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公益社団法人静岡県理学療法士会 

 会 長  和泉 謙二    

 本会は、平成 29 年 4 月 1 日をもちまして公益社団法人へと移行認可されました。平成 18 年に施行された

公益法人制度改革関連 3 法により、平成 20 年に有限責任中間法人、翌 21 年には一般社団法人の認可を受け

ておりましたが、公益性のある団体として社会から認められる組織となるべく法人化問題対策委員会を設置し

た平成 3 年以来、四半世紀を経過してどうにか目標に到達できたといえます。 

 しかし、認可されたことがゴールではなく、同等に課題を背負うこととなったのも事実です。組織が会員の

資質向上のために働きかけることが、ひいては県民の健康や福祉の向上につながるという解釈では公益性があ

ると認められません。事業各々を公益目的なのか、会員対象の事業なのか、あるいは管理費なのかを仕分けし、

その中で公益目的への予算配分が全体の 50%以上であることを維持しなければなりません。また、公益社団と

しての事務作業は、一般社団と比べ格段に増大し事務所での業務過剰につながっています。現状実施している

公開講座や介護キャラバン、メディカルサポート等の公益事業は、今後さらに増加させることを求められてい

ます。 

 地域包括ケアシステムは本格的に稼働する準備を進めており、静岡県リハビリテーション専門職団体協議会

と協働で各自治体への会員派遣をさらに促進させること、あるいは大規模災害時の支援や受援体制を整えるべ

く JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）支部体制の整備、会員の資質向上のための研

修体制の見直しや管理者ネットワーク構築促進等を進めていくことが必要であり、会員各々に掛かる負担も増

大しております。しかし今、理学療法士に求められていること自体が、過去と比較しても最大であることは紛

れもなく、それを好機としてつかみ取るチャンスが到来しているといえます。 

 会長となり 4 年が経過しようとしておりますが、多くの課題に立ち向かえたことができたのは、皆様方の

ご協力による賜物だと感謝しております。今後も、さらに皆様方のお力添えをいただきながら、本会がさらに

成長できるよう願っております。 
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理事会だより 

 

 

 

 

 

１． 開催日時 平成 29 年 2 月 18 日（土）12:30～14:30 

２． 開催場所 静岡県理学療法士会事務所 

           〒420-0853 静岡市葵区追手町10-203 新中町ビル2階203号 

３． 出席者数 理事11名     理事以外8名 

４．議  事  定款 35 条 4 項の規定により、代表理事が紅野副代表理事を議長として指名して議事に

入る 

 

（１）報告事項（書面にて） 

報告第 1 号 会長活動報告（会長） 

＜活動報告＞ 

1） H29 年 2 月 25 日：地域包括ケアフォロー 

アップ研修（富士） 

2） H29 年 2 月 25 日：静岡リハビリテーショ 

ン懇話会役員総会（三島） 

3） H29 年 2 月 25 日：在宅医療支援のための 

 研修会（静岡） 

4） H29 年 2 月 27 日：養成校卒業生に対する 

入会説明会（常葉浜松・聖隷クリ・静岡医科） 

5） H29 年 3 月 4 日：神経系専門部会研修会 

（富士） 

6） H29 年 3 月 8 日：聖隷クリスト大学卒業式 

（浜松）・在宅医療体制推進協議会（静岡） 

7） H29 年 3 月 11 日：静岡県リハビリテーショ 

ン専門職団体協議会臨時 三役会（静岡） 

8） H29 年 3 月 13 日：地域包括ケア推進ネット 

ワーク会議（静岡） 

9） H29 年 3 月 13 日：富士宮市在宅医療介護 

連携推進協議会（富士宮） 

10)H29 年 3 月 14 日：ふじのくに健康増進 

計画推進協議会（静岡） 

 

10） H29 年 3 月 25 日：静岡県理学療法士連

盟総会（浜松） 

11） H29 年 3 月 28 日：静岡県長寿者保健福

祉計画策定部会（静岡） 

12） H29 年 4 月 1 日：富士リハビリテーショ

ン専門学校入学式（富士） 

14）H29 年 4 月 2 日：白寿医療学院入学式 

（伊豆の国） 

15）H29 年 4 月 6 日：常葉大学入学式（静岡）・ 

中央医療健康大学校入学式（静岡） 

16）H28 年 4 月 8 日：三役会・拡大理事会・ 

オリエンテーション・協会ヒヤリング 

（静岡） 

＜今後の予定＞ 

1）H29 年 4 月 18 日：平成 28 年度監査（三島） 

2）H29 年 5 月 12-13 日：第 52 回日本理学療法 

学術大会（幕張） 

3）H29 年 5 月 21 日：JCORE 評価員研修会 

   （東京） 

4）H29 年 6 月 3-4 日：JPTA・代議員研修会・ 

総会（東京） 

5）H29 年 6 月 4 日：平成 29 年度第 1 回東海    

 北陸ブロック協議会 （静岡） 

 

公益社団法人静岡県理学療法士会 

平成 29 年度 第 1回拡大理事会 議事録（抜粋） 
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6）H29年 6月17日：三役会・定例理事会（静岡） 

報告第 2 号 平成 28 年度総括および課題（和泉） 

1）地域包括ケアシステム構築および災害対策，

訪問リハに関係した POS 協議会関連事業 

2）公益社団法人認可に向けた事業 

 3）協会指定管理者育成ならびに管理者ネット 

ワークの構築 

 4）収益事業の見直しと収支健全化に向けた取り

組み 

 5）公益性の高い活動の推進 

 6）情報発信について 

 7）理学療法士の質を担保できる学術・研修体制

の検討 

 8）渉外活動ならびに他団体との連携に関して 

 9）政治活動に関して 

報告第 3 号 前回議事録確認（山内） 

1）前回議事録説明 

報告第 4 号 事務局（山内） 

1)平成 28 年度事業報告および決算報告・収入 

：予算額 37,390,000 円（決算額 36,320,861 円） 

差額 441,361 円・ 

支出：予算額 37,390,000 円 

（決算額 31,580,534 円）差額 6,640,883 円 

2）会員数（4 月 1 日現在）：会員数：2,918 

内：新入会員：277 名、連絡不能者：31 名、

休会：230 名、会費未納：47 名 

3）活動状況・リザーブリンク設定管理： 

平成29年度新人オリエンテーション申し込み 

  ・28-29年度士会保険集計・申告準備 

  ・総会資料作成開始 

  ・就任祝い（お花）送付： 

聖隷クリストファー大：大城学長、 

 富士リハビリテーション専門学校：内田校長 

4）渉外部（板倉） 

・H29-31 富士市介護認定審査会委員：    

川上勇一（共立蒲原病院）、中村剛志     

（自宅）、松本信広（富士いきいき病院） 

・H29-30 袋井市地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議

会委員：村松元気（中東遠総合医療ｾﾝﾀｰ） 

報告第 5 号 学術局（磯野） 

1） 学会部および社会局調査部（尾熊、小山内） 

①学会アンケートの今後の予定について 

・6 月～7 月 アンケート実施（調査部）     

＊実施時期検討中 

・7 月～8 月 アンケート集計（調査部） 

・9 月   アンケート報告書作成（学会部） 

・10 月    理事会報告（学会部） 

・10～11 月  学会を考える会開催（学会部） 

・12 月    理事会報告（学会部） 

・1 月    第 23 回学会準備委員会始動 

（アンケート・学会を考える会意見反映） 

2） 運動系専門部会（梅坂） 

① 運動器系専門部会研修会Ⅲ活動報告 

・2 月 26 日：入谷式理論に基づく姿勢改

善パッド療法の紹介、静岡徳洲会病院、 

岡部敏幸 (中東遠総合医療センター)、 

参加 20 名 

3）神経系理学療法専門部会（内田） 

① 神経系理学療法専門部会研修会報告 

・3月4日：回復期の脳卒中患者に対する理

学療法を考える、諸橋 勇（いわてリハビ

リテーションセンター）、参加42名 

報告第 6 号 教育局（大石） 

1）新人教育部（岩里） 

①平成28年度新人教育プログラム 

・11カテゴリ-を各地区1回実施 

  ②平成28年度症例検討会 

・西部、中部地区で実施。 

   ③平成29年度新人教育部副部長交代  

    ・西部：松永大輔（十全記念病院）→ 

掛井紀彦（有限会社 田中屋産業） 

     ・東部： 

高木亮輔（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院）→ 

渡邉 勉（富士脳障害研究所附属病院） 
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2）生涯学習部（高橋）： 

