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第1章 魔 - 自らの器 育て 人のために尽くす
一

つ-
- 競争なして向上なし て言もうてん 王貢

f why 競争は人を育てるから
競争するから成長していける 競争のない社会

一一

には向上もない 向上がないということは未来
-

がない
TT

乗り越えられない山はない
-

s 苦難や課題というものは 夫から与えられた
チャンス だと思うようにしている そのときにどう

立ち向かうかで その人間の真価が決まる

働きたい人は大いに働けばよい 1日 10時間
でも20時間でも会社にいたって良い
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むしろ若いうちは どんどん長時間労働して

がむしゃらに働く時期にしたほうがよいとさえ
思う

自己研鑽の時間は労働時間ではない
why 自分が望んでしていること

労
巌
時間として扱うということは そこに報酬

が発生する 自分を高めるためにプラスので

勉強するのに どうしてそこに報酬を求める

余地があるのか 理解できない

悔しさは心の炎を燃やす糧

悔しさや怒りの爆発力というのは喜びのそれとは
比べものにならないほど大きい プラスの方向に

爆発させることができればとてつもないエネルギー
を生み出す
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人生で挫折 したって良い むしろ挫折すべき

成功ばかりの人生などつまらない

恐れずに挑戦して 挫折や失敗をくり返そう
そしてエネルギーを貯めてもう

邈義子
界

tt めな選 にと 諦め 砒

努力し続ける限り 成し遂げら
_

れる可能ー
ー

性はある

努力は決して裏切らs
元気の秘訣
① 肉を食べる アミノ酸は 肉や魚卵など
のタンパク質を分解することで得られる

適度な運動
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② 物事に感動する

③ な事とする 知 がなもんの言葉
既成概念で認るな に通ずる

amrttlcrre
阿とするにしても 自分と信じることが大事 人が

阿と言ってもやりたいと思ったらやり抜く 失敗

してもブレずに前に向かって進み続ける
そういう強い力を持ちたい

簫靁
製 燃え上がる情熱を具体的実践に

_

i 自分で自分に負荷をかけてみると良い 自分を逃
げられない状況に追い込むと 眠っていた未知
なる自分が覚醒し 想像以上のパク が
爆発するに違いない 4



重要なのは 私が捨て身でやる気になること

苦手なな事から先にする

why 気乗りがしないな事はス奴になる
から 貯よれば 気が家なり取りかかる灥

結局一番効率的 のが大変

- 準〇〇〇鄘〇〇嬲興
を 直進または見通す そのときにできる準備
同感 は万全にしておく
本番で力
を出せるためあらゆる場面で 準備の準備 はやったほうが
に0 よい

if

がないのは当たり前 離ライン零壒さが

完璧なな事は 完璧な準備から 準備に 事
抜け漏れがない自信があれば 落ちついて

本番のな事に取りかかることができる
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その日のな事は その日のうちに全部する
なるほどと明日やってもよいな事は今日せても良いな事_

鬣叢 寄
ー たプットした 情報 をもとに適切な

eenfTTst

考える前に動く 動きながら考える

まず動いてみること 動きを止めずに事態に合わ
せて 次の手と繰り出すこと これが経営では
大事

物事を決断するとき 常に
正一 〇美 を基準にしている

自分が正しいと廆る道 自分のためでなく世の中や
人のためになる道 できることがある限り最大限尽くす

6



全体と知り 細部を知ることの重要性は あらゆる
職業やな事に通じる 人より良い な事をした
ければ 全体をよく知り 細部をよく知る

ことだ そうすれば 常にベストな方法を
選択 していける 仮に間出た道に進んで
しまっても 早い段階 で気でいて リカバリする
ことが可能

地図を見るが好き 町の全体像知ることも

f
細部と知ることもできるから

わかる 路線図みるのも楽しいし 飛行材 報
とある雑誌 の 日本地図と空港の図を見るの
も楽しい 見ながら 色 な々こと想球してる自分

経営で大事なのは 入ると量って 出する 淛す
収入把握 収入を趣ない

_
範囲で支出を組み立てる
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と 言いにくいことを言うときは シンプルにはっきり言うこと

が大事 ex あなたにいてもらっても当院の

没には立っていないから病院と辞めてほしい

間違ったと思ったときどうするか

①足 _
事態を今以上にややこしくしないため

② 落ち着いて周囲を見渡す_
できれば ふか的に全体を見渡す

自分の信念を曲げてはいけない
やり方だけを変えるべき
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整裏 譱一
組番を引っ張って最大のパフが

1
_

eefTTT

TT

- 収入の最大区で意識したのは よそではやらない

こと できないことはなか 自分自身の強み
は はや 介マーケティング 王道

一人を見るとき の 勤勉 であるか に注目する

② 継続性があるか

② 情熱があるか
第5章 夢 長期的視野に立て一歩一歩籙1 29

4489

自分はこうなりたい これをせてみたいと思うことがあっ
た たら 今すぐチャレンジしてみるべきな
で 忙しい ど ーつ文字は 心を亡くす と書く 多忙な

日 で々あっても心だけは忙殺 されないように
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この本は 大赤字の病院を奇跡の復活に導いた
経営者の覚悟をつづったもの

題名にあるとおり 折れない闘志 があった

からこそ 苦難を乗り越えられた
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