などについては、経営母体でもあ

る誠愛リハビリ病院の新院長や医局、看護部、リハ部の 3名の副院長ほかの幹部らとと

もに、今月中に整理し最終決定したいと考えています。過去 2008年 4月の第 1回から今

回 2018年 3月の第 120回までの訓示内容を改めて眺めてみると、自分が信じるところの

一貫した Key wordsが窺えます --- 暗い negativeな考え方、生き方は癖にならないよ

う、常に自考自調で変えていって欲しい；詰まらないと思えることでも、やらなければ

いけないことは嫌々ではなく率先して気持ちよく実践して欲しい；自意識過剰に陥らず

クヨクヨ過去の失敗を引き摺らないこと、そして完璧を求めず自然体で少しずつ前進し

て行って欲しい(目標の 7割辺りを先ずは目指すと良いでしょう)。ことある毎に聞き飽

きたかも知れませんが、Akaruku Tanoshiku Maemuki(明るく愉しく前向き) かつ守りに

入らない challengingな精神です。この先もご協力を宜敷くお願いします。 

 月一の院長訓示ならびに Monthly Tale掲載の継続は、新院長にも早々にお願いしまし

たので、今後も継続して戴けるでしょう。病院トップが如何なる考え方のどういう性格

の人物かを知るには良い機会です。これからも皆で確り盛り上げて行きましょう！ 
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過去の Monthly Tale の目次/タイトルそして内容一覧を降順に掲載して戴きました。 

2018年３月のタイトルは、、、『院長 10年を振り返る』です。有難うございました。 

 

2018年 

2月 知覧訪問と市民公開講座 

1月 戌年に Etwas Neues 

 

2017年 

12月 新改元年に新病院、hopefully 

11月 C'est la vie, 人の幸せとは？ 

10月 Ten棒 10/1の日に病院の展望!? 

9月 J-Alert と"戦争を知らない子供たち" 

8月 暑中・豪雨お見舞い申し上げます 

7月 Human vs Ai  

6月 フレイル予防と「細胞が喜ぶ病院」 

5月 新年度有言実行プラン  

4月 リハビリ医療人おめでとう  

3月 Learn from Stroke & Grandkids 2017  

2月 一日一用のススメ 

1月 亜熱帯 昭和は遠く なりにけり  

 

2016年 

12月 申もの追わず、酉に行っちゃおう！  

11月 まかせてみたい動かぬ体 

10月 母のリハビリ入院、VielenDank!!! 

9月 Triple台風と Rio メダル 

8月 PokemonGo とルーツ調べ 

7月 Ⅱ期（活動時代）のはじまり、はじまり！  

6月 漫画でわかる脳卒中回復期リハビリ  

5月 病院新組織とくまモン募金箱 

4月 新年度早々のビッグニューズ 

3月 フレイルと理事長個人面談 

2月 楽じゃない、大雪，重荷，理事長／院長  

1月 申年、赤い下着と認知症  
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2015年 

12月 改めて新理事長の自己紹介 

11月 小野山理事長を悼む 

10月 充電には Always Something New！ 

9月 夏の疲れと院内活動 

8月 横山君 ありがとう！  

7月 産業革命と七夕の願い  

6月 回復期病棟、、、回復せよ！  

5月 Golden Week と火いづる国  

4月 雨の新年度でも"ATM"で頑張ろう！  

3月 年度末と「知らぬ間に・・・」  

2月 ISIL と「抜粋のつづり」 

1月 進化する回復期リハ病院  

 

2014年 

12月 はやぶさ２号と ExoSkelton Hand 

11月 スポーツの秋は脳卒中の秋 

10月 ゴリラ社会と ATM を目指して 

9月 亜熱帯日本の土砂崩れとデング熱  

8月 短い健康寿命は熱血で！ 

7月 七夕と過去最強の台風 8号 

6月 早くも「H25年度年報」巻頭言！ 

5月 噛み合わせの重要性 - ワシントン大統領は 5701 

4月 一年の"計"は新年度にあり？ 

3月 三寒四温、ソチ五輪と国際学会 

2月 諦めないぞ！STAP病院！ 

1月 初詣、『誠愛リハビリ神社』で大吉を！  

 

2013年 

12月 師走の濃霧と中古車車検工場 

11月 チンアナゴの日、杖の日、介護の日？  

10月 病院機能評価：３回目の受審 
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9月 看護師さんと香港デビュー 

8月 禁煙とダイエット 

7月 昔とった“杵柄”  

6月 リハビリにも幸せホルモン？  

5月 ゴルフは毎年、母の日に ?!? 

4月 第２期(活動期)の初年度スタート 

3月 初めての地方会 

2月 黄色い３つの story  

1月 厄年と注連飾り  

 

2012年 

12月 去り行く人に幸せと誇りを  

11月 研究報告書と Show & Tell 

10月 変革の時、カエル力（ちから）  

9月 目標は過去形で：「テキスト発刊、有り難うございました！」  

8月 オリンピックと SWEATチーム 

7月 便利な tool；飛べないテントウ虫と胃瘻造設 

6月 40年振りの同期会と老母の見舞い 

5月 5月の連休と想定外 

4月 枝垂れ桜とリハビリ医療  

3月 前を向くカレンダー 

2月 Facemash→Facebook 

1月 雲蒸龍変 

 

2011年 

12月 海の蜃気楼 

11月 脳梗塞慢性期治療の新規ヒント  

10月 宇宙からの眺めた気仙沼 

9月 リハビリで脳が甦る！  

8月 東日本大震災と脳卒中 

7月 Jobsの感動スピーチ、もう一度 

6月 絆の大切さ 
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5月 大型連休のガス抜き 

4月 Pray 4 Japan 311 

3月 情報公開と Facebook  

2月 雪の金閣寺と新燃岳の噴火 

1月 病院忘年会での授賞式 

 

2010年 

12月 お見舞いメイル好評  

11月 創造、改革、伝承 

10月 最小不幸時代？！ 

9月 報連相と垣根越え 

8月 平均寿命と幸福感 

7月 リ－ダー不在とサムライ Japan 

6月 iPad購入 

5月 初めての３D映画 

4月 桜花の中での入社式 

3月 異常気象の前触れ？ 

2月 火山大国と誠愛富士 

1月 KY（風を読む？） 

 

2009年 

12月 アラ還と坂の上の雲  

11月 女性の進出 

10月 ルーツ探しの旅と名月  

9月 一国の総理と高崎山のボス猿 

8月 皆既日食と動物園 

7月 漢字の医者、ひらがなの患者  

6月 脳卒中週間と標語 

5月 第１象限の生き方 

4月 青・朱・白・玄 

3月 上杉謙信と脳卒中 

2月 恵方と五行思想 
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1月 素直／好奇心／根性 

 

2008年 

12月 スローライフとファストライフ  

11月 夢見て行い考えて祈る  

10月 ウィーンの青空とホイリゲ  

9月 犬猫とスーパー高気圧 

8月 先祖の墓とガールフレンド  

7月 臨機応変なルール 

6月 梅の雨？ 

5月 雲のように  

4月 ホーホケキョ！  
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