・ポイント認定部活動報告 

セミナー登録作業（約3件）、新プロ・生涯

学習ポイント申請作業（約11件）、 

報告第 7 号 公益事業局（岡部） 

1）メディカルサポート部（小林） 

①第 2 回全国知的障がい特別支援学校高等部

選手権大会 

・2 月 11-12 日：藤枝総合運動場 

②静岡県 U11・12 トレセン 

・2 月 18 日：エコパスタジアム 

 ③2017 静岡マラソン 

・3 月 5 日：エコパスタジアム 

2）公益事業局公益支援部 介護予防部（小原） 

①家族介護者交流事業「介護教室」での講義

の開催報告 

・2 月 14 日：島田市民総合施設プラザおおる 

り、三浦良継（医療法人社団聖稜会通所 

介護  かろやかリハ）、参加人数（14 名）、 

内容（リハビリテーションの視点での介

助、自然の動作を知って動きを促す介助、

腰痛になりにくい介助方法と予防体操） 

報告第 8 号 広報局（紅野） 

1） ゆまにて編集部（鈴木） 

・ゆまにて 161 号；平成 29 年 3 月発行完了  

・ゆまにて 162 号；平成 29 年 5 月発行予定

ＨＰ管理部（藤田） 

・静岡県理学療法士会 HP への掲載依頼、   

修正依頼への対応 

・アドレス帳の管理、新規アドレス作成、 

問い合わせへの対応 

・迷惑メールへの対応 

・サーバー構成変更に伴う対応 

  ・ＨＰリニューアル検討（公益移行を 

ふまえたＨＰの改定） 

報告第 9 号 社会局（小山内） 

1） 広報 PT 週間部（町田）： 

① 平成 29 年度ＰＴ週間事業 高校生施設

見学日程とご協力願のお願い 

・期間：平成 29 年 7 月 18 日～8 月 4 日 

（土日祝を除く） 

・人数：毎年 300 名程 

報告第 10 号 職能局（川村） 

1）ダイハツ工業との共同事業 

2）領域別中央管理者研修会 

  ・領域別中央管理者研修会に会員を派遣 

（2 月 25 日、生活期：山下裕太郎、2 月 26 日、 

急性期：上野忍） 

3）介護保険部（安間） 

 ①介護予防・健康増進事業 都道府県 

コーディネーター養成研修会報告 

 ・7月9日：介護予防・健康増進キャンペーン 

イベント実施（各都道府県） 

報告第 11 号 中部地区（杉山） 

1） 葵支部長退会に伴う地区理事兼務について 

①中部地区葵支部長退任のため、新役員の 

選出までは杉山中部地区理事が兼務。 

2）中部地区活動報告 

・2月13日：中部地区支部長会 

・2月23日：静岡市福祉用具普及連絡会 

（城東保健福祉エリア） 

・2月26日：新プロ中部地区症例検討会 

（常葉大学） 

・2月27日：養成校説明会 

（中央医療健康大学校） 

・3月16日：中央医療健康大学校卒業式参列

（グランシップ） 

報告第12号 公益法人化準備委員会（紅野） 

1） 公益移行申請完了  

2） 2 月の審議会結果 

・東海北陸ブロック協議会に関する事業 

3） 申請書の部分修正 

・東海北陸簿ロック協議会事業削除・拠出金

57 万を法人会計（会議費・諸会費）に修正 
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4）3 月の公益認定等審議会にて審議予定 

5）その他 

 ・公益法人化に伴い定款の内容変更 

（理事定数および役員の謝金規程追加） 

報告第 13 号 政治活動参加推進委員会（菅野） 

1） 平成28年度政治活動参加推進委員会 事業

報告 

・1 月 29 日：塩谷立 2017 新年の集い  

自民党新年会（ホテルコンコルド）出席 

・3 月 4 日：日本理学療法士連盟主催  

懇親会（赤坂）出席 

・3 月 5 日：日本理学療法士連盟総会・ 

日本理学療法士連盟研修会（赤坂） 出席 

報告第 14 号 倫理委員会（紅野） 

1） 平成28年度活動報告 

 ・倫理委員会開催要請なし 

報告第 15 号 静岡県リハビリテーション専門職 

団体協議会（菊池） 

1）静岡県リハビリテーション専門職団体協議会

活動報告  

・臨時三役会報告、浜松ブース活動報告 

導入研修報告 

 

（２）審議事項 

審議第1号 平成28年度一般社団法人静岡県理学

療法士会 事業報告の承認について（山内） 

1) 平成 28 年度一般社団法人静岡県理学療法

士会事業報告について審議をお願いしたい。 

→承認 平成 28 年度一般社団法人静岡県理学

療法士会 事業報告について承認する。  

審議第2号 平成28年度事業分と決算関連での補

正申請と決算書について（山内） 

1）社会局広報啓発部 7,690 円と神経系専門部会

6,737円の補正申請額 14,427円及び決算書の

審議をお願いしたい。 

→承認 平成 28 年度事業分と決算関連での補

正申請と決算書について承認する。  

審議第3号 平成29年度公益社団法人静岡県理学

療法士会基本方針について（和泉） 

2) 平成 29 年度公益社団法人静岡県理学療法

士会基本方針について審議をお願いしたい。 

①（重点課題）地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおける地域 

ケア会議・介護予防事業への人材登用促進 

②（重点課題）公益法人としての事業展開 

および新組織体制への円滑な移行 

 ③（重点課題）協会指定管理者（初級・上級・ 

認定）の育成と管理者ネットワーク構築 

④（重点課題）事務局機能の拡充と組織率改善 

に向けたアプローチ 

⑤理学療法士の質を担保できる研修体制の検討 

⑥健康増進部門の業務拡張 

⑦会員の倫理感向上に向けた取り組み 

 ⑧渉外力の向上 

（短期目標：1～2 年） 

１．ホームページのリニューアル 

（HP 管理部） 

２．地域包括システムへの参入促進 

３．事務局専従事務員の増員 

４．災害時理学療法研修の充実と JRAT 

支部登録員の加入促進 

５．公益法人設立記念式典の開催 

６．領域別管理者養成およびネットワーク

構築 

７．創立 50 周年記念式典の開催および記念

誌の発行（H30 年もしくは H31 年） 

（中期目標：3～5 年） 

１．医療圏単位での支部の設立 

２．企業との産業労務管理領域での連携，

人材派遣 

３．事務所専従役員の配置（リハビリ相談

窓口の常設化） 

４．第 37 回東海北陸理学療法学術大会の開

催（H33 年開始予定） 

（長期目標：6～10 年） 
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１．事務所の購入 

２．専門領域に分化された学術大会の誘致

および開催 

→承認 平成 29 年度公益社団法人静岡県理学

療法士会基本方針について承認する。  

審議第4号 平成29年度年間行事計画について

（山内） 

1）平成 29 年度年間行事計画について審議を 

お願いしたい。 

→承認 平成 29 年度年間行事計画について 

承認する。  

審議第5号 平成29年度公益社団法人静岡県理学

療法士会事業計画案について（山内） 

1） 平成 29 年度公益社団法人静岡県理学療法

士会事業計画案について審議をお願いし

たい。 

→承認 平成 29 年度公益社団法人静岡県理学

療法士会事業計画案について承認する。 

また、三地区間で事業内容を相談し整

理（修正・加筆）再提出のこと。 

審議第6号 第22回県学会における学会システム

の業者選定に関して（尾熊） 

1) 第 22 回県学会における学会システムの業

者選定（Jollystics）に関して審議をお願

いしたい。 

→承認 第 22 回県学会における学会システム

の業者選定（Jollystics）に関して承認

する。 

審議第 7 号 第 21 回静岡県理学療法士学会  

平成 29 年度予算案修正について 

（篠原、瀧） 

1）第21回静岡県理学療法士学会  

平成29年度予算案修正について審議を 

お願いしたい。 

＜収入＞ 書籍販売出展料  

H29→H28 年度へ変更（先方都合にて） 

   ＜支出＞ 各会議数及び会議延べ参加者数 

の見直し 

学会誌・事務書類用封筒 H28→H29 年度 

へ変更 

→承認 第 21 回静岡県理学療法士学会 平成

29 年度予算案修正について承認する。 

審議第 8 号 第 22 回静岡県理学療法士学会準備

状況について（矢倉） 

1)趣意書、企画書、スケジュール、シンポジウ

ム・市民公開講座企画、予算案についてご審

議をお願いしたい。 

1） 開催日 平成 30 年 6 月 24 日（日）  

2） 会 場 ｱｸﾄｼﾃｨ浜松 ｺﾝｸﾞﾚｽｾﾝﾀｰ 

3） テーマ 「診る力」 

4） 規 模  

・参加者数：660 名 

・演題数：95 演題 

・運営委員：100 名程度 

・予算総合計：4,695,000 円  

・内 容（予定） 

・一般演題発表（口述 20 演題，ポスタ

ー24 演題） 

・フレッシュマンズ・セッション 

（ポスター48 演題） 

・主題演題（口述 3 演題） 

・専門部会セミナー（運動器系、内部

障害系、生活環境支援系） 

・シンポジウム、市民公開講座、書籍

販売、レセプション 

5） 参加費 会員 4,000 円、非会員 10,000

円、学生 500 円 

・趣意書内のテーマの「診る」や「診断」等

「静岡県リハビリテーションの発展」等の

表現について他関連団体など考慮し再検討

して頂きたい。（和泉） 

・機器展示については行わない方向となって

いるため、再度確認をお願いしたい（尾熊） 

・演題数が 95 演題と少ないため、申し込みに

て増えた際の対応など今後検討して頂きた

い（佐々木） 
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→上記内容を含め継続審議とする。  

審議第 9 号 生涯学習局研修会一般参加者に対す

る対応について（大石） 

1) 生涯学習局研修会一般参加者に対する対

応について審議をお願いしたい。 

①参加費 

・新人教育プログラム：1 日 1,000 円 

（会員は無料） 

    ・研修部研修会：1 日 4,000 円 

（会員は 3,000 円） 

    ・理学療法士講習会：1 日 16,200 円 

（会員は 4,320 円または 8,640 円 

②会員チェック 

   ・事前申込の段階で、会費納入等の 

チェックを出来る限り実施して 

きます。 

→承認 生涯学習局研修会一般参加者に対する

対応について承認する。 

審議第 10 号 平成 29 年度教育局局員について

（瀧） 

1) 平成 29 年度の教育局局員を常葉大学の 2

名（金承革先生・鈴木里砂先生）の教員を

継続することについて審議をお願いしたい。 

→承認 平成 29 年度 教育局局員について常

葉大学の 2 名（同大学教員、金承革先

生・鈴木里砂先生）を承認する。 

審議第 11 号 第 1 回研修部研修会講師について

（大石） 

1）第 1 回研修部研修会の講師について審議を

お願いしたい。 

・講 師：高橋浩平先生（田村外科病院） 

・テーマ：「リハビリテーション栄養（仮）」 

・選考理由：JSPT 栄養・嚥下理学療法部門

運営幹事としてガイドライン・教育担当を 

行っている点など 

→承認 第 1 回研修部研修会の講師について 

承認する。 

審議第 12 号 市民対象の「産後女性のための身

体のセルフケア」における講師料

について（岡部） 

1) 市民対象の「産後女性のための身体のセル

フケア」における講師料について審議をお

願いしたい。 

・講 師：石井美和子先生 

（physiolink（東京）） 

・講師料：90 分 30,000 円（教授、技師長、 

専門 PT クラス） 

→承認 市民対象の「産後女性のための身体の 

セルフケア」における講師料について 

承認する。 

審議第 13 号 第 20 回公開講座 チラシについて

（山下） 

1） 第 20 回公開講座 チラシについて審議

をお願いしたい。 

→承認 第 20 回公開講座 チラシについて承

認する。また、後援の表記順を確認す

る。 

審議第 14 号 第 22 回県学会における HP・学会

誌の業者選定について（磯野） 

1） 第 22 回県学会における HP・学会誌の業

者選定について審議をお願いしたい。 

→業者選定における HP についてはメール理事

会とし、学会誌については継続審議と

する。 

審議第 15 号  その他 

1） 次回予定；平成 29 年 6 月 17 日（土）  

第 2 回定例理事会 静岡県理学療法士会事務所 

 

