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『第 21 回 静岡県理学療法士学会を終えて』 

 

第 21 回静岡県理学療法士学会  

準備委員長 瀧 和人 

 

平成 29 年 6 月 25 日、前日までの天気とは打って変わり梅雨空の下、第 21 回静岡県理学療法士学

会がグランシップにて開催されました。（雨男・・・本領発揮です。）前日の夜から降り出した雨に加

え、地震による鉄道関係の遅延等ありましたが、会員外・学生を含め 857 名の方々にご来場いただき

ました事、御礼申し上げます。  

さて、本学会は「つなぐ」－これからの理学療法士が果たすべき役割－と題し、学会長特別企画シ

ンポジウム・専門部会セミナー・演題発表を企画いたしました。学会長特別企画シンポジウムでは、

4 名の先生方に各分野における予防的取り組みをご紹介いただき、2 名の司会者と共にこれから我々

が果たすべき役割について熱く語っていただきました。演題発表においては、学会発表の基本に立ち

返り全て口述発表形式とし、実に 100 演題を超える演題発表が行われました。その内、フレッシュマ

ンズが約 4 割と例年通り若手の登竜門としての機能を果たせたのではないかと思います。  

今回、学会準備・運営には、準備役員と当日運営スタッフ含めて 116 名の会員にご協力いただきま

した。本学会では運営スタッフの経験年数による制限をなくし、登録時 1 年目の会員にも多数ご協力

いただきました。今回が初めての県士会活動となった会員も多かったのではないでしょうか？これを

いい経験として、今後の県士会活動に繋げていただけたら幸いです。  

先にも述べましたが、今回は鉄道関係の遅延によりセッションに間に合わない演者が数名いらっし

ゃいました。しかし、運営局・企画局中心にセッションの変更・座長への連絡等スムーズに対忚し演

者には無事に発表いただく事ができました。改めて中部地区会員のチームワークの良さを実感した一

日でした。今回の学会成功の良い流れを次期学会にしっかりと繋いでいきたいと思います。  

最後になりますが、本学会開催にあたりご協力いただきました全ての方々に改めて御礼申し上げま

す。  

来年は浜松での開催です。アクトシティでお会いしましょう！！  
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 理事会だより 

公益社団法人静岡県理学療法士会 

平成 29 年度 第 2 回定例理事会 議事録（抜粋） 

 

１．  開催日時 平成 29 年 6 月 17 日（土）13:00～15:30 

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12名  

会長 和泉謙二、副会長 紅野利幸、副会長 佐々木嘉光、山内一之、 

岡部敏幸、花城久子、森上亜城洋、大石義秀、磯野靖夫、杉山基、川村浩二 

菊池和幸、監事1名、井上義文、  理事・監事以外11名  

 （出席者の詳細は別紙出席者名簿を参照） 

４．  議事の経過の要領及びその結果 

上記のとおり定足数に足る理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した。  

理事副会長 佐々木嘉光が議長となり、議長席に着き開会を宣し、議事に入った。  

 

（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 4 月 18 日：平成 28 年度静岡県 

理学療法士会監査（事務所）  

2）H29 年 4 月 20 日：県長寿政策課打ち合わ

せ会議：地域包括ケア関連（事務所） 

3）H29 年 5 月 8 日：静岡リハ懇話会常任  

役員会（静岡） 

4）H29 年 5 月 13-14 日：第 52 回日本理学 

療法学術大会（幕張） 

5）H29 年 5 月 13 日：災害対策担当者懇親会  

（幕張）  

6）H29 年 5 月 16 日：県寿政策課打ち合わせ  

会議：シルバーリハビリ体操関連（事務所） 

7）H29 年 5 月 21 日：JCORE 評価員研修会 

（東京）  

8）H29 年 5 月 22 日：自民党県連リハビリテ  

ーション支援議連との打ち合わせ（静岡） 

9）H29 年 5 月 29 日：JRAT 静岡・協議会 

災害対策委員会合同会議（浜松） 

10）H29 年 5 月 30 日：県長寿者保健福祉  

計画策定部会（静岡） 

11）H29 年 6 月 3-4 日：JPTA・代議員研修 

会・総会（東京） 

12）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） 

13）H29 年 6 月 5 日：静岡市地域包括支援  

センター運営協議会（静岡）  

14）H29 年 6 月 9 日：県政への要望書作成  

会議（静岡） 

15）H29 年 6 月 17 日：三役会・定例理事会  

（静岡）  

＜今後の予定＞ 

1）H29 年 6 月 25 日：第 21 回静岡県理学 

療法士学会・総会・臨時理事会（静岡） 

2）H29 年 6 月 26 日：SBS ラジオ  

（スクーピー：蒲原病院）  

3）H29 年 6 月 29 日：静岡市地域包括支援  

センター運営協議会清水区部会（清水） 

4）H29 年 7 月 1 日：静岡県リハビリテー  

ション専門職協議会定例会（事務所） 

5）H29 年 7 月 15 日：臨時拡大理事会（静岡） 

6）H29 年 7 月 20 日：自民党県連リハビリテ  

ーション支援議連勉強会（静岡） 

7）H29 年 7 月 31 日：JRAT 静岡・協議会 

災害対策委員会合同会議（浜松） 

8）H29 年 8 月 2 日：県長寿者健康福祉計画  

策定部会（静岡） 

9）H29 年 8 月 19 日：定例理事会・常任  

理事会（静岡） 

報告第 2 号 前回議事録確認（山内）  

 1）前回議事録説明  

報告第 3 号 第 46 回総会報告（和泉）  

1）  審議事項： 

・審議事項１：協会名誉会員の承認を 
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求める件：広島県理学療法士会  

富樫誠二氏（66 歳） 

→ 承認 

・審議事項２：定款改正案の承認を 

求める件 → 承認 

   （任意退会）第 8 条 →原文に追記： 

「但し、懲戒規定第 13 条で規定する 

対象に該当する会員については適用 

しない」  

   （会員資格の喪失）第 10 条の(1)  

