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＊＊＊とびら＊＊＊ 

 

「公益と予防局活動について」 

 

公益社団法人 静岡県理学療法士会  

予防局長 小林 敦郎 

 

今年度より理事および予防局長を拝命いたしました小林敦郎です。よろしくお願いいたします。さて、ご存

知の通り当法人は平成 29 年度に公益社団法人の認可を受け、これまで以上に職能団体として県民の皆様に、

より一層の公益事業を展開していくことが求められます。改めてですが、公益とは何でしょうか？読んで字の

如くかもしれませんが、Wikipedia によれば「公益とは社会一般のためになる、公共の利益。」とされています。 

予防局はその事業の大部分が公益事業であり、まさに当法人の重要なポストであることは間違いありません。

その予防局は現在、「メディカルサポート部」、「健康増進部」、「介護予防部」の 3 部より構成されております。

メディカルサポート部はこれまでに全国的にも先駆的な活動をしてきており、高校野球大会や障害者スポーツ

大会を中心にスポーツに関わるサポートを行っております。健康増進部では産後理学療法を中心に、健康増進

教室の企画、開催、イベントの支援など、介護予防部では、介護予防教室の開催や各市町における介護予防キ

ャラバンの企画、実施を行っています。 

理学療法の予防への介入は近年大きく変化しており、障害を持った人への再発予防から、健康な人までの介

入が期待されております。その対象となる範囲は広く、障害者、高齢者への介入に限らず、スポーツ、地域保

健、学校保健、産業保健にまで及んでいます。予防局ではこれまでの活動をさらに充実させつつ、行政の動向

も踏まえながら今後の展開を検討、拡大させて行きたいと考えております。 

そのためには会員のご協力が必要であります。我々の事業はあらためて「社会一般のためになる事業」とし

て認められました。会員一人一人のほんの尐しの努力が、県民の皆様の健康や福祉の向上に繋がると思います。

皆様のご協力よろしくお願い致します。 
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お知らせ① 

 

平成２９年９月吉日 

会員各位 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 

会長 和泉 謙二 

 

公益社団法人 静岡県理学療法士会設立記念式典及び祝賀会ご案内 

 

謹啓  

初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より本会の活動にご理解、御協力を賜り

厚く御礼申し上げます。 

さて、本会は平成 29年 4月 1 日をもちまして公益社団法人へ移行登記し、この度記念式典及び祝賀会を開

催するはこびとなりました。 

つきましては、下記日程にて「記念式典及び祝賀会」を開催いたしますので会員の皆様の御参加を心より

お待ち申し上げます。 

謹白 

記 

 

【日時】 平成 29年 11月３日（金） 受付 18:00 

記念式典 18：30～19：00 

祝賀会  19；00～21：00 

【会場】 ホテルセンチュリー静岡 5階 センチュリールーム 

         静岡市駿河区南町 18-1 (JR静岡駅南口より徒歩 1分)  

電話 054-284-0111（代） 

        【定員】 160名 

        【会費】 7,000円 （当日会場受付にて支払） 

 

【参加申し込み方法】 

別添の申し込み用紙に必要事項を記入の上、県士会事務所までにてお申し込みください。 

申込送信先 FAX番号 054-275-2977 

締め切り 平成 29年 10月 17日（火） 

締め切り後のキャンセルにつきましては誠に申し訳有ませんが会場の都合によりキャンセル料(会費)を頂きま

すのでご了承ください。 

以上 

【連絡先】公益社団法人 静岡県理学療法士会事務局 

電話：054-275-2985 FAX：054-275-2977 

Email：office@shizuoka-pt.com 

mailto:office@shizuoka-pt.com
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申込日  平成  年   月   日 

 

  公益社団法人静岡県理学療法士会 

設立記念式典・祝賀会申込書 

（平成 29 年 11 月 3 日開催） 

 

◆所属施設名           

              

◆部署名           

              

TEL 
  

FAX       

◆申込者           

1 
会員番号  

  フリガナ     

 

  氏名     

Ｅメールアドレス           

2 
会員番号  

  フリガナ     

 