 

理事会議事録の正式版につきましては、静岡

県理学療法士会ホームページ内の「理事会」→

「定例理事会議事録」のページをご覧下さい。 



8 

 

お知らせ① 

生涯学習局だより 
生 涯 学 習 局 長  大石義秀 

新 人 教 育 部 長  岩里大樹 

ポ イ ン ト 認 定 部 長  高橋 敦 

研 修 部 長  向井 庸 

理学療法士講習会部長  瀧 和人 

【生涯学習局担当研修会・講習会の受講欠席について】 

生涯学習局が担当する研修会、講習会等（下記参照）の受講欠席の連絡窓口を下記の連

絡先に統一致しました。 

 

万が一、受講を欠席される場合、下記の連絡先へメールにて連絡ください。 

＜生涯学習局 担当研修会・講習会＞ 

●新人教育プログラム 

●新人教育部症例検討会 

●研修部研修会 

●理学療法士講習会 

 

 

 

【生涯学習局 Official Twitter のお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

教育局 Official Twitter 
SPTA 教育局 (@SPTA_Official) 

 新人教育プログラムの申し込み案内、理学療法士講習会の案内な

ど、教育局が担当するセミナーの最新情報を発信しております。 

 
 

この機会に、ぜひご登録ください。  

受講欠席 連絡先 

spta_seminar@yahoo.co.jp 
（Yahoo!メールになります） 
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【日本理学療法士協会マイページについて】 

日本理学療法士協会マイページは，新人教育プログラム研修会や日本理学療法士協会主催研修会，学

会などへの参加申し込み，履修した単位の確認（新人教育プログラム研修会，認定・専門理学療法士

制度）などができます．日本理学療法士協会マイページへログインするためには，日本理学療法士協

会へ入会し，ログイン ID とログインパスワードを取得する必要があります． 

 

 

日本理学療法士協会マイページへのログイン方法 

① 日本理学療法士協会ホームページ（http://www.japanpt.or.jp/）を開く 

② 「マイページ」をクリック 

③ ログイン画面にて，ログイン ID とログインパスワードを入力する． 

  注意：ログイン ID は８桁の会員番号の後にアルファベットの大文字がつきます（例：10012345A）． 

 

 

 

 

 

日本理学療法士協会 HP より 

日本理学療法士協会 HPよ

り 
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【新入会される方へ】 

日本理学療法士協会ホームページより入会手続きをお願いいたします． 

入会申請後，日本理学療法士協会マイページ用のログイン ID・パスワードが発行されます． 

マイページ用のログイン ID・パスワードが発行後，必ず楽天カード情報・口座振替情報の登録をマイ

ページよりお願いいたします． 

入会申込後，3 ヶ月以内に楽天カード情報・口座振替情報の登録をいただけなかった場合，全ての会

員サービスが停止されます（＊新人教育プログラム研修会への申込をおこなうことができません）． 

詳細は，日本理学療法士協会ホームページにてご確認をお願い致します． 

 

 

【新人教育プログラムを修了された方へのお願い】 

新人教育プログラムの単位を全て履修された方は，日本理学療法士協会マイページより修了申請をご

自身でお願いいたします（修了申請を行わないと，未修了のままとなります）． 

 

  修了申請手順 

 マイページへログイン ≫ メニュー「生涯学習管理」 ≫ 「履修状況確認」   

  ≫  新人教育プログラム ≫ 修了申請 をクリック 

 

※修了要件を満たすと修了申請ボタンが表示されます． 

※マイページへの履修反映は，受講日から約1カ月後です． 

※認定・専門理学療法士申請には新人教育プログラム修了日以降の活動がポイント対象です。 

併せて，専門分野の登録と専門・認定理学療法士制度への移行をお願いいたします． 

 

 

【新人教育プログラム e-ラーニング（＊有料）開始について】 

新人教育プログラムの e-ラーニングが開始となっております． 

入会 4 年目以降の方は 4 月より新人教育プログラムの受講ができます．また入会 1 年目の方も 9 月か

ら，一部テーマの受講ができます． 

申し込みは，日本理学療法士協会ホームページからとなります．詳細は，日本理学療法士協会ホーム

ページにてご確認をお願い致します．           

http://www.japanpt.or.jp/members/lifelonglearning/e-learning/ 
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【お知らせ】 

「静岡リハビリテーション懇話会」は，認定・専門理学療法士ポイント，新人教育プログラム単位 

付与が認められています！皆さん，是非この機会を活用されてみてはいかがでしょうか！ 

 

第 58 回静岡リハビリテーション懇話会が平成 29 年 9 月 9 日（土），「静岡県男女共同参画センター 

あざれあ」にて開催されます（静岡県内で年２回開催）．  

 

詳細は，http://rehabili.godream.ne.jp/konwakai.html をご覧ください． 

 

 〈認定・専門理学療法士ポイント〉 

   学会参加ポイント 10ポイント    発表ポイント    5ポイント 

 〈新人教育プログラム〉   症例発表 C-6 

 

 

 

 

【平成 29 年度第 1 回研修部学術研修会のご案内】 

 

近年、リハビリテーション領域において管理栄養の必要性は高まっています。運動効果やフレイル

予防などを左右する栄養管理の必要性は、医療分野だけでなく介護分野にも必要な知識になります。 

今回、日本理学療法士協会 栄養・嚥下理学療法部門運営幹事の高橋先生をお招きして 

「リハビリテーション栄養(仮)」について研修会を行います。栄養に関する知識を深めるきっかけに

しませんか。 

なお、時間、場所、申込期間などにつきましては、只今調整中です。詳細が決まり次第、県士会 HP、 

生涯学習局 Twitter、日本理学療法士協会 HP などでお知らせいたします。 

 

開催日 ： 平成 29 年 7 月 9 日（日） 

内 容 ： 「リハビリテーション栄養（仮）」 

講 師 ： 高橋浩平先生（田村外科病院） 

会 費 ： 静岡県士会会員 3,000 円、会員外 4,000 円 

申込方法： 日本理学療法士協会ホームページ・マイページからお申し込み下さい。 
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平成 29 年度 新人教育部主催 症例検討会のお知らせ 
 

今年度は、例年より早く症例検討会を実施致します。 

 

 

・日頃、困っている症例がいるけど、どうしたらいいか分からない！ 

・一人職場で相談出来る先輩がいない！ 

・症例発表をしたいけど、大きな学会にいきなり出すのは不安！  

・他の施設の方の様々な意見を聞いてみたい！ 

 

 

 

そんな日頃の悩みにお応え致します！！ 

 

 

 

〈特   徴〉 

・アドバイザーの先生を中心に様々な方から、症例についてアドバイスを頂けます。 

・少人数で行いますので、発表者とアドバイザーの距離が近く、ざっくばらんに話すことが 

できます。 

・様々な経験年数の方から、アドバイスを頂くことが出来ます。 

・発表をして終わりではなく、こういった治療をしたらどうかといったアドバイスを貰えます。 

・次年度静岡県理学療法士学会での発表登録を目標とします。  

 

〈主   催〉  静岡県理学療法士会  生涯学習局 新人教育部 

 

〈開催日時〉  平成 29 年 7 月 30 日（日） 9:00～12:00 

 

〈会   場〉  静岡医療科学専門大学校 

 

〈単位認定〉  発表者のみ新人教育プログラム C-6(3 単位)を取得できます。 

 

<定  員>  発表者 6 名 聴講者 30 名 

 

   <対  象>  発表者：経験年数１～5 年目、聴講者：制限はありません。 

 

<申込み方法>  静岡県理学療法士会 HP 新人教育部コンテンツより案内に沿ってお申込み  

下さい。 

（http://www.shizuoka-pt.com/wrold/study/kyouikubu.html） 

 

<申込み期間> 平成 29 年 6 月 1 日 ～ （予定） 

 

詳細情報、更新情報は HP をご確認ください！！！ 
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＜発表上の注意点＞   

・ ご自分のPCを持ち込んで使用しても構いません。 

ご自分のPCであればMac、Windowsどちらでも構いませんが，Macの場合は、映写機接続用

のコネクターをお忘れないようにお願いします。  

・ データを持ち込む場合は、USBフラッシュメモリーまたはCD-Rでお持ち下さい。万が一に備

えて必ずバックアップもお持ちください。  

・ こちらで準備するPCは、Windows 7 、Microsoft PowerPoint 2010です。  

・ ７分程度のプレゼンテーションに収まるように枚数を調整してください。  

・ スライド中に動画を入れていただいても構いません。  

動画を使用する際は出来るだけご自分のＰＣをご用意下さい。   

・ スライド作成にあたっては患者情報等の個人情報は十分に配慮してください。 

  写真・動画を使用する際は個人が特定出来ないよう配慮をお願いします。  

 

・ ご不明な点は、下記連絡先へご連絡下さい。 

 

 

 

 

<問い合わせ>  

生涯学習局 新人教育部 新都市病院 リハビリテーションセンター 岩里 大樹 

  TEL：0538-34-0150（代） Mail： iwasato-reha@shintoshi-hosp.com 

 

 

 

生涯学習局 新人教育部 

新都市病院 

岩里 

iwasato-reha@shintoshi-hosp.com 
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お知らせ② 

 

学会開催まで残り僅かとなりました! ! 