→原文差し替え： 

   「第 7 条の支払義務を、定款細則Ⅱ-4 に  

定める期限までに履行しなかったとき」 

・審議事項３：平成 29・30 年度役員の 

選定を求める件  

→ 承認（理事 23 名、監事 3 名） 

  ・審議事項４：平成 28 年度決算書類の 

承認を求める件 → 承認  

①  H28 事業報告ならびに貸借対照表、

損益計算書および附属明細書、財

産目録説明 

    ②報告事項として監査報告  

   ※半田会長より事業報告として以下の 

説明があった。 

    ①学術体系の確定として、第 53 回以

降の学会及び学術研修大会の開催

方法が説明されるとともに、厚労省

の広告ガイドラインに載せるため

日本リハ医学会と共同での認定機

構設立にむけた検討に入っている

ことを説明。 

②  理学療法士キャリアデザインの多

様化として、指定管理者制度を設

け、3300 名が研修を終了した。ま

た、海外戦略としてはシンガポー

ルや中国北京のリハビリセンター

の支援および会員派遣を行う予定。 

③  地域包括ケアシステム対忚の推進

として、小児や障がい者も含んだ

総括的なシステムとして理学療法

提供体制を強化するため関係機関

への要望を行った。 

④  尐子社会（2045 年問題）における

理学療法士業務の検討として、意

識付けが進んでいる「予防は理学

療法士」という認識をさらに確固

たるものにするべくエビデンス確

立が急がれるところである。  

⑤  代議員による選挙制度の導入 → 

投票率 88.1％という異例の低さ  

他  

・審議事項５：役員報酬等委員会委員の 

承認を求める件 → 承認  

・審議事項６：議事運営委員の承認を 

求める件 → 承認 

2）  報告事項： 

・報告事項１：平成 29 年度事業計画、 

予算について  

※半田会長より事業計画として以下の  

説明があった。 

   ①職域の防衛・拡大  

     ・平成 30 年度医療介護同時改定：

ICU や CCU での常勤配置、精神

科病棟での理学療法士雇用の推進、

介護保険領域では自立支援強化型

訪問看護ステーションや自立支援

強化型通所介護を中心に調整を行

っていく。 

     ・広報体制の強化：代議員による総

会や役員選挙等、会員に見えづら

い活動とならないよう戦略的広報

を行うべく広報課と総務課秘書係

を統合、秘書広報課とする。  

     ・海外戦略の強化：本年 9 月に開催

される国際福祉機器展に合わせる

形でアジア国の代表者を招聘し

「 高 齢 社 会 に お け る 理 学 療 法

（仮）」のテーマで研修会を開催。  

     ・都道府県理学療法士会活動の支援  

体制強化～できる限りの支援を  

行う。  

     ・政治活動の強化として、厚労省内  

にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ課を新設されるよう  

目指す。  

   ②理学療法士の質の向上  

     ・学校養成施設指定規則の改定：  

103 単位以上を目指す。  

     ・第 53 回学術大会および学術研修

大会のありかた：H29 移行も継続

して意見交換会の開催 

     ・リハビリテーション医学会との  

認定機構設立：生涯学習システム 

のラダー化 

   ③H29 年度新設諮問委員会  

    ・会員制度検討委員会        

・災害時支援システム検討委員会 
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    ・倫理規定等検討委員会       

・課題解決型高度医療人材育成検討 

委員会  

  ・WCPT 誘致委員会           

    ・選挙制度検討委員会  

・報告事項２：会費納入期限の変更に 

つい：詳細別途 

・報告事項３：会館建設の方針と 

会館建設積立金の取扱いについて 

     ～会館検討特別委員会の最終答申を受

けて、事務局機能および会議室機能

を兼ね備えた、新たな協会会館の取

得が望ましい、という方向性に進む

こととなった。現状想定されうる 13

億円の資金で不足する場合は、身の

丈にあった借入も検討する。また、

会館建設後の「会館建設積立金」の

取扱いは、今後検討していく。  

報告第 4 号 第１回東海北陸ブロック理学療法

士協議会理事会報告（和泉）  

・議題１：士会近況報告  

①  予算および会費外収入（基金含む）

について  

②  地域包括ケアシステム推進の進捗 

③  理学療法の日全国統一キャンペーン

の事業  

④   広報誌の発行月・〆切について  

・議題２：第 32 回東海北陸理学療法学術  

大会報告（岐阜） 

①  参加人数 会員 1069 名、会員外 69

名、学生 67 名  合計 1205 名 

②  参加費 会員 6,000 円、会員外 7,000

円、学生 1,000 円 

③  企画 特別講演 2 題、シンポジウム 1

題、セミナー6 題、一般演題 150 題、 

公開講座 1 題、企業出展 10 社、広

告掲載 15 

④   収支決算総額 20,389,406 円（うち

岐阜県士会負担金 6,446,995 円）  

・議題３：第 33 回東海北陸理学療法学術  

大会準備進捗状況報告（福井）  

・議題４：第 34 回東海北陸理学療法学術  

大会準備進捗状況報告（三重）  

・議題５：第 35 回東海北陸理学療法学術  

大会学会長選出について（富山）  

報告第 5 号 事務局報告（山内）  

1)平成 29 年 4～6 月活動報告  

・拡大理事会資料編集等（28年事業報告・ 

29年事業計画案） 

・新人ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝﾘｻﾞｰﾌﾞﾘﾝｸ管理  

・総会資料修正依頼及び編集作業 

・苦情・対忚 

・磐田市 秋山かつのり会員推薦状贈呈  

・公益社団法人登記関連の依頼（森田司法

書士事務所訪問） 

  ・マルチ商法関係の対忚 同日中に倫理委

員長に報告・倫理委員長と対忚協議・注

意喚起HP掲載、秋山磐田市議当選のお花

を送る  

・年度末監査準備・監査実施  

・一般向けHP掲載内容のお願い  

・第2回理事会開催案内・第9回総会議長 

候補の選出、 

・総会書紀候補者選出依頼（中部地区 

理事へ）  

・小笠医師会 小笠掛川研究会の調整  

報告第 6 号 学術局学会部（尾熊）  

1）学会ガイドラインの更新、開会式・ 

閉会式登壇者について 

  →登壇者の位置については、 

士会長→学会長の順番が良い（紅野） 

  →登壇者の位置を、士会長→学会長の  

順番に変更する。  

2）静岡呼吸リハビリテーション研修会 

開催案内について（磯野）  

3）第 21 回県学会進捗状況報告（篠原）  

報告第 7 号 広報局（紅野）  

1）ゆまにて編集部（鈴木）  

・ゆまにて 162 号；平成 29 年 5 月発行完了  

・ゆまにて 163 号；平成 29 年 7 月発行予定 

（締切 6 月 30 日厳守） 

2）ＨＰ管理部（藤田） 

 ・静岡県理学療法士会 HP への掲載依頼、 

修正依頼への対忚 

 ・アドレス帳の管理、新規アドレス作成、 

問い合わせへの対忚 

 ・サーバー構成変更に伴う対忚 

・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 8 号 社会局広報啓発部（町田）  

1）日本理学療法士会補助によるイベント 

物品購入報告 

報告第 9 号 渉外学習局（大石）  

1）生涯学習担当制度更新説明会について 

主な変更点： 
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・研修理学療法士（最低 2 年間）、登録理