  氏名     

Ｅメールアドレス           

3 
会員番号  

  フリガナ     

 

  氏名     

Ｅメールアドレス           

4 
会員番号  

  フリガナ     

 

  氏名     

Ｅメールアドレス           

5 
会員番号  

  フリガナ     

 

  氏名     

Ｅメールアドレス           

 

FAX 送信先   FAX：054-275-2977 (県士会事務所) 
 

申し込み期限   平成 29 年 10 月 17 日（火曜日） 
 

【問い合わせ先】 

公益社団法人 静岡県理学療法士会事務局 

〒420-0853  

静岡市葵区追手町 10 番 203 号 新中町ビル 2 階 

TEL：054-275-2985 

FAX：054-275-2977 

担当者 菊池 片山 
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お知らせ② 

                         

 

 

 

最優秀演題・優秀演題 決定！ 
 

 第 21回県学会優秀演題選考会議において、最優秀演題１題、優秀演題４題を選出いたしました。 

理事会にて承認されましたので、ここにご報告いたします。 受賞者の皆様、誠におめでとうございます。 

今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

☆☆ 最優秀演題 ☆☆ 

セッション 氏 名 所 属 演 題 

一般口述 

 

田中 幸平 

 

医療法人社団清明会 

 静岡リハビリテーション病院 

多職種による下肢装具療法地域連携

に関する現状把握 

 

☆ 優秀演題 ☆ 

セッション 氏 名 所 属 演 題 

フレッシュマンズ 松井  渚 浜松市リハビリテーション病院 ファーラー位における踵部圧変化と 

ポジショニングの検討 

フレッシュマンズ 鈴木 友美 こぼり整形外科クリニック 人工膝関節全置換術後早期における 

10m 最大歩行速度に影響する因子の検討 

一般口述 

 

百々 久順 

 

レッツ機能訓練センター掛川 円背の有無が立位時の骨盤傾斜角、

片脚挙上高に与える影響 

一般口述 

 

高木 亮輔 JA 静岡厚生連 

リハビリテーション中伊豆温泉病院 

新人の社会人基礎力をメンターが把握

することの有用性 

（順不同） 

最後に・・・演題発表をしていただいた皆様、スタッフとして学会を支えていただいた皆様、 

様々な形でご協力いただいたすべての皆様に、準備役員一同、心より感謝申し上げます。 

 

 

第２１回 静岡県理学療法士学会 お知らせ（最終版） 

 

会期：平成 29年 6月 25日（日）  会場：グランシップ 

学会長：篠原 宏幸   準備委員長：瀧 和人 
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　第22回静岡県理学療法士学会では、若手理学療法士の新たな時代に対応できる力を育み、そのために

必要な『みる力』を中堅・ベテラン理学療法士が伝える学会にしたいと考えています。また、静岡県の皆

さまの健康増進やスポーツ障害予防に必要な『みる力』を高める市民公開講座も企画しています。2018

年6月24日（日）、「アクトシティ浜松コングレスセンター」にて皆さまのご参加をお待ちしておりま

す。

第22回静岡県理学療法士学会

 矢倉  千昭
  　 聖隷クリストファー大学

矢倉 千昭 森下 一幸

　

　この度、第 22 回静岡県理学療法士学会の学会長を拝命いたしました聖隷

クリストファー大学の矢倉千昭と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

　現在、高齢者が生きがいや役割をもって住み慣れた地域で生活ができるこ

とを実現するため、地域包括ケアシステムの構築が進められています。本学

会が開催される2018年は、診療・介護報酬の同時改定とともに医療・介護制

度改革が行われ、病床の機能分化と連携、在宅医療、介護連携などの地域支

援事業が推進されていきます。高度急性期から生活期まで、理学療法士の役

割はますます多様化し、高度な専門知識と技術がさらに求められます。

　理学療法士には、専門領域で高度な理学療法を提供できるスペシャリスト

だけでなく、地域で多様な疾患と障害を有する対象者に生じた異常を早期に

発見し、迅速かつ的確に対応できる、また多職種と連携・協働して理学療法

を提供できるジェネラリストとしての側面がますます求められます。本学会

では、このような時代の理学療法士に必要な『みる力』をテーマとし、キー

ワードを観察力と思考力としました。

準備委員長：学　会　長：

        学会長挨拶

学会長

第22回静岡県理学療法士学会

お知らせ ( 第 2 報)