 

 

第21回県学会準備委員会が発足し、すでに1年半が経過しようとしています．多くの方のご理解と

ご協力のお陰で、ここまで来ることができました． 

学会当日には，是非会場に足を運んでいただけ

れば幸いです．そして今学会が、参加者の皆様に

とりまして理学療法士の果たすべき役割を考える

きっかけとなり，さらには，様々な方とつながる場

となる事を願っております． 

準備委員一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております． 

 

 

 

 

第 21回静岡県理学療法士学会 

お知らせ（第 6 報） 

学会長 篠原宏幸  準備委員長 瀧 和人 

学会誌ダウンロードについて 

第 21 回静岡県理学療法士学会ホームページ（URL：http://spta-congress21.jp/）

より，ダウンロードが可能です． 
ホームページ内，「学会誌ダウンロード」より，パスワードを入力しダウンロードを

お願いいたします． 

パスワード：gakkaishi21 

開 催 日 時：平成 29 年 6 月 25 日（日） 9 時 30 分〜16 時 40 分 

開 催 場 所：静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」 

       〒422-8005 静岡市駿河区池田 79-4 

テ  －  マ ：「つなぐ − これからの理学療法士が果たすべき役割 — 」 
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学会長特別企画シンポジウム 

『理学療法における予防の実践』 

−静岡県における予防理学療法の普及に向けて− 

 

【司会のことば】 

熱川温泉病院   

小山内 隆   

従来、理学療法にとっての「予防」は、疾病や障害をもつ人への重症化・再発予防すな

わち三次予防が中心でしたが、リスクはあるが発症していないものへの二次予防や、健康

時からの配慮である一次予防までの適用が求められるようになりました。近年は、人口構

造の変化による社会保障費の増大などを背景に、高齢者を対象とした介護予防が注目され

ていますが、「予防」の対象は周産期から終末期までと幅広く、その内容についても介護

予防から健康増進、スポーツ、地域保健、母子保健、産業保健までと、広い範囲での活躍

が理学療法士に期待されています。今回のシンポジウムでは、それぞれの領域で「予防」

に携わりご活躍されている先生方より活動の報告や今後の課題を述べていただきます。

我々理学療法士が予防的取り組みを通して地域の方々へ貢献するために、これから果たす

べき役割を共有していく重要な場になることを期待しています。（学会誌には，もう一人の

司会者である岡部先生のことばを掲載しています．あわせてご覧下さい．） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【シンポジストの紹介】 

 

「脆弱性骨折患者における二次骨折予防」 

 

 内藤 裕治   

  独立行政法人国立病院機構静岡医療センター  

  リハビリテーション科  

 

2006年独立行政法人国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院理学療法学

科卒業．同年，現職に至る．骨粗鬆症マネージャー，認定理学療法士（運動器および内部

障害），心臓リハビリテーション指導士資格取得．現在，院内では骨粗鬆症二次予防に対

する取り組みを整形外科医師主導のもと実施している．  
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「メディカルサポート活動におけるスポーツ障害予防」 

 

 小林 敦郎    

  順天堂大学医学部附属静岡病院   

  リハビリテーション科  

 

2003年中部リハビリテーション専門学校卒業，2008年国際医療福祉大学大学院修士課程修

了．保健医療学修士，専門理学療法士（基礎・運動器）．整形外科クリニック勤務を経て，

2003年から現職．静岡県理学療法士会公益事業局メディカルサポート部長，静岡県高等学

校野球連盟メディカルサポート部副部長，日本パラサイクリング連盟トレーナー兼クラス

分け判定員などを務める．専門は運動器・スポーツ分野で，とくに成長期スポーツ障害の

予防に関する研究や指導者への講習会などを行っている．  

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

「介護予防について」 

  

 藤原潤   

  ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院   

  理学療法科 

 

2003年晴陵リハビリテーション学院理学療法学科卒業．認定理学療法士（介護予防）．2003

年より現職に勤務．2015年より伊豆市介護認定審査員，2017年10月に行われる第20回静

岡県理学療法士会公開講座の実行委員長を務める．専門は介護予防で，現職近隣市町の予

防事業への介入や，当事業における評価事業等に携わっている．  

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

「高齢心不全患者に対する再入院の予防をアウトカムとした      

 心臓リハビリテーション」 

 加藤倫卓   

  常葉大学   

  健康科学部静岡理学療法学科 

 

1999年国立療養所東名古屋病院リハビリテーション学院卒業，2016年北里大学大学院医療

系研究科修了．医学博士，専門理学療法士（内部障害），心臓リハビリテーション指導士．

国立伊東温泉病院，国立病院機構静岡医療センターを経て，2014年から現職に至る．静岡

県理学療法士会内部障害理学療法専門部会長，日本心血管理学療法学会運営幹事などを務

める．専門は心臓リハビリテーションで，心疾患の再発予防に関する取り組みや研究を行

っている．  
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お知らせ③ 

公益社団法人 静岡県士会理学療法士会専門部会のご案内 

 

専門部会とは？ 

 

静岡県理学療法士会では,県士会員の知識・技術の専門性を高めるため,また相互の情報交換の場を

提供する目的として,「専門部会」を運営しています。以下の 6 部会の活動として,「研修会の開催」,

「研究活動の推進」,「各種市民健康講座や講師の派遣」など,県士会内外に向け専門性の高い理学療

法の存在を紹介，啓発しています。 

 

1. 運動器系理学療法専門部会 （専門部会番号 01） 

2. 生活環境支援系専門部会  （専門部会番号 02） 

3. 内部障害系理学療法専門部会（専門部会番号 03） 

4. 神経系理学療法専門部会  （専門部会番号 04） 

5. 研究・開発支援専門部会  （専門部会番号 05） 

6. 教育・管理系専門部会   （専門部会番号 06） 

 

専門部会の登録資格 

 

いずれの専門部会とも登録制です。 

・ 対象者は静岡県士会員で，新人教育プログラムを修了した者に限ります 

・ 県士会員が各専門部会に所属するには，上記条件を満たし，かつ各専門部会へ申請する事を

必要とします 

・ 各専門部会での活動は原則として登録者の参加を優先に実施します。 

・ 各専門部会登録に関しては複数の専門部会にわたる登録も可能とします。 

 

登録方法 

 

専門部会事務局へ，メールにて以下の事項を記載し申請します。 

 

1）  氏名 

2）  所属施設もしくは自宅会員 

3）  郵便番号,住所および電話番号：所属施設住所または自宅住所を明記してください 

4）  メールアドレス 

5）  理学療法士協会会員歴：年数 

6）  新人教育修了書番号：昭和 60 年以前の入会者は除く 

    ※新人教育プログラム修了したもので，上記番号を確認できない場合は，その旨を記載の上， 

申請を行ってください。 

7）  希望専門部会名 
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公益社団法人 静岡県士会理学療法士会専門部会のご案内 

 

手続きの流れ 

 

・ 専門部会事務局への登録申請後，生涯学習部にて登録資格を確認し，確認終了したものを各専門

部会へ通知します。 

・ 登録完了者には，専門部会事務局より連絡します。 

・ 登録可能期間は随時とします。 

・ 登録者への研修会案内は，各専門部会より，原則としてメールまたは郵送にて行います。なお，

県士会ホームページ上に専門部会専用ページに研修会情報が掲載されています。併せてご覧くだ

さい。 

 

注意事項 

 

・ 日本理学療法士協会が主催している「専門分野（旧専門領域）」とは異なり,静岡県理学療法士会

主催の「専門部会」になります。協会の専門分野には協会 HP よりお申し込みください。認定・専

門理学療法士を目指す上で,専門分野への登録が必要となります。 

・ 専門部会の活動（研修会等）に参加すると,協会の専門分野の「生涯学習ポイント」が付与されま

す。認定・専門理学療法士の更新の際に必要なポイントを獲得できる特典があります。 

 

申し込み・問い合わせ先 

 専門領域部 事務局 

〒433-8511 浜松市中区和合北 1 丁目 6-1  

浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部  森下一幸 

E-mail：k-morishita@sis.seirei.or.jp 

 

 

研修会の様子 
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お知らせ④ 

公益社団法人 静岡県理学療法士会  

選挙管理委員長 山中真一  

 

役員選挙立候補届出者について 

 

 

任期満了に伴う公益社団法人静岡県理学療法士会役員選挙の立候補者について，以下の

通り報告いたします．  

なお，理事および監事ともに候補者の届出が定数に満たなかったため，以下の候補者を

規程により無投票での当選とします．  

 

 

記 

 

 

１．立候補受付期間 平成 29 年 3 月 21 日（火）～4 月 21 日（金）  

 

２．選挙すべき役員の定数  

１）理事 13 名以内  

２）監事  2 名以内  

 

３．候補者数  

１）理事 12 名（敬称略 届出順）  

山内 一之  55 歳 静岡医療福祉センター  

紅野 利幸  55 歳 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター  

和泉 謙二  53 歳 共立蒲原総合病院  

大石 義秀  44 歳 静岡医療科学専門大学校  

小山内 隆  53 歳 熱川温泉病院  

山下 裕太郎 38 歳 JA 静岡厚生連 遠州病院  

菊池 和幸  36 歳 有限会社 田中屋産業  

高木 亮輔  32 歳 JA 静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院  

小林 敦郎  44 歳 順天堂大学医学部附属静岡病院  

三田 久載  39 歳 富士リハビリテーション専門学校  

川村 浩二  49 歳 富士宮市役所  

加藤 倫卓  41 歳 常葉大学  

 

