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＊＊＊とびら＊＊＊ 

 

年頭の挨拶に代えて 

公益社団法人静岡県理学療法士会 

会長 和泉 謙二 

なかなか実感が湧きませんが、平成の年号も残すところ 1 年あまりとなり、新しい時代を迎えるべく、徐々に

準備が進んでおります。遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。 

さて、国家予算が厳しい財政事情の中での診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の『トリプル改定』

が間近に迫り、業務への影響も尐なからず生じているものと考えます。 

2025 年時点での地域包括ケアシステムのあり方を見据えるべく、行政のレベルではそれぞれ第 8 次となる保

健医療計画や長寿者保健福祉計画の骨子がまとめられ、県民からのパブリックコメントも求め、また両計画の整

合性も確認された上で本年 4 月より施行されます。 

この中で、リハビリ専門職に求められる課題は、切れ目のないリハビリテーションの提供であり、介護予防の

みならず、病気や怪我で入院が必要になったとき（急性期）から、回復期、生活期に至るシームレスなサービス

提供が必要であるということです。実績としては、まだ参加率の低い地域ケア会議への参加促進はもちろんのこ

と、通所リハビリや訪問リハビリの提供体制については、受け皿としてさらに拡充する必要性があり、行政（県・

市町）・関係団体・医療介護各施設が垣根を取り払って協議していくべき重要事項となっています。 

特に 2025 年予測値における訪問リハビリの増加予測に対しては、県内全体で 1.4 倍以上（最大値は 3.1 倍）

であり、現状で主たる勤務先である訪問看護ステーション（協議会）との卒後教育体制等、人材育成事業の検討

が必須となっております。加えて老人保健施設あるいは病院に勤務するリハビリ専門職による訪問リハ業務の拡

充をいかに進めていくのかも含めて再考していかなければなりません。 

新年早々、課題は大きく難問であることをお伝えするのもいかがかと考えましたが、地域包括ケアシステム成

立のためにリハビリ専門職への期待は日増しに高まっていることを実感しているご報告の部分も含め表現させて

いただきました。 

ご協力のほど宜しくお願いいたします。 
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お知らせ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 10 月 31 日をもって、演題登録を締め切りました。 

多くの皆様に御協力いただき、心より感謝申し上げます。 

学会まで、残り半年を切りました。皆様にとって実りある学会となりますよう、 

準備委員一同力を合わせて準備してまいります。 

皆様の御参加を心よりお待ちしております。 

 

第 22 回静岡県理学療法士学会 企画紹介 
 

第 22 回静岡県理学療法士学会では、参加される

皆様にお楽しみいただけるよう、学会企画として 3

つの企画をご用意しております。 

①シンポジウム 

  ②市民公開講座 

  ③専門部会セミナー 

順次ご紹介していきますので、ゆまにてや学会ホームページをご確認下さい。

第 22 回静岡県理学療法士学会 

お知らせ ( 第 4 報 ) 

学会長：矢倉 千昭   準備委員長：森下 一幸 

第 22 回 静岡県理学療法士学会 

演題登録の御礼 

感 謝 
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企画① シンポジウム 

【 テ ー マ 】理学療法士に求められるプロの観察力と思考力 

【シンポジスト】藤井 千博 先生  聖隷浜松病院 リハビリテーション科 

「スペシャリストの観察と思考」 

宮島 嘉津雄 先生 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 在宅支援部 

「ジェネラリストの観察と思考」 

 

【 司  会 】岡部 敏幸 先生 中東遠総合医療センター リハビリテーション科 

吉本 好延 先生 聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 

 

【 ご 挨 拶 】 

皆様は，理学療法士の“みる力”と聞いてどのような“みる”をイメー

ジされますか。観る，視る，診る，看る…。それぞれの理学療法士によっ

て“みる力”の解釈は異なるのではないでしょうか。シンポジウムでは，

今後の理学療法士に必要とされる“みる力”として観察力と思考力を設定

しました。プロフェッショナルと呼ばれる理学療法士は，臨床の中でどの

ように観察し，どのように思考しながら，最優先に改善すべき患者さんの

問題点を選択しているのでしょうか。シンポジウムでは，憶測や山勘では

ないプロフェッショナルの“みる力”を紹介いただきます。 

また，理学療法士の働く職場が，病院から地域へ移行していく中で，専

門領域に特化したスペシャリストとしてのみる力だけでなく，多様な疾

患・障害を有する患者さんに対応できるジェネラリストとしてのみる力も，今後ますます求められ

ます。シンポジウムでは，多様な疾患・障害を有する患者さんの異常を早期に発見し，緊急性の有

無を判断できる力や，多職種と協働して包括的リハビリテーションを実践できる力について紹介い

ただきます。 

皆様もプロフェッショナルの世界を覗いてみませんか。 

吉本 好延  

第 22 回静岡県理学療法士学会企画局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 】 09:30 ～ 16:30 