学療法士（最低 3 年間）、認定理学療法

士、専門理学療法士と指導理学療法士（す

べて仮称）に変更する予定  

・研修理学療法士（最低 2 年間）、登録理

学療法士（最低 3 年間）、認定理学療法

士、専門理学療法士と指導理学療法士（す

べて仮称）に変更する予定  

・登録理学療法士は、研修会や e-Learning 

を実施する 

・認定理学療法士以上は医療広告ガイド  

ラインも踏まえ 500～600 時間以上の 

研修が必要（現状は 30 時間前後） 

・平成 31 年 4 月運用予定  

2）新人教育部（岩里） 

・平成 29 年度第 1 回症例検討会について  

平成 29 年 7 月 30 日：静岡医療科学専門  

大学校（発表者 6 名予定）  

3）生涯学習局ポイント認定部（高橋）  

・セミナー登録作業 10 件  

4）生涯学習局研修部（向井）  

・第 1 回研修部研修会について  

平成 29 年 7 月 9 日：聖隷浜松病院  

（高橋浩平先生）リハビリテーション 

栄養について 

報告第 10 号 職能局（川村）  

1）領域別中央管理研修会について（訂正）  

   研修派遣者について、2 月 25 日生活期 

 上野忍、2 月 26 日急性期山下裕太郎訂正 

 2）第 30 回静岡県作業療法学会開催式への 

会長代理出席について 

3）職能局地域包括ケアシステム推進部（安間） 

  ・シルバーリハビリ体操指導士養成システ

ムの県への説明について  

報告第 11 号 予防局（岡部）  

1）メディカルサポート部（小林）  

①第 14 回清水スーパーシニアサッカー  

大会メディカルサポート活動報告 

・3 月 18-19 日：清水ナショナルトレーニ

ングセンター、中島グラウンド、 

蛇塚グラウンド、 

 ②グランドリーグ（高校生テニス） 

メディカルサポート活動報告  

・3 月 23-24 日：日本平テニスコート、  

 ③静岡県ハンディキャップ陸上 記録会 

メディカルサポート活動報告  

・4 月 9 日：草薙陸上競技場、  

④第 64 回春季東海地区高等学校野球  

静岡県大会メディカルサポート活動報告 

・4 月 30 日、5 月 3-5 日：草薙球場、 

清水庵原球場、浜松球場、愛鷹球場、 

⑤第 5 回静岡シニアサッカーフェスティバ  

ル 2017 in ECOPA ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ活動報告  

・5 月 13-14 日：ｴｺﾊﾟｽﾀｼﾞｱﾑ周辺ｸﾞﾗﾝﾄﾞ、  

⑥第 25 回選抜全国身体障害者野球大会  

メディカルサポート活動報告  

・5 月 20-21 日：ほっともっとフィール  

ド神戸（メイン・サブ）、  

⑦高校野球部門ワークショップ活動報告 

・4月 9日：焼津みらいスポーツ整形外科、  

「訪問事業報告」「投手ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾞｳﾝ」 

・4 月 22 日：専門学校白寿医療学院、  

「訪問事業報告」「テーピング」  

・4 月 23 日：中東遠総合医療センター、  

 「上下肢のテーピング」  

・5 月 14 日：中東遠総合医療センター、  

 「救命講習」 「頭部外傷と熱中症」  

・5 月 21 日：静岡徳洲会病院、  

スタッフ参加（21 名） 

「救命救急講習会」「上肢のﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ」 

・5 月 21 日：おおしろ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 

「クーリングダウンについて」  

「忚急処置について」 

⑦  静岡県高校野球メディカルサポート役

員会報告  

・5 月 14 日：中東遠総合医療センター、  

報告第 12 号 中部地区（杉山）  

1）  元気ふじえだ健康ウォーキングについて 

・5 月 20 日：岡部総合案内所  

「ｽﾄﾚｯﾁによるｾﾙﾌｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ」  

「テーピングによる障害予防」  

「身体に関するメンテナンス相談 等」 

報告第 13 号 規約審議委員会（沖住）  

1）公益社団法人化に伴う定款・細則・役員 

報酬規程・倫理委員会設置要綱の改訂 

について  

報告第 14 号 選挙管理委員会中部地区（山中） 

1）役員選挙結果について  

 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報告。 

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，候補者を規程

により無投票での当選とします． 

①  理事 12 名（敬称略 届出順）  

山内 一之  静岡医療福祉センター  

紅野 利幸  農協共済中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
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和泉 謙二  共立蒲原総合病院  

大石 義秀  静岡医療科学専門大学校  

小山内 隆  熱川温泉病院  

山下 裕太郎 JA 静岡厚生連 遠州病院 

菊池 和幸  有限会社 田中屋産業 

高木 亮輔  JA 静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊

豆温泉病院 

小林 敦郎  順天堂大学医学部附属静岡病院  

三田 久載  富士ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 

川村 浩二  富士宮市役所  

加藤 倫卓  常葉大学  

②  監事 1 名 

杉山 基   JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 

報告第 15 号 倫理委員会（紅野）  

1）  平成29年度活動報告 

 ・倫理委員会開催要請なし  

 ・マルチ商法に対する注意喚起をＨＰに  

掲載  

報告第 16 号 静岡県リハビリテーション専門

職団体協議会（菊池）  

1）リハ専協議会 訪問リハビリ委員会（近藤） 

・静岡県リハビリテーション専門職団体 

協議会  

・平成 29 年度 訪問リハビリ委員会  

第 1 回企画会議 

・訪問リハビリ地域リーダー会議、 

リハフォーラムの報告 

報告第 17 号 平成 28 年度監査報告（和泉）  

1）平成 28 年度一般社団法人静岡県理学  

療法士会会計監査報告 

・4 月 18 日：静岡県理学療法士会事務所、 

出席者：内田・井上監事、和泉、山内、 

堀池、西野総合会計、片山、板倉  

（兼書記） 

内 容：平成 28 年度静岡県理学療法士  

会事業報告 

平成 28 年度静岡県理学療法士  

会会計報告 

  →事業の内容については、理事会の中で  

監事よりご意見を頂きたい（紅野） 

 