２）監事 1 名  

杉山 基   51 歳 JA 静岡厚生連 静岡厚生病院  
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お知らせ⑤      

第 20 回 公開講座 実行委員会  

実行委員長 藤原 潤 

運営部長 西島 勇 

 

第２０回 公開講座 運営委員募集 
 

平成 29 年度の公開講座は、7 月 9 日（日）に韮山文化センター韮山時代劇場で開催されます。 

それに伴い、開催当日の運営委員を公募致します。詳細は下記をご参照下さい。 

今回の公開講座は、「まちづくり」「介護予防」「地域連携」「継続性」をキーワードに、タイトルを

「運動を通じて元気なまちとひとづくり〜住み慣れたまちで理学療法士ができること〜」と題しまし

て、午前に運動の大切さについて講演を行います。午後は地域住民を対象に予防に対する運動実演と、

地域包括支援センターや各市町の行政の方々を対象にシンポジウムを開催します。また、「介護予防相

談」「理学療法士派遣相談」といった相談ブースを設け市民の方々の不安や疑問にお応えしていきたい

と考えております。是非皆様のお力をお貸し下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

≪募集内容≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ・申し込み方法＞ 

件名を「第 20 回公開講座運営委員応募」としていただき、内容に①～⑥をご記入の上、下記

メールアドレスにメールを送信してください。メール確認後、こちらより折り返しご連絡致し

ます。 

①氏名、②所属施設名（正式名称にて）、③会員番号、④経験年数、⑤新プロ単位認定の必要の

有無、⑥公文書の必要の有無（※1 参照） 

応募締切：平成 29 年 6 月 8 日（木） 

申込先：運営部長 西島 勇（沼津リハビリテーション病院） 

Ｅ－mail：koukaikouza@shizuoka-pt.com 

※1．公文書が必要な場合は、⑦公文書の宛先（所属施設の住所等）、⑧公文書の宛名（施設

長や所属部署長等）も合わせてご記入ください。 

内容： 公開講座当日の運営委員 （詳細内容は気軽にお問い合わせください） 

日時： 平成 29 年 7 月 9 日（日） 8：00～16:00 

会場： 韮山文化センター 韮山時代劇場 （静岡県伊豆の国市四日町 772） 

参加資格：静岡県理学療法士会会員 （経験年数は 1 年目の方でも大歓迎です） 

（注意事項） 

※東部地区にお住まいもしくは勤務される理学療法士の方々を募集対象とさせて

いただきます 

※単位認定：生涯学習（10 ポイント）または新人教育プログラム「Ｃ‐7：士会活動・

社会貢献」 

※当日は謝金、交通費、お弁当が支給されます 

※申し込み多数の場合は、選考の上、決定することを予めご了承ください 

mailto:koukaikouza@shizuoka-pt.com
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報 告① 

～ 静岡マラソン 2017 メディカルサポート活動報告 ～ 

 

山田 國友 1)2)  花田 高彬 2)  河野 隆志 2)  栗田 泰成 2) 

齊藤 和快 2)  小林  敦郎 2)  岡部  敏幸 2) 

1) 熱川温泉病院 リハビリテーション部  

2) 予防局 メディカルサポート部  

 

2017 年 3 月 5 日に開催されました『静岡マラソン 2017』に救護スタッフとしてメディカルサ

ポート（MS）活動に参加しました．静岡マラソン 2017 は参加者約 13,000 人の大規模な大会で

あり，参加されるランナーも全国各地からに加え，海外からの参加者も年々増加している人気の

高い大会となっております．MS 活動も今大会が 4 度目の活動であり，参加スタッフは MS 部所

属の県士会員 52 名（西部 9 名・中部 31 名・東部 12 名）と学生ボランティア 19 名の合計 71 名

体制で実施しました．コースは静岡市役所前からスタートしフィニッシュ地点となる清水駅まで

のフルマラソンであり，21.9km 地点の第 5 関門救護所からフィニッシュ地点までの計 8 か所に

救護所を設置し，医師，看護師，ボーイスカウト，大会スタッフの皆様と共に救護活動を実施し

ました．  

 主な MS 活動内容は医師の指示のもと選手のアクシデントに対する対応，テーピング処置を中

心に行いました．各救護所での総処置件数は 575 件であり，今大会は天候にも恵まれたこともあ

り，1 日を通し気温が高く，昨年と比べ熱痙攣や脱水等の熱中症の症状を訴える方が多く利用さ

れました．そのため，テーピング処置やストレッチング，水分摂取といった対応が多かったこと

も今大会での特徴でした．今回の MS 活動を通して，理学療法士としてスポーツ現場でのサポー

トを行い，ランナーに対する迅速な対応と

競技を継続できるかどうかの判断を医学的

に考える機会となり，その重要さを学ぶこ

とが出来ました．加えて，他職種とも連携

して取り組めたことで，専門職での役割が

明確となり，参加されたランナーにとって

もより良い環境での大会となったのではな

いかと感じました．今後も参加したラ  

ンナーに対して，安全な大会となるよう  

更なるスキルアップが必要であると感じ  

ました．  

最後に静岡マラソン 2017 のサポート  

活動にあたり，多大なご支援を頂きまし  

た関係者の皆様に深く御礼申し上げます．  

【写真は新緑町救護所のスタッフ】  

 

  編集後記 

   新年度が始まり，新人が入職し職場の雰囲気が変わってきました．会員の皆様は如何

お過ごしでしょうか．僭越ながら今年度より「ゆまにて」の編集を吉川・佐野の両名で

担当させて頂く事となりました .文面にてのご挨拶とさせて頂きますが何卒宜しくお願

いいたします． 

(吉川允俊・佐野晃平) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士募集 

医療法人社団健育会 熱川温泉病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤若干名 経験者優遇 

【施設概要】 199 床 

回復期リハ病棟 41 床・療養病棟 158 床 

【待 遇】 基本給 25 万円～,経験者は加算あり 

（現給を考慮）,独身寮あり, 

各種手当 ,各種保険完備,退職金制度 

賞与年 2 回,昇給年 1 回, 

【休 日】 月 9 日制,年次有給,夏季休暇， 

【勤務時間】 8：50～17：25 

【応募方法】 電話又はメールにて、ご連絡ください 

【連 絡 先】 〒413-0304 賀茂郡東伊豆町白田 424 

Tel 0557-23-0843 Fax0557-23-3225 

担当 リハビリテーション部：PT 小山内 

E－mail  osanai@atagawa.gr.jp 

４月より、訪問リハ・通所リハを開設し、現在

PT31 名・OT14 名・ST７名の体制で回復期・

療養・在宅と継続したリハを提供しています。

昨年度は 66 学会に 201 名参加と学会や研修会

に参加しやすい職場です。新人教育や在宅事業

に力を発揮できる主任候補を募集しています。 

リ ハ 部 の ブ ロ グ を 是 非 ご 覧 く だ さ い 。

http://blog.goo.ne.jp/atagawareha 

理学療法士募集 

医療法人社団賢仁会 杉山病院 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名 40 歳以下（省令 3 号のイ） 

【施設概要】 療養病棟 50 床 

【診療科目】 内科・外科・整形外科・呼吸器内科 

糖尿病内科・リウマチ科・リハビリ科 

【待 遇】 基本給 19.5万円～27万円，住宅・扶養・ 

通勤手当，賞与（前年度 3.5 か月）， 

社会保険，退職金（勤続 3 年以上）， 

駐車場（自己負担 3500円），就職祝金， 

給与経験加算 

【休 日】 ４週８休，年間休日 111 日 

【勤務時間】 ①8：30～17：00 ②8：30～12：30 

【応募方法】 電話のうえ，履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒410-0807 沼津市錦町 3-5 

Tel 055-963-4114 Fax 055-963-4113 

担当 滝川／町田 

E-mail soumu@sugiyamahopspital.com 

杉山病院は沼津の健康を担う病院として超高齢

社会を支えるべく，ＡＤＬ自立を目指したリハ

ビリテーションに力を注いでいます。人として

の暮らしを取り戻す手伝いをする，それがリハ

ビリスタッフの使命です。長寿を心配する世界

より長寿を喜ぶことの出来る未来へ！地域を支

える，時代を支える“手のひら”を募集します。 

理学療法士募集 
医療法人社団徹真会 

 おおしろ整形外科クリニック 
 

 

 

 

 

【募集人員】 2 名 

【施設概要】 無床 整形外科クリニック 

整形外科・リハビリテーション科を標榜 

【待 遇】 当院規定，賞与年 2 回，昇給年 1 回 

各種保険完備，退職金制度あり 

週 1 回勉強会，研究会・学会発表奨励 

（参加費 2 万円まで支給） 

【休 日】 日曜日，祝祭日，木曜日 

夏季休暇，年末年始，有給休暇あり 

【勤務時間】 8：45～12：45 14:15～18:15（月火水金） 

8：45～12：45 13:45～16:45（土） 

【交 通】 ＪＲ三島駅よりバス 15 分 

【応募方法】 随時受付しています．電話連絡の上， 

履歴書・免許証の写しをご持参下さい． 

【連 絡 先】 〒411-0903 駿東郡清水町堂庭 184-5 

Tel 055-976-0027 Fax 055-976-0028 

担当 大城 

12 角形の独立した北欧建築，木材の量を多く使

い，トリプルガラスの窓を使用した気密・遮音

構造で環境に抜群のリハビリテーション室で

す．スポーツ整形・一般整形に関連する運動器

リハビリテーション． 

理学療法士募集 
医療法人社団いずみ会 

 メディカルはば伊豆高原 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名（新卒可） 

【施設概要】 無床  運動器・脳血管リハ 

 通所リハ  疾病予防施設 

【待 遇】 給与 24 万円～(経験者優遇) 