【 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 

【 テーマ 】 『みる力』 
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お知らせ② 

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  ●新人教育部症例検討会 

●研修部研修会     ●理学療法士講習 

【生涯学習局 Official Twitter のお知らせ】 

受講欠席 連絡先 

spta_seminar@yahoo.co.jp 

（Yahoo!メールになります） 

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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【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」 ボタン ≫ 「修了申請」 ボタンをクリック 

 ※ 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。 

※ 修了申請から1～2カ月後に、新人教育プログラム修了証が郵送されます。 

 

新人教育プログラム修了申請後、「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。 

※ 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。 

※ 新プロ修了申請後、専門分野登録の画面に遷移いたします。認定・専門理学療法士

の要件となりますのでご登録が必要です。 

 

 

 

 

 

〈新人教育プログラムの修了率・専門分野入会率について〉 

 

 

 

【新人教育プログラム e-ラーニング（＊有料）について】 

新人教育プログラムは、e-ラーニングでの受講が可能です。 

e-ラーニングの受講申し込みは、2018年 1月 31 日（水）までです。 

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。   

協会 HP >>会員の方へ >>講習会・研修会情報 >>セミナー講習会情報閲覧 >>eラーニング 

 

 

 

 

 新プロ修了率 専門分野入会率 

静岡県 60.4 % 74.5 % 

全国 57.7 % 39.2 % 

平成 29年 3月 31日現在 日本理学療法士協会より 
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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 59回静岡リハビリテーション懇話会が平成 30年 3月 10日（土）、「アクトシティ浜松」

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。 

 〈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 

 

 

【平成 29 年度 第 3 回研修部研修会（新プロ対象）ご報告】 

日  時：平成 29年 11 月 19日 10：00～15：30 

場  所：常葉大学 静岡キャンパス 水落校舎 

テ ー マ：C-4「高齢者の理学療法」   

講  師：松本信広先生（富士いきいき病院） 

参加人数：191名（県内：184名、県外：7名） 

テ ー マ：C-2「運動器疾患の理学療法」 

講  師：川角謙一先生（静岡厚生病院） 

参加人数：185名（県内：178名、県外：7名） 

テ ー マ：C-3「内部障害の理学療法」  

講  師：庄司陽介先生（富士宮市立病院） 

参加人数：192名（県内：186名、県外：6名） 

テ ー マ：C-1「神経系疾患の理学療法」 

講  師：内田成男先生（富士リハビリテーション専門学校） 

参加人数：167名（県内：161名、県外：6名） 
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【平成 29 年度 第 4 回研修部研修会のご案内】 

本研修会では、内部障害を中心とした画像所見や血液検査といった医学的データの知識

を学び、適切なリスク管理や運動処方が行える理学療法士を育成するために企画させて

いただきました。是非、参加をご検討下さい。 

 

 テ ー マ：「理学療法に役立つ医学的データの見方」 

日  時：平成 30年 2 月 18日（日） 

講  義：13：00～17：00  （受 付：12：30～） 

場  所：静岡医療科学専門大学校 

13：00～13：50 

「リハ医が伝える、理学療法に必要な医学的データと運動処方について：総論」 

講師：山内克哉先生（浜松医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科医師） 

14：00～14：50 

「リハ医が伝える、内部障害における医学的データの読み方と理学療法への応用」 

 講師：蓮井誠先生（JA静岡厚生連 遠州病院 リハビリテーション科医師） 

15：00～15：50 

「臨床での医学的データの使い方 ～心疾患の症例から学ぶ～」 

講師：戸田真弘先生（浜松医科大学医学部付属病院 理学療法士） 

16：00～16：50 

「臨床での医学的データの使い方 ～呼吸器疾患の症例から学ぶ～」 

 講師：櫻田隆悟先生（磐田市立総合病院 理学療法士） 

 