 お知らせ③ 
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●

●

以下の４つの基準のうち2つ以上を満たす方は、査読者登録が可能となります。

● 経験年数5年目以上で新人教育プログラムを終了している

● 県学会レベル以上の学会で5回以上発表している

● 査読制度のある冊子に1編以上掲載された経験がある（抄録除く）

● 認定・専門理学療法士の資格を有している

公募・登録期間：

平成29 年10 月１日（日）13 時～10 月31 日（火）13 時

平成29 年10 月１日（日）13 時～10 月31 日（火）13 時

公募・登録期間：

発表形式の概要：

フレッシュマンズセッション(ポスター)

一般セッション(口述・ポスター)

　第22回静岡県理学療法士学会（以下、県学会）では、県学会ホームページを開設しました。学会情報

の更新は随時行っていきます。また、静岡県理学療法士会のホームページからもリンクしていますのでご

確認ください。

学会ホームページ開設のお知らせ

演題公募・登録のお知らせ

　県学会では、一般セッションとフレッシュマンズセッションで発表いただける演題を公募します。公

募・登録期間と発表形式の概要を下記に示します。

査読者登録の基準：

　学会発表が未経験で、理学療法経験の若い会員を対象としています。本学会のフレッシュマンズ

セッションはポスターのみとして、発表形式のないフリーディズカッションとすることで、座長の

ディズカッションの時間を多く確保しました。演者は必要に応じてフォロワーと共に質疑応答を行

うことが出来ます。

査読者公募・登録のお知らせ

　県学会では、一般セッション・フレッシュマンズセッション発表予定の演題を査読いただける方を公募

します。公募・登録機関と査読者の基準を下記に示します。多くの方にご登録いただけると幸いです。

⇒『発表形式』『フォロワー制度』の詳細は、学会ホームページにてご確認ください。

第22回 静岡県理学療法士学会

【 開催日 】平成30年6月24日 (日曜日)

【 時 間 】09：00 ～ 17：00

【 会 場 】アクトシティ浜松 コングレスセンター

〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町111-1 Tel:053-451-1111
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お知らせ④ 

 

平成 29 年度 

「中級障がい者スポーツ指導員養成講習会」開催のご案内 

 

予 防 局 長  小林 敦郎 

メディカルサポート部長  河野 隆志 

 

平成 30 年 1 月 13 日（土）・14 日（日）、2 月 10 日（土）・11 日（日）の計 4 日間にて静岡県では初め

て理学療法士対象の「中級障がい者スポーツ指導員養成講習会」が開催されます。本講習会は、障がい者

スポーツ指導について専門的な知識と技術を身につけ、理学療法士が障害者スポーツへの健康増進に寄与

するための大変貴重な講習会となっています。そこで、本講習会のご案内および参加者を募集いたします。

障害者スポーツに携わっている方は勿論、興味・関心を持っている方の積極的な参加をお願いいたします。

本講習会の募集案内は日本理学療法士協会のホームページにも掲載されており、全国的に募集されますが，

県士会員は優先的に受講することができますので早めの申込をお願いします。なお、県士会員で定員を超

えた場合は，静岡県障害者スポーツ協会にて選考となりますので予めご承知おき下さい。  

 概要および申込方法・期間につきましては、次頁の開催要項をご確認下さい。申込用紙は後日県士会ホ

ームページにて掲載させて頂く予定です。その他、本講習会に対する質問等がございましたら、下記問合

せ先までメールにてご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「中級障がい者スポーツ指導員資格」は本来、「初級障がい者スポーツ指導員資格」取得後 2 年以上経