（２）審議事項  

審議第1号 公益社団法人設立記念式典の  

開催について（和泉）  

１ ) 公益社団法人認可を受け、行政機関・議

員・関係諸団体・協会関係者をお招きし

公益社団法人設立記念式典ならびに祝賀

会を開催したい。  

  ・日時：平成 29 年 10 月～11 月の平日 

・場所：静岡市内（センチュリー・  

アソシア・葵タワー他）  

・招待：県健康福祉部関係、静岡市、国会

議員（小川先生、県内選出議員）、リハ

支援議連議員（山田会長・落合議員・鈴

木議員他）、県医師会、看護協会、歯科

医師会、薬剤師会、OT 協会・ST 協会・

ケアマネ協会、協会関係（半田協会長も

しくは副会長）、東海北陸ブロック協議

会（6 県会長） 等 

・招待客以外は、役員・会員も有料 

・実行委員会の設置 

※詳細は 7 月 15 日の拡大理事会に提示  

・実行委員会については菊池理事にお願い 

したい（和泉） 

→承認 公益社団法人設立記念式典の開催

について承認する。   

審議第2号 平成29年度予算書の修正について

（山内）  

1）協会からの援助金の使途指定が「公益事

業運営に関する費用」となっているため援

助金の内 40 万円をその他の事業としてい

ましたが、会費から 40 万円を配分するよ

う 29 年度予算書を修正したので審議をお

願いしたい。  

→承認 平成 29 年度予算書の修正について

承認する。   

審議第3号 県学会参加費見直しについて  

（磯野）  

1）  県学会参加費見直しについて以下の点に

ついて審議をお願いしたい。  

①  県学会参加費会員外理学療法士の参

加費（10,000 円）を他職種（4,000

円）と同一料  

金とする。  

②  参加費は会員（4,000 円）、会員外

（4,000 円）、学生（500 円）の 3 種

とする。  

③  市民公開講座の参加は無料とする。  

→承認 県学会参加費見直しについて承認

する。   

審議第4号 平成29年度学術誌印刷業者選定に

ついて（磯野）  

1）  合い見積もりから、金額面・業務の進行

し易さを考慮し、平成 29 年度学術誌印刷

業者を松本印刷株式会社としたい。  
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・見積価格：①アド・アール株式会社：