通勤手当 ,住宅手当,各種保険完備 

子育て支援,退職金制度,制服貸与 

昇給・賞与あり,転居費用補助あり 

【休 日】 完全週休 2 日制（日・月・祝） 

夏季、年末年始、有給、慶弔休暇 

【勤務時間】 8：30～17：30 他 

【応募方法】 TEL にてご連絡の上、履歴書をご郵送 

ください。見学は随時受付。 

【連 絡 先】 〒413-0231 伊東市富戸 1317-4117 

メディカルはば伊豆高原 （担当：巾） 
Tel 0557-33-1200 Fax 0557-33-1232 

http://www.medical-haba.org/ 

   

ＨＰ     

高水準の医療を提供する診療所です！ 

温暖で自然豊かな伊豆高原の地で、医療・予防

医学・介護による地域密着型の総合医療を行っ

ています。今後は訪問リハサービスの実施を目

指し、在宅医療にも力を入れていきます！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集         

頴川医院通所リハビリセンター 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤 1 名 ②非常勤 2 名 

【施設概要】 通所リハビリテーション 

【待 遇】 ①基本給 21 万円（経験により考慮）～, 

通勤手当 ,家族手当 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

退職金制度あり 

②時給 1500 円～ 

【休 日】 日、祝日，木、土曜日午後休診，年次有

給，夏季休暇，年末年始 

【勤務時間】 8：30～18：00 

【交 通】 東海道線沼津駅より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒410-0055 沼津市高島本町 12-20 

頴川医院 
Tel 055-928-7288 Fax 055-921-5173 

担当 理学療法室 新倉  羽原 

E－mail  egawaiin-riha@song.ocn.ne.jp 

ＨＰ     

当院では、5 年前より通所リハビリ、訪問リハ

ビリを立ち上げ、今年度にはディサービスを開

始し理学療法士の配置を強化しています。是非

興味のある方は一度見学でも良いので気軽にみ

に来て下さい。とても明るい職場です。 

理学療法士・作業療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤２名 ②非常勤２名 

【施設概要】 入所８２床，通所１3 名（定員） 

【待 遇】 ①月額給与２4 万円～（経験者優遇） 

皆勤手当，交通費（車通勤可、 

無料駐車場有），制服貸与， 

社会保険完備，退職金制度あり， 

賞与年２回，昇給年１回 

②時給 1,800 円～ 

【休 日】 ①週休２日制，年次有給，年末年始 

②応相談 

【勤務時間】 ①9：00～17：00 ②応相談 

【応募方法】 お電話後，履歴書をお送りください 

【連 絡 先】 〒413-0002 熱海市伊豆山 1173-172 

Tel 0557-80-3712 Fax 0557-80-3852 

担当 事務長：山本 

E－mail  nanohana.atami@gmail.com 

“菜の花”は、熱海駅よりバスで 15 分程と交

通の便が良く，初島を望む風光明媚な場所にあ

ります。まずは見学に来てみませんか。 

介護老人保健施設 菜の花 

医療法人社団静寿会 

理学療法士募集 

医療法人社団楽佑会 池辺クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤２名，②非常勤２名 

【施設概要】 有床診療所，運動器・脳血管リハ，通所 

リハ，難病リハ（集団リハ） 

【待 遇】 ①月給 22 万円～（経験により考慮） 

通勤・住宅・扶養手当，食事補助，研修 

費補助，賞与年２回，昇給年１回，各種 

保険完備，②時給 1,500 円～ 

【休 日】 週休２日（シフト制），祝日，有給，創立 

記念日，年末年始，年間休日１２３日 

【勤務時間】 8：30～17：3 0 

【交 通】 新富士駅南口より徒歩１５分 

【応募方法】 電話かメールでご連絡の上，履歴書を 

郵送してください．見学随時可能です。 

【連 絡 先】 〒416-0955 富士市川成新町 250 

Tel 0545-65-7170 担当 総務課：遠藤 

E－mail  ikebe2001@gmail.com 

http://web.thn.jp/ikebeclinic/index.html 

外来・入院・通所・難病と様々なリハビリテー

ションを行っています。今後も特にパーキンソ

ン病・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症などの神

経難病の皆様を対象としたリハビリテーション

内容の充実を図りたいと考えています。 

理学療法士・作業療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名（パートも相談に応じます） 

【施設概要】 入所定員１００名 

通所リハビリ：午前２０名，午後２０名 

【待   遇】 給与２０５，０００円～３０５，０００円 

奨励・扶養・住宅・通勤手当（該当者） 

賞与年２回・退職金制度あり 

社会保険完備 

【休 日】 週休２日夏季休暇３日・年末年始５日 

リフレッシュ休暇３日（年間１１５日） 

有給休暇 

【勤務時間】 8：45～17：15 

【連 絡 先】 〒412-0043 御殿場市新橋 1175-1 

Tel 0550-83-3567 

担当 事務長 鈴木 

雄大な富士山を目の前に，クラシックの名曲 

「カノン」の曲調のように，ゆったりと穏やか

に過ごせるようにと名付けられた定員１００名

の介護老人保険施設とリハビリ特化の短時間通

所リハビリテーションです。 

医療法人社団康生会 

介護老人保健施設Ｋａｎｏｎ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集 

医療法人社団良明会 溝口整形外科医院 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名 

【施設概要】 無床整形外科診療所 

【待 遇】 当院規定による（経験年数考慮） 

賞与年２回，昇給年１回，各種保険完備 

退職金，交通費規定支給，車通勤可 

【休 日】 日祝日，水土午後，夏休暇，年末年始 

有給休暇 

【勤務時間】 月火木金 8：00～12：00，14：00～18：00 

水土 8：00～12：00 

【応募方法】 まずはお電話ください 

【連 絡 先】 〒421-2114  

静岡市葵区安倍口新田 129-21 

Tel 054-296-5622 Fax 054-296-5101 

担当 溝口良純 

静岡市の北西部，JR 静岡駅より車で約 30 分。

周囲は田畑も広がるのどかな環境にあります。

運動器リハビリテーションを中心に患者様の

ADL の改善，健康寿命の伸長を目指しスタッフ

一同頑張っております。現在，理学療法士が不

足しております。是非お手伝いください。 

理学療法士募集 

医療法人社団 アールアンドオー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 関連施設２０名（中途，新卒，既卒） 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【賃   金】 266,000 円（新卒世帯主例）～ 

【待 遇】 通勤・時間外・研修手当，賞与年２回 

昇給年１回，各種保険完備，家具家電 

付社宅入居可 

【休 日】 週休 2 日制，年間休日約 113 日 

【応募方法】 電話，メール，ＨＰ問合せ，履歴書送付 

【連 絡 先】 〒420-0823 静岡市葵区春日 2-12-25 

TEL 054-653-0710  
担当 青木 E－mail recruit@r-and-o.jp 

ＨＰ http://www.r-and-o.jp/recruit/ 

R&O リハビリ病院グループは，回復期から維持

期にかけて，静岡駅周辺に 3 病院 1 施設 4 事業

所を展開しており，160 名を超えるセラピスト

（PT・OT・ST）が在籍しています。2016 年 1

月には，静清リハビリテーション病院 250 床が

全館オープンし，365 日リハビリテーションを

実施しています。機器類も充実。職員図書室あ

り。学会発表や研修参加，協働・連携も活発で

す。 

理学療法士募集 
 

 まきた整形外科クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 若干名（常勤） 

【業務内容】 整形外科領域の運動器リハ業務 

【待 遇】 基本給 21～27 万円（経験に応ず） 

昇給年１回，賞与年２回，保険完備 

交通費規定支給，制服貸与 

【勤務時間】 月火水金 8：30～12：00，15：00～18：00 

木土 8：30～12：00，第１・３・５土曜休診 

【応募方法】 まずはお気軽に電話ください。見学のみ 

でも可です。 

【連 絡 先】 〒420-0866 

静岡市葵区西草深町 1-11 

Tel 054-221-0678 

担当 牧田 

Email  akio-m@cy.tnc.ne.jp 

ＨＰ   www.myclinic.ne.jp/makita/pc/ 

静岡市静鉄バス中町停留所より徒歩２分の街中

にある整形外科クリニックです。整形外科領域

の運動器リハを行っています。現在女性 PT１

名活躍中です。職員は女性が多く明るい職場で

す。 

医療法人社団修明会 

理学療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名 

【施設概要】 入所 186 床，通所定員 75 名 

訪問看護・訪問リハビリ 居宅介護支援 

【給   与】 月給 253,000 円～282,300 円 

（経験年数考慮），交通費別途支給 

賞与年２回（3 カ月、昨年実績） 

【休 日】 土日（月１回程度、土曜出勤あり） 

月２１日勤務 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【応募方法】 電話連絡後，履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒420-0963 静岡市葵区赤松 8-16 

医療法人社団博慈会 

介護老人保健施設こみに 

Tel 054-209-7000 

採用担当 管理課 内野 

ＨＰ     http://www.communi.or.jp 

静岡県立こども病院近くの介護老人保健施設で

す。入所・デイケア・訪問リハビリ業務を展開

しています。ＰＴ・ＯＴは 20～30 歳代と若く

活気のある職場です。施設見学も歓迎しますの

で，お気軽にお問合せ下さい。 

医療法人社団博慈会 

介護老人保健施設こみに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集 

山梨整形外科クリニック 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤１名，②非常勤若干名 

【施設概要】 無床整形外科クリニック 

通所リハビリ，訪問リハビリ介護施設 

【待 遇】 ①２７万円～（手当含む・経験による） 

②時給 2,000 円 

共通 交通費実費全額支給，保険完備 

【休 日】 ①日祝日，毎月 1 日/2 日・0.5 日/2 日 

他当院規定による 

【勤務時間】 ①月～金 8：30～12：30，15：00～18：00 

（残業あり） 

土曜日 8：30～12：30，14：00～17：00 

②応相談 

【応募方法】 お電話後，履歴書ご持参ください 

【連 絡 先】 〒420-0042 静岡市葵区駒形通 

2-7-22 

Tel 054-252-3372 担当 府川 

平成４年に地域医療に貢献の為、整形外科クリ

ニックとして開業致しました。現在１１名の理

学療法士が常勤在職しておりますので、経験の

無い方、ブランクが空いている方も安心して業

務に当たって頂けます。 

オープンスタッフ 理学療法士募集 

北川医院 通所介護たかす 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 パートも応相談 

【施設概要】 診療所併設の通所介護（定員約 30 名） 

【待 遇】 月給 23～30 万円（経験等を考慮、 

諸手当含む）、通勤手当 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

退職金制度あり 

詳細はハローワークHPもご参照ください 

【休 日】 週休 2 日制（日・他シフト），年次有給 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 藤枝駅より徒歩 15 分 車通勤可 