過し、80時間以上の活動経験を有している者が対象となりますが、理学療法士は初級が免除されます。

また、日本理学療法士協会の専門理学療法士ならびに認定理学療法士資格取得および更新に関わる履

修ポイント基準の生涯学習機構が定める資格であり、40 ポイントが取得できます。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

予防局長 小林 敦郎 

勤務先：順天堂大学医学部附属静岡病院 

E-mail：atkobaya@juntendo.ac.jp 
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平成 29 年度理学療法士中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 開催要項 

 

１．目  的：障がい者スポーツの振興を図り、その健康の維持増進に寄与するために、障がい者のスポーツ指

導について専門的な知識と技術をみにつけた理学療法士の育成を図ることを目的とする。また、

障がい者にとってのスポーツの重要性を再確認するとともに、具体的なスポーツ実習を通じて理

学療法士とスポーツの接点や関わりについて学ぶ。 

２．主  催：公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会 

３．共  催：公益社団法人静岡県理学療法士会 

４．後  援：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

５．協  力：公益社団法人日本理学療法士協会、静岡県障害者スポーツ指導者協議会 

６．会  場：静岡県総合社会福祉会館 

        〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70  TEL：054-254-5221 FAX：054-254-5210 

 ７．日  程：平成 30 年 1 月 13 日(土)・14 日(日)、2 月 10 日(土)・11 日(日) 

８．受講対象者：公益社団法人日本理学療法士協会登録理学療法士 

９．講習内容：29.5 時間以上の講義・実技とレポートの提出をもって全課程修了とする。 

＜講義：16.5 時間以上＞ ＜実技：13 時間以上＞ 

①障がい各論 

②スポーツ心理学 

③トレーニングの基礎知識 

④スポーツと栄養 

⑤障がい者スポーツと理学療法 

⑥全国障害者スポーツ大会概要と障がい者スポーツ指導者について 

⑦全国障害者スポーツ大会の障害区分 

⑧障がい者スポーツ指導上の留意点 

①視覚障がい者のスポーツ実習 

②車いすスポーツ実習 

③重度障がい者のスポーツ実習 

④全国障害者スポーツ大会実施競技の実習 

 

１０．定  員：40 名（定員を超えた場合は抽選とする） 

１１．受 講 料：20,000 円（講習会当日の受付時に徴収します） 

１２．テキスト代： 3,500 円（講習会当日の受付時に徴収します） 

        【新版 障がい者スポーツ指導教本（初級・中級）株式会社ぎょうせい】 

        【全国障害者スポーツ大会競技規則集 平成 29 年度版】 

１３．申込方法：所定の申込書により、平成 29 年 11 月 27 日（月）から 12 月 15 日（金）までに下記へ申し込ん

でください。メールの場合は申込用紙（県士会ＨＰより）に記入の上、申し込んでください。 

 

 

        

１４．備  考：①受講の可否は本人宛に通知します。（カリキュラム日程等もあわせて通知します） 

        ②全課程修了者には、主催者より修了証書を授与します。また、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会公認中級障がい者スポーツ指導員資格の申請登録が可能となります。なお、申請には

申請書及び調査書を提出し、申請・認定料 5,500円及び登録料 3,800円(公認初級登録者を除く)、

合計 9,300 円が必要となります。 

③宿泊が必要な場合は、各自で手配してください。 

④駐車場の用意はありませんので、ご了承ください。 

⑤主催者において、講習期間中の受講者に対して傷害保険に加入いたします。 

〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70 静岡県総合社会福祉会館内 

公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会  

TEL 054-221-0062 FAX 054-651-2600 e-mail:s-spokyo@za.tnc.ne.jp 
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お知らせ⑤ 

生涯学習局だより 
生 涯 学 習 局 長  山 下 裕 太 郎 

理学療法士講習会部長  瀧  和 人 

ポ イ ン ト 認 定 部 長  高 橋  敦 

研 修 部 長  永澤加世子 

新 人 教 育 部 長  岩 里  大 樹 

 

【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   ●研修部研修会 

  ●新人教育部症例検討会  ●理学療法士講習会 

 

【生涯学習局 Official Twitter のお知らせ】 

 

 