535,680円（税込、郵送代別途）  

②松本印刷株式会社：397,386 

円（税込、静岡市内への  

郵送代含む） 

→承認 平成 29 年度学術誌印刷業者選定（松

本印刷株式会社）について承認する。  

審議第5号 専門部会役員承認について（森下） 

1）  平成 29 年度専門部会役員について審議

をお願いしたい。  

(ア) 運動器系専門部会： 

・部会長 ：小林  敦郎  

（順天堂大学医学部附属静岡病院）  

・副部会長：岡部  敏幸  

（中東遠総合医療センター）、  

川角  謙一（静岡厚生病院）  

・事務局長：佐藤  陽介  

（中伊豆温泉病院） 

・財務：梅坂  恭平  

（静岡徳洲会病院）、 

庶務：松本  武士  

（浜松市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院）  

(イ) 生活環境支援系専門部会：  

・部会長 ：青田 安史（常葉大学） 

・副部会長：風間 章好  

（富士リハビリステーション）、  

内田 全城（常葉大学）  

・事務局長：矢野 透  

（ヒルズかどいけ） 

(ウ) 内部障害系専門部会： 

・部会長 ：加藤 倫卓（常葉大学） 

・副部会長：増田 芳之  

（静岡県立静岡がんｾﾝﾀｰ）、  

庄司 陽介（富士宮市立病院）  

・事務局長：幸坂 真宏  

（富士宮市立病院） 

(エ) 神経系専門部会： 

・部会長 ：内田 成男  

（富士リハビリテーション専門学校） 

・副部会長：和泉 謙二  

（共立蒲原総合病院）、 

板倉 宏晃（静岡医療福祉ｾﾝﾀｰ）  

・事務局長：森下 一幸  

（浜松市リハビリテーション病院） 

(オ) 研究開発系専門部会： 

・部会長 ：金原 一宏  

（聖隷クリストファー大学）  

・副部会長：山崎 達彦  

（中伊豆温泉病院）、 

俵 祐一  

（聖隷クリストファー大学）  

・事務局長：田中 真希  

（聖隷クリストファー大学）  

(カ) 教育管理系専門部会： 

 ・部会長 ：高木 亮輔  

（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院）  

・副部会長：原 真子 

（静岡医療科学専門大学校）、  

菅野 武志（浜名病院）  

・事務局長：松下 太一  

（北斗わかば病院） 

→承認 平成 29 年度専門部会役員について

承認する。  

審議第6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）  

1）  平成 29 年度予算案修正について、以下の

点について審議をお願いしたい。  

①PC 機器関連：前日準備に係る人件費  

として 15,000 円 

  ②前日準備費：弁当代として 500 円×28 名  

＝14,000 円  

→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 7 号 第 22 回静岡県理学療法士学会準

備状況および平成 29 年度補正予

算申請について（森下）  

1)趣意書、企画書、予算案についてご審議を

お願いしたい。  

1）  趣意書  ：「みる力」または「診る

力」または「評価する力」  

2）  主題講演 ：『理学療法士に求められ

るプロの観察力と思考力』  

3）  専門部会セミナー： 

スポーツ理学療法におけるプロのみ

かた⇒運動器 

内部障害理学療法におけるプロの 

みかた⇒内部障害 

みる力を養うための教育方法⇒  

教育管理  

4）  開催日 平成 30 年 6 月 24 日（日） 

8:30～17:30 

5）  会 場 アクトシティ浜松  

コングレスセンター（JR 浜松駅より

徒歩 7 分） 

6）  規 模  



8 

・参加者数：660 名（予想会員数 3,000 

名の 22％） 

・演題数：105 演題 

・運営委員：100 名程度  

・予算総合計：4,592,713 円   

（別紙予算案参照） 

・内 容（予定） 

・一般演題発表 

（口述 30 演題，ポスター18 演題） 

・フレッシュマンズ・セッション 

（ポスター54 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、  

教育管理系） 

・シンポジウム、市民公開講座、 

書籍販売  

7）  参加費 会員 4,000 円、非会員 10,000

円、学生 500 円 

→承認 第 22 回静岡県理学療法士学会趣意

書（テーマを「みる力」）、企画書につい

て承認する。平成 29 年度補正予算申請に

ついては、審議第 8 号学会 HP 業者選定が

未決定のため継続審議とする。  

審議第 8 号 第 22 回静岡県理学療法士学会学

会誌印刷業者および学会 HP につ

いて（森下）  

1）  学会誌印刷業者について松本印刷が  

531,468 円と安価であり、支店も近隣に  

あることから作成時の利便性が高く  

追加料金もないことから松本印刷との  

契約を承認いただきたい。  

→承認 学会誌印刷業者について松本印刷

とする。  

2）学会 HP については、SBS プロモーショ

ンが 540,000 円と高価であるが、次年度以

降は 100,000 円と継続契約の特典があるこ

とや HP の完成度・登録用のメールアドレ

スの無料貸与を考慮し、SBS プロモーショ

ンとの複数年契約を承認いただきたい。  

→学会 HP については、学会 HP 公開時期を

考慮し、次回の拡大理事会にて学術局より

提案することとし、継続審議とする。  

審議第 9 号 「中級しょうがい者スポーツ指導

員養成講習会」の共催および運営

協力について（岡部）  

1）  静岡県障害者スポーツ協会より、中級障

がい者スポーツ指導員養成講習会の共催

および運営協力の依頼があり審議をお願

いしたい。  

→承認 「中級しょうがい者スポーツ指導員

養成講習会」の共催および運営協力

について承認する。  

審議第 10 号 産前後の女性のための市民向け

教室開催チラシ配布許可につ

いて（小原）  

1) 産前後の女性のための市民向け教室開

催チラシ配布することについて審議を

お願いしたい。  

→承認 産前後の女性のための市民向け教

室開催チラシ配布許可について承

認する。  

審議第 11 号 公益社団法人静岡県理学療法士

会分掌規程（業務分掌）の改訂

案について（沖住）  

1）公益社団法人静岡県理学療法士会分掌

規程（業務分掌）の改訂案について審議

をお願いしたい。 

→分掌規程については、内容確認など考慮し

継続審議とする。 

審議第 12 号 県に対する第 20 回公開講座広報

の依頼文書について（山下）  

1）県に対する第 20 回公開講座広報の依頼

文書（文書の代表者名、公文書としての

扱い、文面）について審議をお願いした

い。 

→承認 県に対する第 20 回公開講座広報の

依頼文書について承認する。上記内容を含

め、修正した内容については、事務局にて

確認後に文書を発送する。  

審議第 13 号  その他  

1）  総会委任状について（和泉）  

・現状で 200 部程不足しており、各病院

提出をお願いしたい。 

2）  次回予定；平成 29 年 6 月 25 日（日）第

3 回臨時理事会 第 21 回静岡県理学療法

士学会  

 

 

 

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。 
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お知らせ① 

 

 



10 

お知らせ② 

災害対策ニュース No.27 

一般社団法人 静岡県理学療法士会 

災害対策委員長 田森好弘 

「第６回 静岡災害リハビリテーション研修会」のお知らせ                      

H29 年 9 月に第 6 回 静岡災害リハビリテーション研修会を開催いたします。今回は昨年

の熊本地震の時に被災地で活躍された小倉リハビリテーション病院の赤津嘉樹先生を特

別講師としてお招きし、熊本地震での災害医療について講演いただきます。実際に災害が

起きた時にどのように活動されたのかを知る良い機会と思いますので、是非ご参加くださ

い。また、午後にはシンポジウムとしてリハ職が平時に何をやっておくべきなのかを各士

会代表者とリハ医の先生にお願いしております。まだ災害現場には行ったことが無いけど、

来るべき南海トラフ地震に対して何を備えておけば良いのかを学ぶことが出来ると思い

ます。 

 

日 時：平成 29 年 9 月 3 日（日）9 時 30 分～ 受付 

会 場：福祉交流センター（浜松市）    参加費：無料 

特別講演   「熊本地震での災害医療（仮）」  

          赤津嘉樹先生（小倉リハビリテーション病院 医長） 

シンポジウム 「平時から何をしておくべきか」 

 

 

「第 8 回 JIMTEF 災害医療研修 ベーシックコース」を受講して                     

医療法人 新光会 伊豆平和病院  

理学療法士  高木 淳  

１．JIMTEF 災害医療研修ベーシックコースとは  

 公益法人 国際医療技術財団（JIMTEF）による、加盟 21 団体からなる医療関連職種団体協議会

構成団体から広く参加者を集め、災害医療における知識と技術を有する医療関係者の育成を図るこ

とを目的に行われている研修です。さらに受講者はアドバンスコースも設定され、より高度な災害

医療を学ぶことも可能となっています。  

 

２．講義内容 

 平成 29 年 6 月 3 日、4 日の両日ともに JICA 関西を会場に、DMAT や各団体の災害派遣チーム

として実際の災害派遣を経験した方々から、各種講義を受けました。  

 災害医療概論として災害の定義や種別、救急医療と災害医療の違いなど普段は考える機会のない

内容を学び、災害医療の真髄は「いかに効率よく傷病者を救うことを考えるか」であると感じまし

た。限られた資源・人材で全ての人は救えない現実と、その決断をする勇気を持つことができるの

か、その苦悩を垣間見ることができました。  
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実際の災害派遣を経験した方々の講義は、災

害現場の困難を直接感じられるものでした。し

かし、支援を行う事で被災地が再び立ち上がる

姿を間近で見られるその場に行きたくなる話で

もありました。講義として行った「避難所運営

ゲーム（HUG）」で混乱する頭に、「これが現実

となっても大丈夫か？」と自問自答する場面も

ありましたが。 

 

自分自身が理学療法士であり、以前より防災士として活動している中で、災害医療の現場に立っ

た時に、何ができるのかという疑問を持ち続けています。  

非観血的な手技しかもたない理学療法士では災害発生直後の現場でできることはほぼありません。

おそらくは忚急処置などを行う事が精一杯となるでしょう。だからこそ、発災直後ではなく亜急性

期といわれる３日目からを目途に、「被災者の安心安全のためにできることは何か」と我々は日頃か

ら考え備えておく必要を感じました。  

 

 災害医療で会員の皆さまの活躍を願うものとして、ぜ

ひとも覚えておいて欲しいことがあります。忘れがちで

すが、一番大切なのは「自分が無事である事」です。  

 どんなに良い技術や知識も、それを用いる自分の無事

が無くては意味を成しません。  

そのために災害医療は「自分の身を守る」が全てに優先

することを忘れてもらいたくありません。 

 現在、JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）による災害リハビリテーシ

ョン支援チームの結成が行われています。各関連団体の協力のもとで各地域に支援チームが設定

されており、静岡県でも多くの関連職種の皆さまとチームの結成に向けた取り組みが行われてい

ます。  

居住地が被災すれば現地対策本部として、他の地域が被災すれば支援チームとして活動するこ

とが求められることになります。  

大切なことは、相互協力のもとに災害に立ち向かい、尐しでも被害を減らす「減災」に寄与す

ることです。災害対策に関心のある方はまずは災害対策委員としての参加を検討していただける

とよいと願っています。  

 理学療法士としてリハビリテーション支援チームに   

参加する時、繰り返しますが自分達が被災された方々に

何ができるのか考えておくべきです。支援の方法のヒン

トは、より多くの方に向けた視線を持つこと、その中に

ある個別問題に気付くこと、そして経時的な状況の変化

を読み取る事です。講師からも、それぞれを「鳥の視点」、

「虫の視点」、「魚の視点」という説明がなされました。

「評価」が得意なリハビリテーション専門職として、自

分たちがその瞬間にできることを見つけられるはずです。 

＜終わりに＞ 

今回、JIMTEF 災害医療研修ベーシックコースに参加して、災害に備えることの大切さを再確認

しましたが、災害に個人で対忚することはほぼ不可能です。静岡県士会員の皆さまと共に、いずれ

来る災害に備えるための活動を今後も続けたいと思っています。  

＜謝辞＞  

この度、「JIMTEF 災害医療研修ベーシックコース」を受講する機会を頂いた、日本理学療法士

協会、静岡県理学療法士協会、その他ご支援頂いた皆様に厚くお礼申し上げます。  
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お知らせ③ 
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お知らせ④ 