【応募方法】 電話又はメールにてお問合せ下さい． 

【連 絡 先】 〒426-0046 藤枝市高州 62-7 

医療法人社団高仁会 北川医院 
Tel 054-634-3231 Fax 054-634-3774 

担当 総務課：山路（やまじ） 

E－mail  soumu@kojinkai123.org 

http://kitagawa-uro.jimdo.com 

平成 14 年藤枝市高州に開業し、泌尿器科・内科・

皮膚科と人工透析を行っています。この度、通所

介護を 29 年 5 月より開設し、排泄ケアに着目し

た機能訓練等も行いたいと考えています。透析患

者へのリハビリに興味がある方も歓迎します。 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ募集 

医療法人社団八千代会 清水富士山病院 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤５～10名，非常勤も相談に応じます 

【施設概要】 １２０床（療養１００床，一般２０床） 

現在ＰＴ常勤３名・非常勤３名，ＯＴ1 名 

【待 遇】 基本給 210,000 円～270,000 円 

社会保険完備，交通費規定支給，車通 

勤可，制服貸与，有給休暇，昇給（実績 

による），試用期間 3 ヶ月（同条件） 

【休 日】 月９日（基本土日），夏季，年末年始 他 

【勤務時間】 8：45～17：15 

【交 通】 清水駅よりバス山原梅蔭寺線約 10 分 

 「清水三中」下車 

【応募方法】 電話連絡後に履歴書（写真貼付）を 

郵送してください，施設見学も可能です 

【連 絡 先】 〒424-0946 

静岡市清水区八千代町 6-33 

Tel 054-355-2220 担当 原田 

静岡市立清水病院と桜ヶ丘病院に挟まれた清水

区住宅地のほぼ中央付近にあり，2014 年に開院

した新しい病院です。今年の夏を目標に回復期

リハビリ病棟開設を目指しています。新しい回

復期リハビリを共に協力しながら創ってくれる

スタッフを募集しています。回復期の経験のな

い方でも大歓迎です。 

理学療法士募集 
 

 伊藤医院 通所リハ・訪問リハ 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名 

【施設概要】 デイケアおよび訪問リハビリテーション 

【待 遇】 基本給２１万円～２７万円，昇給年１回 

賞与年２回，皆勤手当，各種保険完備 

通勤手当，退職金制度あり 

【休 日】 週休２日制，年次有給，夏季年末年始 

休暇 

【勤務時間】 月火木金 8：30～17：30 

水土    8：30～12:00 

【交 通】 静鉄狐ヶ崎駅より徒歩３分 

車通勤可能（駐車場完備） 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒424-0872 

 静岡市清水区平川地 17-38 

Tel 054-376-6555 Fax 054-376-6556 

担当 施設長：山田 

自立した生活を送れるよう，心身の機能の維持

向上を目標とします。リハビリのみならず，心

のリフレッシュも図ることも目的の一つとして

目指す施設です。 

医療法人社団清源会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士募集 

デイサービスセンター花畑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 １人 

【業務内容】 機能訓練の指導員・書類作成 

【待 遇】 時給 1,500 円，通勤手当 

ユニホーム貸与，各種保険完備 

【休 日】 日曜日，年末年始，お盆 

【勤務時間】 9：00～15：00 で週３日，１日４時間～ 

【交 通】 自動車通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 まずは電話ください 

【連 絡 先】 〒435-0052 浜松市東区天王町 1815-1 

デイサービスセンター花畑 

株式会社 蒼（そう） 

Tel 053-421-9011 Fax 053-421-9001 

担当 髙田ひとみ 

ＨＰ  http://www.day-hamamatsu.com 

平成 27 年 5 月に移転オープンした新施設（機

能訓練強化型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）です。ご利用者様の「な

りたい自分になる！」をお手伝いして頂きます。 

目指している回復まで一緒に寄り添い，こだわ

った機能訓練が実践できます。HP にて施設の

様子をご覧いただけます。ブランクのある方も

活躍できますので，お気軽にご応募ください。 

理学療法士募集 

 
【施設概要】 ハートフルホーム八幡 

通所介護・小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

静岡市駿河区有東二丁目 12-10 

ハートフルホーム有東坂 

小規模多機能型居宅介護・認知症 

対応型共同生活介護 

静岡市清水区有東坂一丁目 224-45 

【待 遇】 ①月給 285,000 円～ 賞与年 2 回 

②時給 1,700 円 

保育所補助，シングルマザー応援手当 

子育て・介護のための就業制度 

趣味休暇制度，家族介護支援制度 

自社サービス利用時従業員優遇制度 

スポーツクラブ無料利用，確定拠出年金   

ほか 

【休 日】 ①月 8 日～，有給，夏季冬季休暇 

②週 2～3 日から相談可能 

【勤務時間】 ①8：30～17：30 

②9：00～16：00 の間で応相談 

【連 絡 先】 〒422-8063 静岡市駿河区馬淵 1-8-1 

株式会社アクタガワ 
Tel 0120-767-288 人事担当 白鳥 

株式会社アクタガワ 

 

理学療法士募集 

国府台整形外科 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名（パートも応相談） 

【施設概要】 整形外科,ﾘｳﾏﾁ科,ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

【業務内容】 整形外科領域の外来運動器リハビリ 

【待 遇】 月給 255, 000 円～290,000 円  

         ※経験等による 

         通勤手当,家族手当,皆勤手当あり 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

退職金制度あり 制服貸与 

【休 日】 週休 2 日（日祝，木曜午後，土曜午後） 

         夏季休暇,年末年始休暇 ,有給休暇あり 

【勤務時間】 8：30～18：00（月火水金） 

         8：30～12：00（木土） 

【交 通】 自動車通勤可（駐車場あり） 

【応募方法】 まずはお気軽にお電話ください 

【連 絡 先】 〒438-0077 磐田市国府台 41-32 
Tel 0538-35-5215 Fax 0538-35-5216 

担当 海野 

HP http://konodai-op.com/ 

磐田市にある整形外科です。外来での運動器リ

ハビリテーションを中心に行っています。現在

常勤 PT が 2 名在籍中です。施設見学も歓迎し

ますのでお気軽にお問合せ下さい。 
 

理学療法士募集 

浜本整形外科医院 
 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ２名（常勤またはパート） 

【業務内容】 整形外科領域の運動器リハ業務 

【待 遇】 月給 24～35 万円（経験に応ず） 

昇給年１回，賞与年２回，保険完備 

交通費規定支給，制服貸与，研修手当 

【勤務時間】 8：30～18：30（月火水金）休憩２時間 

8：30～12：30（木土） 

（休診：木午後・土午後・日曜・祭日）】 

夏季休暇，年末年始休暇あり 

【応募方法】 お気軽にお電話またはメールをください 

見学は随時可 

【連 絡 先】 〒420-0805 静岡市葵区城北 40-5 

Tel 054-248-6665，090-3421-5693 

担当 人事担当 浜本百合子 

E－mail  yhama7552@mti.biglobe.ne.jp 

静岡県立総合病院の近くで開業２３年目の運動

器リハに重きをおいている整形外科専門診療所

です。広いリハビリ室では現在理学療法士８名，

セラピスト２名，助手２名が活躍しております。

院長との勉強会も定期的にあり，チームワーク

のよい活気に満ちた職場です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士募集 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤４名 

【施設概要】 医療療養型病院１４２床，外来：内科・ 

神経内科・整形外科・リハ科・リウマチ科 

PT20 名・OT15 名・ST8 名（43 名在籍） 

【待 遇】 給与 201,400 円～250,000 円：経験考慮 

皆勤手当７千円，昇給年１回，保険完備 

賞与年２回，交通費規定支給，退職金 

【休 日】 隔週休２日（第 2・4・5 土曜，日曜祝日） 

冬期休暇 5 日，リフレッシュ休暇 3 日 

【勤務時間】 8：30～17：3 0 

【交 通】 遠州鉄道芝本駅より徒歩１０分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒434-0015 浜松市北区於呂 3181-1 

Tel 053-588-5000 Fax 053-588-5001 

担当 総務課 宮崎文子 

Email  info@hokuto-wakaba.jp 

ＨＰ   http://www.hokuto-wakaba.jp/ 

病院・訪問リハ事業拡大のため，募集していま

す。神経難病リハ，維持期リハ，訪問リハに興

味のある方をお待ちしております。まずはお気

軽にご連絡ください！経験者の方，大歓迎で

す！（見学随時可能） 

医療法人社団三誠会 北斗わかば病院 

理学療法士募集 

どい整形外科スポーツクリニック 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名 

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

【待 遇】 月給 252,300円～（基本給 180,000円＋ 

         職務手当＋医療技術手当）通勤手当 

         皆勤手当等，賞与・昇給，採用後保険 

         加入 

【休 日】 週休 2日，年次休暇，夏季休暇，その他 

         クリニックカレンダーによる 

【勤務時間】 月火木金 8：15～12：15，14：45～18：45 

         水土 8：15～12：15 

【勤 務 地】 〒437-1204 磐田市福田中島 238-1 

【応募方法】 お電話の上、履歴書を郵送して下さい 

【連 絡 先】〒430-0947 浜松市中区松城町 214-10 

         プラザ出世城 2F 担当 宮城（みやぎ） 

Tel 053-522-7470 Fax 053-522-7471 

E－mail  info@msr-miyagi.com    

平成 26 年 8 月に開院し，院長は現在サッカー，

フットサルのチームドクターを兼任しておりま

す。スポーツ傷害から一般整形，小学生から高

齢者までの運動器リハを常勤 3 名(スポーツ認

定理学療法士 1 名)で提供中。リハビリ業務の更

なる充実を図るため募集しております。 

理学療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名（訪問リハも希望される方） 

【施設概要】 入所１００床，通所定員４０名，訪問リハ 

【給   与】 当法人規定による（経験年数を考慮） 

賞与年２回，昇給年１回 

各種保険完備，退職金制度あり 

【休 日】 原則（日祝他、隔週土），年次有給， 

年末年始休暇，リフレッシュ休暇 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【関連施設】 浜松東病院，富士リハビリテーション 