受講欠席 連絡先 

spta_seminar@yahoo.co.jp 

生涯学習局 Official Twitter 

SPTA 生涯学習局 (@SPTA_Official) 

 

 

 

 

 

 

この機会に、ぜひご登録ください。 

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、生涯学習局が担当するセミナーの最新情報

を発信しております。 
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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開始となっております。ま

た入会 1〜3 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いたします。           

http://www.japanpt.or.jp/members/seminer/browse/ 

 

 

【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！ 

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

  〈専門・認定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 

 

http://www.japanpt.or.jp/members/seminer/browse/
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生涯学習局研修部 平成 29 年度 第 1 回学術研修会 報告 

 

日 時：平成 29 年 7 月 9 日 10：00～15：00 

場 所：聖隷浜松病院  

テーマ：「リハビリテーション栄養について」 

講 師：高橋浩平 先生（田村外科病院） 

参加人数：42 名（県内会員 33 名、県外会員・一般参加名 9 名） 

  

  
生涯学習局研修部 

 

平成 29 年度 研修部主催 第 1 回学術研修会に参加して 

 

平成 29 年 7 月 9 日に開催された「リハビリテーション栄養について〜理学療法を進め

るうえで必要な知識・取り組み〜」に参加させていただきました。 

NST に関わった事のない参加者が多い中、高橋先生は栄養の基礎知識や低栄養の病態・

症状、フレイル・サルコペニアに対する理学療法介入方法等について、レビュー論文など

からの情報を踏まえ大変分かり易くご講義いただきました。NST 介入には普段私たちが行

っている理学療法評価が役に立つとお話しいただき、NST カンファレンスへの積極的な参

加や、バイタルサインの一つとして食事摂取量や血液データ等の栄養状態の把握を今後実

施していきたいと思いました。症例検討では小グループに分かれ活発な意見交換が行われ、

研修会終了時の質疑応答では急性期・回復期・生活期の各領域から多くの質問があり、高

橋先生の臨床での活動や取り組みを踏まえお答えいただきました。 

理学療法介入とリハビリテーション栄養は両輪であり、今回の研修で得た知識を今後の

臨床に生かしていきたいと思います。高橋浩平先生、研修部の先生方、有意義な研修会を

ありがとうございました。 

市立御前崎総合病院 八木 裕介 
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平成 29 年度 第 3 回研修部研修会のご案内 

新人教育プログラム対象の研修会です。 

 

日  時：平成 29 年 11 月 19 日（日） 

場  所：常葉大学静岡キャンパス(水落校舎) 

内  容： C-1 神経系の疾患の理学療法 

C-2 運動域疾患の理学療法 

C-3 内部障害の理学療法 

C-4 高齢者の理学療法 

 

＊申込み開始は 10 月中旬を予定しております。 

申込みは日本理学療法士協会「マイページ」からお願いいたします。 

 

問い合わせ先：公立森町病院 永澤加世子 

                 Email：sptakenshu@gmail.com 

 

平成 29 年度 新人教育プログラム研修会 

 

【第 1 回】 

西部：11 月 26 日（日）磐田市立総合病院 

中部：10 月 29 日（日）藤枝市立総合病院  

東部：10 月 8 日（日）湖山リハビリテーション病院 

 

 

 

【第 2 回】 

西部：12 月 10 日（日）静岡医療科学専門大学校   

中部：12 月 17 日（日）常葉大学  

静岡キャンパス水落校舎 

東部：12 月 3 日（日）白寿医療学院 

 

 

 

【第 3 回】 

西部：1 月 28 日（日）常葉大学 浜松キャンパス 

中部：1 月 14 日（日）静岡済生会総合病院 

東部：2 月 4 日（日）三島市民文化会館 

 

 

＊申し込みはマイページよりお願いいたします。 

また HP（静岡県理学療法士会・新人教育部）もご確認下さい。 

 