  

 

 

 

 

平素より静岡県理学療法士会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

静岡県理学療法士学会は第 21 回学会を盛会に終え、これまでの学会を振り返るとともに新たな

一歩を踏み出そうとしています。学会開催には魅力あるプログラムと収支のバランスが求められ

ます。これからの学会も会員のニーズを満たし、より多くの会員にご参加いただける学会作りを

目指して、会員へのアンケート調査を実施します。ご協力をよろしくお願い致します。  

 つきましては、ご多忙の折り誠に恐縮ではございますが、アンケートにご回答いただきたくお

願い申し上げます。  

  記入によって得られた必要最低限の個人情報は目的以外に使用することはなく、また静岡県理

学療法士会以外に使用することはございませんので、ご理解のほどよろしくお願い致します。  

調査内容：静岡県理学療法士学会に関する意識調査  

アンケートの回答方法  以下の 3 つの方法の内いずれかにてご回答ください 

1. ゆまにてに同封されているアンケート用紙にご回答の上、FAX にて県士会の事務所まで送付

してください（静岡県理学療法士会  事務局  宛て FAX 054-275-2977 ）  

2. 以下の URL からご回答ください *スマートフォンからも回答可能です  

https://goo.gl/forms/pVEAZ9Bf3wt7vnU52 

上記 URL からご回答ができない場合は、下記の URL からのご回答をお願いします  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOsVn22iDu8XisCF58hBlxSaTfC1Eh83xn3G

db7tutXNGHXA/viewform?usp=sf_link 

3. 右の QR コードを読み取り、ご回答ください  

*スマートフォンからも回答可能です  

アンケート所要時間：5 分程度 

4. 回答〆切：2017.8.26 

 

ご協力をよろしくお願いします 

 

公益社団法人  静岡県理学療法士会  

会  長  和泉 謙二  

社会局長  三田 久載  

学術局長  小山内 隆  

本アンケートに対する御意見・御質問は下記までお願いいたします  

調査部  spta.tyousabu@gmail.com  

 

 

静岡県理学療法士学会 に対する 

アンケートご協力のお願い 
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静岡県理学療法士学会に関するアンケート  

回答用紙の該当する項目・枞内に〇をつけてください。  

1. あなたは理学療法士何年目ですか？       

2. 勤務施設（病院）の所在地区を下記からお選びください        

3. 第 19 回、第 20 回、第 21 回の県学会の内、何回参加されましたか？  

4. 県学会に参加されない方へ質問です。県学会に参加しない理由を教えてください。 ＊複数回答

可  

5. あなたはこれまでに県学会で演題発表されたことがありますか？    

6. 県学会ではより良い発表になるよう、演題採択通知時に査読コメントを付しています。これにつ

いてどうお考えですか？  

7. あなたが参加したいと思う学会プログラムはどのような内容ですか？ ＊複数回答可 

8. 県学会ではフレッシュマンズセッションを設けています。フレッシュマンズセッションは今後も

継続した方が良いと思いますか？ ＊フレッシュマンズセッションとは臨床経験や研究経験が浅

い会員を対象とし，査読段階から発表まで一貫したサポートをすることを目的としたセッション

です。  

9. 県学会の日程で適切と考えるのは何日ですか？   

10. 学会参加費に関してどのように考えますか？（現在の参加費は 4,000 円）  

11. 今後の県学会のあり方についてどう考えますか？  

12. 経費削減のため学会の抄録集を Web ダウンロードのみとし、紙の抄録集の廃止を検討しておりま

す。紙の抄録集の廃止についての意見をお聞かせください。  

13. あなたは県学会に何を求めますか？ ＊複数回答可  

14. 他学会と比較し、静岡県理学療法士学会の特徴は何だと思いますか？  

15. 県学会後の懇親会の有無についてどう考えますか？  

16. 学会に関するご意見を自由にお聞かせください  

 

FAX 送信先 

静岡県理学療法士会事務所  

Fax：054-275-2977 
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回答用紙  

1. （    ）年目 

2. ① 西部  ② 中部  ③ 東部 

3. ① 0 回   ② 1 回  ③ 2 回  ④ 3 回  

4. ① 勤務の都合 ② 値段 ③ 聞きたい内容がない ④ 遠い  ⑤行く理由がない   

⑥ 友達が行かないから  ⑦ その他（              ）  

5. ① ある  ② ない  

6. ① 査読コメントはあった方が良い ② 査読コメントはない方が良い ③ どちらでもよい 

④ その他(             ) 

7. ① 演題（発表・聴講）  ② 専門部会セミナー  ③ 講演・シンポジウム（県内 PT 講師）  

④  特 別 講 演 （ 外 部 講 師 ）  ⑤  テ ク ニ カ ル セ ミ ナ ー  ⑥  他 職 種 シ ン ポ ジ ウ ム          

⑦ その他（            ） 

8. ① 継続した方がよい ② 必要ない ③ どちらでもよい ④ その他(         ) 

9. ① 半日 ② 1 日 ③ 1.5 日 ④ 2 日 ⑤ その他(             ) 

10. ① 必要に忚じ値上げしても良い ② 4,000 円が妥当である  

③ もっと値下げしたほうが良い 

11. ① 低コストで演題発表中心 ② コストをかけても講演などの演題以外のプログラムも欲しい  

③ その他（                      ） 

12. ① 紙の抄録集を廃止し、Web ダウンロードのみでよい ② 紙の抄録集は必要  

③ どちらでもよい  ④ その他(                         ) 

13. ① 演題発表および意見交換（聴講者含む）   ② 新しい知見の習得   ③ 技術の習得   

④ 交流 ⑤ 準備・運営の経験 ⑥ 査読・座長の経験 ⑦ その他（          ） 

14. 自由記載  

 

 

15. ① 懇親会は必要 ② 懇親会は不要 ③ どちらでもよい 

④ その他（            ） 

16. 自由記載  

 