対  象：100名程度（理学療法士、一般市民） 

参 加 費：静岡県理学療法士会会員：3240円  会員外：4320円 

         ＊基本的にはクレジット決済(楽天カード)でお願いします。 

 

 申込方法：日本理学療法士協会 HP「マイページ」よりお申し込みください。 

申込期間：H30 年 1 月 8 日（月）～H30年 2月 8 日（木）  

 

問合せ先：公立森町病院 永澤加世子  Email：sptakenshu@gmail.com 

 

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）。 

 

 

 

 

mailto:sptakenshu@gmail.com
mailto:spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連
mailto:spta_seminar@yahoo.co.jp」までご連
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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】 

 

注）今年度の西部地区症例検討会は終了しています！ 

 

 

・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。 

・尐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。 

 

〈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 30 年 2月 25日（日） 9:00～12:00 

〈会  場〉 西部：終了 

 中部：常葉大学（水落キャンパス） 

東部：富士宮市立病院 

〈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 12月 18日 ～ 平成 30年 2月 18日 

 

詳細情報、更新情報は HP をご確認ください！！！ 

 

 

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

 

 

mailto:iwasato-reha@shintoshi-hosp.com
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介護予防キャラバン 

～第 37 回 浜北ふれあい広場に参加して～ 

平成 29 年 11 月 12 日(日)浜北グリーンアリーナで開催された第 37 回浜北ふれあい広場に

介護予防キャラバンとして参加してきました。 

平成 26 年度より参加している当イベントですが、今年は握力・身体組成計側及びフィードバ

ックを行い、地域住民の皆様へ健康づくりのアドバイスを行いました。また来場者に対してリハ

ビリ関連の相談や運動方法に対してのアドバイスを行い、リハビリ専門職として地域住民の方々

に貢献できるよう取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

≪当日の様子≫ 

  晴天にも恵まれ、非常に多くの方々にご参加頂 

けました。屋内外合わせて 60 を越えるブースが 

軒を連ね、終始賑わいをみせました。 

 

 

私達のブースは９０名もの方々が来場され、計測 

とリハビリ相談が行えました。理学療法士の啓蒙活動 

の場としてもとても有意義であったと思います。 

 

≪握力測定、身体組成計側≫ 

  参加された皆様は計測された数値に関心が高く、熱心に取り組んでいただけました。 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ③ 
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≪リハビリ相談、運動療法のアドバイス≫ 

 測定項目の内容だけでなく、生活する上でのアドバイス等、積極的に質問していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪総括≫ 

当イベントには 26 年度より 4 回目の参加となり、「理学療法士」という職業が徐々に地域住

民の皆様に浸透している印象を受けました。また「こんな体操はどうですか？」「毎日この運動

を続けています。」などといったご質問やお声掛けを頂きました。来場者の方々の健康意識の高

さを感じたとともに、運動療法の専門職としてより一層地域貢献の必要性を感じました。今後も

このような地域への還元活動を継続できればと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文責：西部地区磐周支部広報 寺田） 
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お知らせ④ 
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お知らせ⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

編集後記 

   新春とはいえ厳しい寒さが続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私たちは

運動浴を元気に頑張っています。新しい年になり、チャレンジ精神を忘れずに何事にも取り組

んでいきたいと思います。今年もよろしくお願いします。 

(宮健史・山本篤史)

＜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・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】 8：30～17：30 

【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 

  

 

 

 

 

 

 

【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・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 

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。 

 

理学療法士募集 

喜山整形ハーブクリニック 

短時間通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

【募集人員  】 常勤 1 名 

【施設概要  】 診療所併設の短時間通所リハビリテーショ

ン（定員３０名予定） 

【待 遇 】 月給 250,000 円～320,000 円(経験優遇) 

交通費別途支給 

賞与年２回,昇級年１回,各種保険完備 

【休 日 】 日曜祝日休み、水・土曜日午後休み、 

夏季冬季休暇、年次有給 

【勤務時間  】 8：00～18：30（休憩 2.5 時間） 

【交 通 】 JR 富士駅より徒歩 20 分 

職員専用駐車場有り 

【応募方法  】 お電話の上、履歴書・資格証のコピーを 

郵送して下さい。（見学可） 

【連 絡 先  】 〒416－0946 静岡県富士市五貫島 69 

      喜山整形ハーブクリニック 

短時間通所リハビリテーション 

TEL 070－5256－0677 

FAX 0545－32－6678 担当：仁藤 

 