A-2 協会組織と生涯学習システム      

A-5 理学療法における関連法規    

D-2 生涯学習と 

理学療法の専門領域   

B-4  症例報告・発表の仕方 

A-1 理学療法と倫理  

A-3  リスクマネジメント    

A-4  人間関係及び接遇  

D-1 社会の中の理学療法  

E-2  コーチングとティーチング   

B-2 クリニカルリーズニング    

B-3  統計方法論  

mailto:sptakenshu@gmail.com
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理学療法士講習会のご案内 
 

静岡県内で開催される理学療法士講習会（基本編）のご案内です。臨床経験豊富な先生方を講師

にお迎えし、ここ静岡県で開催されます。内容は脳血管疾患に対する特徴や概論を学び、多角的

な視点からの評価・治療について学びます。脳血管疾患を極める第一歩を踏み出してみませんか？

詳細は下記のとおりです。  

 

記 

テーマ：「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」☆セミナー番号 13004☆  

日  時：平成 30 年 1 月 21 日（日） 受付【8:00～】 講義【8:30～18:00】  

場  所：常葉大学静岡キャンパス（水落校舎）  

講  師：内田 成男 先生（富士リハビリテーション専門学校）  

     森下 一幸 先生（浜松市リハビリテーション病院）  

     堀本 ゆかり先生（国際医療福祉大学）  

定  員：100 名  

受  講  費：会員 4320 円（非会員 16200 円）  

申込方法：協会 HP よりお申込みください  

「セミナー情報閲覧」→「理学療法士講習会（基本編・理論）」→申込  

申込期間：平成 29 年 10 月 21 日（土）～平成 30 年 1 月 11 日（木）  

 

問合せ先：山の上病院 リハビリテーション科 瀧 和人  

     E-mail：rehabilitation@yamanoue-hospital.jp 

備  考：日本理学療法士協会マイページから申込ができない方、クレジット決済（楽天カード）

以外での決済方法をご希望の方は、問合せ先までご連絡下さい。  

     また、事前キャンセルの際は、必ず「spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連絡下さい。

（原則キャンセルに伴う返金はできませんので予めご了承下さい）。  

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記 

   朝晩めっきり涼しくなって参りました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋。皆さん

はどの秋を堪能されていますか。私は欲張ってすべてを堪能したいと思っています。  

   慣れない編集作業でしたが、今後とも頑張ります。最後になりましたが、ご寄稿いた

だいた皆様、編集にご協力いただきました方々に感謝申し上げます。  

(清水美晴) 

 

＜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 

mailto:rehabilitation@yamanoue-hospital.jp
mailto:spta_seminar@yahoo.co.jp
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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

【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

でぜひご応募下さい。男女問わず応募，見学を

お待ちしています。 

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。 

 

多職種がん専門レジデント（理学療法士）募集 

静岡県立静岡がんセンター 

 

 
 

 

【応募資格】 理学療法士免許取得者で２年以上の臨

床経験もしくは同等の技術があることが

望ましい。 

【研修期間】 ２年間(平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日)  

【募集人員】 １名程度 

【身   分】 静岡県非常勤職員 

【待 遇 等】 ホームページを参照願います。 

【応募方法】 当センターホームページから必要書類を

ダウンロードし下記あて郵送 

【応募締切】 平成 29 年 11 月 17 日（金）必着 

【選 考 日】 平成 29 年 11 月 28 日（火） 

【選考方法】 書類審査・小論文及び面接試験 

【合格発表】 平成 29年 12 月中旬までに郵送にて通知 

【連 絡 先】 〒411-8777 駿東郡長泉町下長窪 1007 

静岡がんセンター総務課研究研修班 

Tel 055-989-5222 Fax 055-989-5783 

http://www.scchr.jp E-mail：scchr34@scchr.jp  

 

がんの進行やその治療の過程で生じた ADL･QOL な

どの障害に対して、理学療法士の業務に必要な知識

と基本的技術の習得を図り、がん医療に精通した理

学療法士を養成します。 
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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 

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、泋尿器科・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 

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。 

事業拡大につき理学療法士・作業療法士募集 

浦島メディカルクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 3,非常勤 2(短時間希望も歓迎) 