 

FAX：静岡県理学療法士会 事務所宛て０５４－２７５－２９７７  

ご協力ありがとうございました。 
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お知らせ⑤ 

―平成 29 年度― 

静岡呼吸リハビリテーション研修会  

 

日時 :平成 29 年 12 月 16 日（土） 9 時 50 分（受付開始 9 時 20 分）～18 時 30 分 

              12 月 17 日（日） 9 時 00 分～16 時 00 分 

会場 :常葉大学  静岡キャンパス（水落校舎本館・1 号館）  〒420-0831 静岡市葵区水落町１-30  

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/campus/shizuoka-mizuochi/index.html   

 

内容 :「呼吸リハビリテーションの基礎知識と技術の習得」をテーマとし，成人・小児領域の各分野における呼吸

不全の診断・管理，理学療法の理論と実際を講義と実技にて学びます．なお本研修会は3学会合同呼

吸療法認定士委員会が審査して適当と認めた講習会です．取得できる点数は50点です． 

 

 

      本研修会は宿泊形式をとりません．宿泊が必要な方は各自ご用意ください．  

     本研修会会場には駐車場がございません.公共交通機関をご利用ください． 

     二日間の昼食は各自ご用意ください . 

 

 

講師 : 笠松 紀雄，安藤  守秀，田平  一行，俵  祐一，稲員 惠美 

   他静岡呼吸リハビリテーション研修会実行委員  

定員 :80 名（先着順） 

申込期日：平成 29 年 9 月 2 日（土曜日）午前 6：00 より受付開始，定員になり次第受付終了． 

     ＊午前 6:00 より前の申し込みは受付できませんのでご注意ください . 

 

申込方法 :申し込みメールアドレス kokyuu@shizuoka-pt.com に，下記の必要事項を記入の上お申し込     

     み下さい（仮申し込み）． 

 

以下の注意事項をよくお読みのうえ，ご応募ください . 

注意：受講決定のお知らせは申し込みと同時には送信されません。先着順にて受講者を決定し、後日メールに

てご連絡致します。 

 

【申し込みにあたっての注意事項】 

1. 必ず，受講希望者ご本人がお申し込みください．代理の申し込みはお受けいたしません． 

2. 申し込みの際にはメールアドレスが必要です．（携帯のメールは不可） 

3. 施設の共用アドレスなど，1 つのアドレスを複数人でご使用の場合は，共用アドレスであっても，申し込み者 1

人につき，1 件の申し込みをしてください．1 人の人が複数名の申し込みをされた場合は，申し込みされた方

を含めてすべての申し込みが無効となります． 

4. 講義内容は共通ですが，実習は成人分野と小児分野に分けて実施致します．それぞれの応募定員は成人

60 名，小児 20 名です． 

5. 仮申し込み後，受講要項をメールにて返信します．受講要項に記載された指定口座への受講料振り込み確

認後，受講確定となります . 
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6.以下①から⑪までの項目について，記載漏れのある場合，申し込みは無効となります．記載事項をよくご確

認の上，お申し込みください . 特に実習希望分野の選択については，記載内容⑩をよくご確認のうえお申し

込みください． 

 

件名：「静岡呼吸リハビリ研修会申し込み」と記載してください .（迷惑メールとの区別のため） 

記載内容： 

①氏名 

②フリガナ 

③性別 

④所属病院・施設名 

⑤所属病院・施設の郵便番号，住所，電話番号  

⑥緊急時連絡先 

⑦連絡先メールアドレス（携帯のメールは不可） 

⑧職種 

⑨経験年数（何年目：今年度免許取得者の方は１年目） 

⑩実習の希望分野：成人か小児のどちらか一方を必ずお選びください．各分野において成人 60名，小児 20名

の先着順で受講を決定させていただきます . 申し込み後の分野変更はできません . 

⑪理学療法士の方は，生涯学習ポイントの付与のための手続きがございますので，会員番号（8 桁）を明記し

ていただきますようお願いします．生涯学習ポイントは準備の関係により会員番号の記載漏れ，あるいは間

違いなどがある場合は当日会場での修正はできません．必ず正確に記載ください． 

 

受講料：17，000 円 

 

問い合わせ先：kokyuu@shizuoka-pt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記 

   梅雨が明け，厳しい暑さが続く季節となりましたが会員の皆様は如何お過ごしでしょ

うか．静岡県学会も一段落し，新入職員も仕事に慣れ始めたのではないでしょうか．  

   私たちもゆまにての編集に慣れてきましたが，吉川・佐野は今回の編集後記を持ちま

して担当が終了となります。お付き合いありがとうございました。 

(吉川允俊・佐野晃平) 

 

 

＜求人広告に関するお問い合わせ＞  

求人広告は，以下まで 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 高木 亮輔（たかぎ りょうすけ） 

FAX ０５５８－８３－１０２１  

E-mail    r-takagi@shizuoka-pt.com 
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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 

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 
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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・作業療法士募集 

医療法人麗峰会 伊豆韮山温泉病院 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 各 2 名(資格取得後 3 年以内) 

【施設概要】 医療療養型 100 床  デイケア 45 名         

【待 遇】 初任給 22 万円～(キャリア考慮), 

                                           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, 

車通勤可 

【休 日】 週休 2 日制,年次有給,特別休暇 

【勤務時間】 9：00～17：30 

【交 通】 駿豆線伊豆長岡駅下車 徒歩約 10 分 

【応募方法】 電話連絡の上、履歴書をご郵送下さい． 

【連 絡 先】 〒410-2195  静岡県伊豆の国市中條 234 

医療法人麗峰会  伊豆韮山温泉病院 

Tel 055-949-1466 Fax 055-949-4881 

担当 総務部  

E－mail  i-reiho@izu-nirayama.hp.or.jp 

ＨＰ    http//www.izu-nirayama-hp.or.jp 

病院とデイケアの両方で理学・作業療法士が活

躍しています。病院業務の拡充とデイケア利用

者数増加の為、今回募集をいたします。地域に

根付く医療・介護サービスをめざし、一緒にが

んばりましょう。 

理学療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名（新卒歓迎）パート可 

【施設概要】 無床，運動器リハビリテーション 

【待 遇】 経験実績による（月給 21.5万～32.5万，

交通費，資格・皆勤・住宅・業務・繁忙手

当，他諸手当），パートの方は応相談 

制服貸与，各種保険完備，退職金制度福

利厚生施設，賞与年２回，昇給年１回 

【休 日】 日曜祝日，その他指定日，年次有給 

【勤務時間】 月火木金 8：45～13：00，15：00～18：45 

水 土 8：45～12：45 

【交 通】 伊豆急川奈駅より徒歩 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】 〒414-0045 伊東市玖須美元和田 