専門学校 

【応募方法】 電話または履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒430-0918 浜松市中区八幡町 181 

医療法人社団あずま会 

介護老人保健施設八幡の森 

Tel 053-476-1156 Fax 053-401-0011 

担当 菱田（ヒシダ） 

ＨＰ     http://www.communi.or.jp 

浜松駅周辺の老健で，地域に根付いた運営をし

ております。訪問リハビリ担当のスタッフ増員

を計画しており PT を募集しています。 

平成 29 年 12 月頃に改築工事が完了し，新しい

建物が完成します。 

医療法人社団あずま会 

介護老人保健施設八幡の森 

理学療法士募集 

社会福祉法人 八生会 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名（パート応相談） 

【施設概要】 浜松市東区・磐田市にある５施設 

勤務施設はご相談ください 

【待 遇】 195,000 円～245,000 円（年齢による） 

職務手当 15,000円 資格手当 18,000円 

昇給年１回，賞与年２回，各種保険完備 

その他各種手当・退職金制度あり 

【休 日】 年休 120 日（休日 112 日＋有休），採用 

時有休１０日付与，５連休取得制度あり 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 自動車通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 まずはお気軽にお電話ください 

【連 絡 先】 〒435-0005 浜松市東区安新町 61-1 

社会福祉法人八生会 法人本部 
Tel 053-423-1165 担当：大場 

E－mail  honbu@hashoukai.or.jp 

ＨＰ    http://hashoukai.or.jp/ 

地域に根差した 33 年の歴史を持つ社会福祉法

人です。施設に併設された通所介護にてご高齢

者のリハビリを担当していただきます。八生会

はあなたのワークライフバランスを全力でサポ

ートします！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士急募 

サカイ脳神経外科 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名 

【施設概要】 血管疾患等リハ（Ⅰ）に相当する施設を 

備えています 

脳卒中，認知症，脳腫瘍，頭部外傷等 

の患者様に対して急性期（医療保険）と 

慢性期（介護保険適応）のリハを行って 

いきます 

【待 遇】 基本給 20 万円～25 万円，通勤手当 

賞与年２回，各種保険完備 

【休 日】 木土曜午後，日曜祝日，夏季休暇 

【勤務時間】 8：30～12：30，14：30～18：30 

【交 通】 遠州鉄道「おかめ坂」バス停前 

職員駐車場完備 

【応募方法】 下記 E-mail でご連絡いただくか 

履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒432-8002 浜松市中区冨塚町 55 

担当 院長 酒井直人 

E－mail  nsakaineurosurg@gmail.com 

http://www.sakai-neurosurgery.com 

平成 28 年 12 月 26 日に浜松市冨塚町に開院す

るリハビリテーション施設を併設した脳神経外

科クリニックです。オープニング・スタッフを

募集しています。 

理学療法士募集 

ゆが原整形クリニック 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤３名 

【業務内容】 整形外科疾患の外来通院患者への 

運動療法及び物理療法 

【待 遇】 常勤 24万円～資格・精勤手当別途支給 

（経験・能力を考慮し，相談に応じます） 

賞与年 2 回 

【休 日】 日曜・祝日（シフト有）相談可 

夏季・年末年始・アニバーサリー休暇有 

【勤務時間】 9：00～13：00，14：30～18：30（8 時間） 

【交 通】 ＪＲ東海道線湯河原駅より徒歩５分 

【応募方法】 電話連絡の上，履歴書をご用意ください 

【連 絡 先】 神奈川県足柄下郡湯河原町 

土肥 4-1-23 

Tel 0465-64-0632 

担当 澤村 

ＨＰ  http://yugawara-seikei.com 

明るく働きやすい職場を目指しております。 

お陰さまで新規利用者様が増加し，診療時間の

延伸，担当医の増員を実施しているところで

す。真心のこもった地域医療サービスを提供す

るため，お力を貸していただけませんか？ 

理学療法士募集 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 １名（非常勤も可：働ける時間で） 

【施設概要】 無床診療所（３階建：ﾃﾞｲ・訪看・訪介） 

往診・訪問看護と連携 

【待 遇】 基本給１９．６万円～（経験査定あり） 

通勤手当，住宅手当 ,家族手当，賞与 

年２回，昇給年１回，各種保険完備， 

退職金制度あり，母性保護充実 

【休 日】 週休 2日制，年次有休，夏季・年末年始 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 浜松駅より徒歩 15 分，マイカー通勤可 

【応募方法】 電話または履歴書郵送（見学可） 

【連 絡 先】 〒430-0807 浜松市中区佐藤 1-22-22 

浜松佐藤町診療所 
Tel 053-465-5662 Fax 053-465-5664 

担当 大西（理学療法士） 

E－mail  lek01461@nifty.com 

ＨＰ  http://shizumin.com/satou.html 

浜松佐藤町福祉サービスセンター 

 在宅医療が重要視されるようになり，通所リハ

ビリや訪問リハビリのニーズが非常に高まって

きています。日常生活環境下でのリハビリは，

患者・利用者様の生活を支える重要な役割を担

っており，やりがいのある仕事です。 

デイケア秋桜・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあすなろ 

理学療法士募集 

小早川整形リウマチクリニック 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 6 名 

【施設概要】 整形外科・リウマチ科、スポーツ整形 

リハビリテーション科 

【待 遇】 月額 21 万円～35 万円（経験による） 

 通勤手当別途支給 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

退職金制度あり、PT 室完備 

【休 日】 日曜、土曜午後、木曜午後、 

年次有給，夏季休暇，冬季休暇 

【勤務時間】 8：30～19:00 の間の 8 時間 

【交 通】 秋葉バス 上久能バス停より徒歩 3 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒437-0061 静岡県袋井市久能 1982-1 

         小早川整形リウマチクリニック 

開設準備室 担当：大上 あて 

電話番号 090-9020-8266   

平成 30 年 4 月に新規開設予定です。専門分野

の異なる 3 名の医師(リウマチ、スポーツ、骨粗

鬆症 etc.)による診療、MRI 完備、中東遠地区最

大のリハビリ室の設置等により、地域に根ざし

た診療を行います。 



 

 

 

求人広告に関するお問い合わせ 
 

ＥメールまたはＦＡＸにて 

お問 い合 わせください 

 

 

静岡県理学療法士会広報局 

紅野利幸（こうの としゆき） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５５８－８３－２３７０ 

E-mail tosi@shizuoka-pt.com 

 

 

農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 

 

理学療法士募集 

医療法人社団東順会 ひろ整形外科 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 若干名（常勤） 

【施設概要】 無床診療所（整形外科，リハ科 ほか） 

【待 遇】 月給 21 万円以上（経験考慮），通勤・ 

住宅・扶養・残業手当，厚生年金，社会 

保険，労働保険完備，昇給賞与年２回， 

退職金あり，自動車通勤可（無料 P） 

【休 日】 週休２．５日（日曜、水曜、土曜午後） 

祝祭日，夏休，盆休，年末年始休 

有給休暇年１０日 

【勤務時間】 9：00～12：00，14：00～18：00 

【応募方法】 履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒431-3314 

浜松市天竜区二俣町二俣 1491 

Tel 053-925-2434 Fax 053-925-2002 

担当 院長 間渕啓一 

開業 21 年目の整形外科開業医です。広いリハ

ビリ室は 100 畳以上あります。症例は多く，一

般整形外科疾患の他，スポーツ外傷など様々の

運動器リハを行っています。現在所属の理学療

法士は 1 名，若手ですが優秀な人材です。職員

は女性が多く明るい職場です。地域密着型の診

療所です。男性女性を問わず大歓迎です。 

理学療法士・作業療法士募集 

新規デイサービススタッフ 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 各１名 

【施設概要】 通所介護 

【待 遇】 月給 235,000 円以上（含処遇改善加算 

入社 3 か月後），前職給与補償（規定

内），交通費支給（規定内），車通勤可，

制服貸与，食事補助，社保完備，昇給

年１，賞与年２，退職金，育児時短制度 

【休 日】 月９日休制，有給・慶弔・子の看護休暇  

【勤務時間】 8：30～17：30 

【勤 務 地】 静岡市清水区、富士宮市万野原 

【応募方法】 まずご連絡，その後履歴書郵送ください 

【連 絡 先】 〒464-0075 名古屋市千種区内山 

3-10-17 今池セントラルビル５Ｆ 

㈱グローバル総合研究所 

Tel 0120-866-968 シンシア採用担当宛 

☆「介護施設 シンシア」で検索ください 

静岡県のほか、東海三県・関東地区で 30 以上

の施設を運営するシンシアが事業拡大のため新

規施設を開設します。そこで PT・OTを大募集！

一体感あふれるやりがいのある職場で地域の高

齢者を支える仕事につきませんか？充実した福

利厚生もシンシアの魅力です。 

コンサルタントも同時募集中です。 

 