【施設概要】 クリニック，通所リハ，通所介護， 

短期入所生活介護 

【待 遇】 基本給 20～27 万，手当 3 万，通勤手

当，昇給年 1回，賞与年 2回，退職金制

度，各種保険完備，駐車場代自己負担

あり 

非常勤の場合，時給 1,350～1,800 円 

【休 日】 週休 2 日制（日曜,祝日休）， 

年間休日 108 日，年次有給，夏季休暇 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【勤 務 地 】 清水区内(5 箇所） 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい 

【連 絡 先】 〒424-0008 静岡市清水区押切 1620 

浦島メディカルクリニック 

TEL054-347-6723 FAX054-347-6724 

担当 仲程 

HP  http://urashima-medical.com 

H29.10 清水区楠新田にクリニックと通所リハ

『リハビリスクエア竜宮』開所予定。事業拡大

につき増員募集。訪問リハ，リハ特化型通所介

護，SS での勤務可。リハ勉強会定期開催。スキ

ルアップしながら一緒に働きましょう。 

理学療法士募集 

ハートピアの森 リハビリ訪問看護ステーション 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤 1 名,②パート 2 名（1500 円〜） 

【施設概要】 訪問看護ステーション 

【待 遇】 月収 23 万円～ + 各種手当 

         通勤,住宅 ,扶養手当,退職金制度,賞与  

           年 2 回,昇級あり（実績・能力に応ずる） 

           各種保険完備 

【休 日】 土日祝日休み，年次有給，夏季休暇 

【勤務時間】 ①8：15～17：15  

           ②週 1 回から、短時間からでも可能 

【応募方法】 電話、メール又は履歴書を郵送 

         施設見学随時可能 

【連 絡 先】 〒421-0102 静岡市駿河区手越 420-3 

Tel 054-256-6880 

担当 近藤 

E－mail otkondo@gmail.com   

ＨＰ http://www.heart-pia.net  

ハートピアの森は、リハビリ専門職が中心とな

り運営する施設です。地域での取り組みや自身

の可能性を見出したい方は、是非一緒に働きま

せんか。外部講師を招いての研修制度もありま

す。 
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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・作業療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2～3 名,パート（時給 1,500～2,000 円） 

【業務内容】 ①総合職：介護総合事業  ※選択可 

②一般職：訪問リハビリ,デイサービス,入所

施設リハビリスタッフ 

【待 遇】 月給 26～35 万円（経験考慮） 

賞与年 2 回・昇給年 1 回：会社の 

業績による,各種保険完備 

【休 日】 月 9 日間 

【勤務時間】 ①9：00～18：00 

②パート 4 時間～（応相談） 

【応募方法】 施設見学随時可能 

電話・メールまたは履歴書を郵送して 

ください. 

【連絡先】 〒422-8067 

       静岡市駿河区南町 18-1 サウスポット 17F  

担当：九藤（070-1239-9383） 

E－mail  h-kudo@infic.net 

介護保険事業の管理者,新規店舗展開サポート ,介護職・

リハ職サポート,勉強会講師,他事業とリハビリテーショ

ンのコラボレーションを開発・運営していきます .セラ

ピストの知識技術をもって様々な領域の事業にも積極

的に関与していきます .若いセラピストにもプレゼンテ

ーションの場が与えられたりと多くのチャンスがあり

ます.新しい世界へ一歩踏み出してみませんか. 

インフィック株式会社 

理学療法士募集 
医療法人社団アール・アンド・オー 

静清ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・静岡ﾘｳﾏﾁ整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘ病院

他 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 20 名 

【施設概要】 静清ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院回復期病棟 250 

床に増床。ﾘｳﾏﾁ病院と合わせて 310 床 

【待 遇】 基本給 21 万円～35 万円 程度（諸手当

込）,通勤手当,住宅手当,業績手当，独身

寮あり賞与年 3 回,(3 回目は業績報奨) 

昇給年 1 回,各種保険完備, 

【休 日】 勤務シフトによる(年間休日 113 日) 

【勤務時間】 8：30～17：30/9:00～18:00 

(配属先による) 