716-923 

Tel 0557-44-5252 Fax 0557-44-5700 

ＨＰ www.nakata-orthop.jp 

（伊東市 なかた で検索） 

『新規立ち上げメンバー』：運動療法強化 当院

でのリハビリは物理療法中心の治療を行って来

ましたが，これからは機能 回復・改善・維持を

中心とした運動療法を強化し，当院の柱にした

いと考えて おります。   

医療法人社団順志会 

なかた整形外科ＣＬＩＮＩＣ 
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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 

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 

医療法人社団薫風会 かわぐち整形外科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤若干名 

【施設概要】 整形外科，リハビリテーション科 

【待 遇】 基本給 23 万～30 万円，賞与年 2 回 

（前年実績 3 か月），研修費補助，通勤 

手当(車通勤可)，各種保険完備 

【休 日】 週休 2 日（木・日・祝），年末年始，お盆 

年次有休，年間休日数１２５日 

【勤務時間】 8：45～19：00（平日，休憩１０５分） 

8：45～13：00（土曜） 

【交 通】 ＪＲ富士駅より徒歩１３分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 〒416-0921 富士市水戸島 120-3 

Tel 0545-63-1110 担当 後藤・森 

ＨＰ www.kwgc-seikei.com 

今年開院 10 周年を迎え，現在ＰＴ4 名在籍中で

す。小規模診療所ではありますが症例多数につ

きＰＴ増員致します。整形分野に関心がありス

キルアップを目指す方，また新人の方や外来リ

ハ未経験の方でも丁寧に指導・教育致しますの

でぜひご忚募下さい。男女問わず忚募，見学を

お待ちしています。 
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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 
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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，お気軽にご忚募ください。 

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 

医療法人社団正心会 岡本石井病院 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 5 名程度 

【施設概要】 197床（一般 31床・包括ケア病床 46床・ 

療養病床 120 床） 

【待 遇】 基本給 20 万円～,調整手当 3 万円～ 

（経験により優遇します），通勤手当あり 

賞与年 2 回，昇給年 1 回，保険完備 

退職金制度あり 

【休 日】 週休２日，有給，リフレッシュ休暇（2 日） 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 JR 東海道線焼津駅よりバス 10 分 

【応募方法】 電話、メール又は履歴書を郵送 

【連 絡 先】 〒425-0031 焼津市小川新町 5-2-3 

医療法人社団正心会 岡本石井病院 

Tel 054-627-5585 Fax 054-627-5586 

Email akiya.hara@seishinkai-med.or.jp 

担当 事務部 原 

ＨＰ http://seishinkai-med.or.jp/ 

回復期リハビリ病棟オープン予定（2017 年末～2018

年初）に伴い、リハビリスタッフを募集します！ 

当リハビリテーション技術科は一般床・地域包括ケア

病棟・療養病棟・外来・通所リハビリ・総合事業と幅

広く経験できます。 
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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！ 
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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。 
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理学療法士募集 

社会福祉法人 三宝会 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤２名 

【施設概要】 特別養護老人ホーム（９０名定員） 

通所介護（５０名定員） 

【待 遇】 基本給 190,900 円～297,160 円 

(年齢・経験による)，資格手当 10,000 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 

【勤務時間】 8：00～17：00 

8：30～17：30(基本) 

9：00～18：00 

【交 通】 自動車通勤可(無料駐車場あり) 

【応募方法】 HP の応募フォームをご利用いただくか 

直接お電話ください 

【連 絡 先】 〒437-1102 袋井市朝菜 1577-1 

特別養護老人ホーム 紫雲の園 

Tel：0538-23-4710 担当：施設長 岡田 

HP： http://www.sanpo-kai.jp/ 

法人設立より 38 年間，地域で唯一の社会福祉

法人として様々なニーズにお忚えしてまいりま

した。特養及びデイサービスにおいてリハビリ

を担当してくださる職員を募集しています。ま

ずは HP もご覧いただき，興味を持たれました

らお気軽にお問合せ下さい。 

理学療法士募集 

よしむら整形外科 
 

 

 

 

 

 

 

 

【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 23 万～35 万円,通勤手当あり 

 ,賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

【休 日】 週休 2 日制，年次有給，夏季休暇， 

【勤務時間】 月火木金 8：30～18：30（休憩 2 時間） 

         水土 8：30～12：30 

【交 通】 ＪＲ袋井駅より徒歩 5 分 

【応募方法】 お電話のうえ履歴書を郵送して下さい 

【勤 務 先】 袋井市高尾 1769-1 

【連 絡 先】 〒434-0037 浜松市浜北区沼 150-1 

浜北中央ビル 204 

社会保険労務士・みらいく事務所 

Tel 053-586-7902 Fax 053-545-7213 

HP：http://yoshimura-seikei.jp/ 

平成 29 年 4 月に開院しました。地域のみなさ

まに信頼される安心の医療をモットーにしてい

ます。開院直後からリハに対するニーズは大き

く、地域の皆様のために、リハビリ業務の更な

る充実を目指しています。ベテランＰＴが揃い

教育体制はできていますので、経験の浅い方、

ブランクのある方も安心してご忚募下さい。 

理学療法士募集 

株式会社 ファンコーポレーション 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤３名 

【施設概要】 訪問看護ステーション（2 か所） 

通所介護（6 か所） 

【待 遇】 想定年収 400 万円～600 万円 

 （働くスタイルにより変わります） 

面接・見学時の交通費，入職時の転居 

費用などは弊社にて負担いたします 

【休 日】 ホームページでご確認ください 

【勤務時間】 同上 

【応募方法】 電話・メールにてご連絡のうえ，履歴書 

持参にて面接を致します 

【連 絡 先】 〒252-0202 神奈川県相模原市中央区 

淵野辺本町 3-28-1 

Tel 042-758-8381 Fax 042-758-8564 

担当 総務課 緑川・夏目 

E－mail  info@fan-net.co.jp 

ＨＰ    http://www.fan-net.co.jp 

神奈川県相模原市を中心に訪問看護ステーショ

ン・通所介護（6 ヶ所）を展開しております。

弊社は設立 26 年目を迎える地域リハビリテー

ションの基幹となる立場で地域貢献していま

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。 
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求人広告に関するお問い合わせ 
 

Ｅ メ ー ル または Ｆ Ａ Ｘ に て 

お 問 い 合 わ せ く だ さ い 

 

 

静岡県理学療法士会広報局 

高木亮輔（たかぎ りょうすけ） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５５８－８３－１０２１ 

E-mail r-takagi@shizuoka-pt.com 

 

 

JA 静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ中伊豆温泉病院 

 