この度事業拡大により理学療法士を募集致しま

す。当医院はリハビリテーションに特化し、「身心

の健康はまず体から」をモットーにサービスを提

供しています。 
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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。 

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 
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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・作業療法士募集 

まはえの訪問看護リハビリステーション 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 若干名 

【施設概要】 訪問看護ステーション 

【待 遇】 基本給 25 万円～＋インセンティブ 

        （月 70 時間を超えた訪問に対して 

         1 時間につき 4,000 円を支給） 

通勤手当 , 各種保険完備, 

賞与年 2 回, 昇給年 1 回 

退職金制度あり 

【休 日】 土日祝日休み，年次有給 

夏季・年末年始 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送してください 

随時見学も可能 

【連 絡 先】 〒421-1213 静岡市葵区山崎 2-3-11 

Tel 054-297-3033  担当 ： 後藤 

ＨＰ http://www.mahae₋shizuoka.jp/     

開設 5 年目、20～40 代の職員が中心の明るく元

気な職場です。訪問リハビリは、在宅という住

み慣れた環境で、利用者様が望む生活を支援す

ることが出来るやりがいのある仕事です。     

ぜひ一緒に働きませんか。 

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】 基本給新卒 4 年制大学モデル 261,000

～(経験、年齢を考慮) ,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 採用担当 

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 

 

 

 

 

 

 

【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・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。 

理学療法士・作業療法士募集 
医療法人社団  盈進会  岡外科胃腸科医院 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 岡外科胃腸科医院、訪問看護ステーション、 

デイサービス、地域密着型特定施設、 

地域包括支援センター、 

【待 遇】 基本給２３万円～、資格手当、通勤手当、 

家族手当,精勤手当,賞与年 2 回,昇給年 1 回, 

各種保険完備、退職金制度あり、年末年始 

【休 日】 週休２日制、年次有給休暇、 

【勤務時間】 ８：３０～１７：３０ 

【交 通】 静鉄ｼﾞｬｽﾄﾗｲﾝ 本通西町ﾊﾞｽ停から徒歩 1分 

【応募方法】 電話にて担当へ連絡ください。 

【連 絡 先】 〒420-0042 

          静岡市葵区駒形通 4 丁目 9-20 

          医療法人社団 盈進会 つどいのおか 

          電話 054-269-6039  FAX 054-269-5072 

          担当  田崎、望月 

E－mail  ： eishinkai@kind.ocn.ne.jp 

地域に根差したサービスを展開するべく、平成 25 年

から介護事業に参入致しました。今後の地域包括ケ

アでの医療法人の役割として、地域リハビリの必要

性を感じております。在宅生活をできるだけ長く続

けていく為、理学療法士・作業療法士の専門性を必

要としています。お気軽にご連絡ください。 
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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・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。 

理学療法士・作業療法士募集 

社会福祉法人慶成会しじみづか福祉の杜ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名（パートタイム可：時給 1,500 円） 

【業務内容】 高齢者デイサービスの個別機能訓練 

プラン作成と評価 

【待 遇】 月給 19 万～25 万（経験考慮 ,資格手当含） 

賞与年 2 回、昇給あり、住宅手当、扶養手当（法人規定

による）、通勤手当 20,000 円まで 

【休 日】 週休 2 日(土日)、年末年始(12/31～1/3)、

年次有給 

【勤務時間】 8：30～17：30（8：00～17：00） 

         パートについて、短時間勤務も可（応相談） 

【交 通】 自動車通勤可（駐車場あり） 

【応募方法】 お気軽に電話、またはメールをください。 

随時見学可能です。  

【勤 務 先】 〒432-8018 浜松市中区蜆塚 1-9-17 

【連 絡 先】 〒431-1102 浜松市西区大山町 2958-1 

         TEL 053-414-6014 FAX 053-414-6015 

         担当 人事担当 小澤 香 

機能訓練中心のデイサービスセンターです。開設

して 10 年目となり、現在、介護職員、看護師、あ

ん摩マッサージ師等合わせて約 20 名の職員が勤

務しています。専門職として高齢者一人一人に合

ったリハビリを行っていただきます。リハビリマ

シーンが 11 台あります。とてもチームワークが良

く楽しい職場です。 
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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。 

 

 

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 

 