【交 通】 静岡鉄道春日町駅より徒歩 3 分 

【応募方法】 履歴書・資格証ｺﾋﾟｰを郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒420-0823 静岡市葵区春日 2-12-25 

医療法人社団 アール・アンド・オー 

Tel 054-653-0710 Fax 054-653-2334 

担当 法人事務局総務部 鈴木行宏 

E－mail   

ＨＰ     

最先端のリハビリテーション医療を学ぶ研修・

セミナー、コミュニケーション力を高めるサーク

ル活動、福利厚生など、R＆O リハビリ病院グル

ーブには、患者さんもスタッフも、一人ひとりを

大切にする風土があります。 
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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応えしてまいりま

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。 
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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 

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応募下さい。 

理学療法士・作業療法士募集 

医療法人社団 和恵会 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 各職種 数名（常勤・非常勤） 

【施設概要】 伊佐見訪問看護ステーション 

訪問看護ステーション入野 

訪問看護ステーション白脇 

   ※現在各ステーション PT 又は OT 常勤２名在籍 

【待 遇】 当法人規定による賞与年 2 回，昇給年 1 回 

各種社会保険完備，退職金制度あり  

単身者用マンションあり（月２万円、電化製品完備） 

【休 日】 月 9 日（日・祝日含む、年間 108 日）， 

有給休暇，リフレッシュ休暇  

【勤務時間】 8：30～17：00 

【応募方法】 電話連絡後，施設見学可能。 

【連 絡 先】 〒432-8061 浜松市西区入野町 6413 

和恵会本部 

TEL 053-440-5505 FAX 053-440-5504 

HP：http:/www.kotou-wakeikai.com/ 

担当：大場 

浜松市内の高齢者が住み慣れた地域で自分ら

しい生活を送ることができるように，一人一人

の尊厳を守り，安全で安心なサービスを提供で

きるように職員一同日々研鑽しています。 

 興味のある方は，まずはお気軽にお問い合わ

せください。 

理学・作業療法士募集 

小早川整形リウマチクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 4 名(パート応相談) 

【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 骨粗鬆症 

【待 遇】 月額 23 万円以上（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 

【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】 無料駐車場、クリニック前バス停あり 

【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 

担当：岡本  

電話番号 080-6985-0402   

HP https://www.kobayakawa.clinic/ 

平成 30 年 4 月新規開院。一般整形外科、関節

リウマチ、スポーツ整形を中心に 3 名の各分野

の専門医が診療にあたります。広いリハビリ室

や PT/OT 専用室もあり。MRI(1.5T)や全身 DXA

も完備し、地域医療に貢献していきます。 
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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？ 

 

 

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 

 

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。 

理学療法士募集 

医療法人横浜博萌会西横浜国際総合病院 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤８名（新卒・既卒者ともに歓迎） 

【施設概要】 １８８床（一般１１０床・回復期４１床・ 

地域包括ケア３７床） 

【待 遇】 基本給 190,850 円（調整給含）～，特殊 

勤務・住宅・通勤・扶養手当 

賞与年２回（昨年実績 4.0），昇給年１回 

各種保険完備，退職金制度あり 

【休 日】 月９日公休，フレックス休暇年５日，年間 

休日１１５日，有給・産休・育休・介護休・ 

特別慶弔休あり 

【勤務時間】 8：30～17：00（回復期は早遅番あり） 

【交 通】 JR 戸塚駅より神奈中バス「西横浜国際 

総合病院前」下車，徒歩３分 

【応募方法】 お電話の上，応募書類をご郵送ください 

【連 絡 先】 〒245-8560 横浜市戸塚区汲沢町５６ 

Tel 045-871-3048（総務課直通） 

担当 採用企画室 福島 

mail  h-fukushima@nishiyokohama.or.jp 

ＨＰ  http://www.nishiyokohama.or.jp/ 

神奈川県横浜市にある総合病院です。デイケア

や訪問リハも行い，急性期から在宅まで幅広く

患者様と関わることができ，現在 58 名（PT31・

OT17・ST10）の療法士が活躍しています。 


