
 
 
 

「情報収集力の重要性」 
広報局長 髙木亮輔 

 
最近の子どもたちは将来の夢として You Tuber を考えている。そのような情報をどこかで聞いたことはありま

せんか？その情報は確かなものでしょうか？この調査は、ソニー生命保険が会員制のモバイルリサーチを用いて

中学生 200 人、高校生 800 人に対して行った調査で、その内、中学生の男子 34 人（17％）のみが回答したもの

です。You Tuber という新しい職業が誕生したことは事実ですが、普段からスマホを持ち歩きそのような調査に

会員登録している男子中学生の 34 人がなりたい！と答えた偏った情報が、インパクトの強い結果だっただけに、

最近の子どもたちは・・・という情報にいつの間にかすり替わってしまったと考えられます。 
さて、昨今の理学療法士を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、理学療法士に求められる能力は多種多

様なものへと遷移しております。そのため、皆さまの置かれている環境によって必要とされる能力は異なります

が、それらの能力を磨く機会を逃すことがあってはなりません。そのような事態を防ぐためにも、日頃から有益

な情報を収集することに努めていただきたく存じます。それと同時に、You Tuber の情報のようにインパクトの

強い偏った情報に踊らされず、皆さまのキャリア形成

を促してくれる質の高い情報を収集する力が私たち

に今、求められていると感じております。 
広報局では、「広報誌ゆまにて」、「理事会通信」、「ホ

ームページ」を通じて、公益性を保ちつつ、会員の皆

さまに正確で有益な情報となるものを迅速に掲載す

るよう努めております。情報が探しやすくなるよう、

引き続き改善を重ねて参りますので、お気軽にご意見

やご要望等をいただけると幸いに存じます。今後とも

何卒よろしくお願い申し上げます。 
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【問い合わせ先】 

第 23 回静岡県理学療法士学会 運営局長 

富士いきいき病院リハビリテーション部 

石川尚一 

TEL：0545-73-1925 

E-mail：shizuokaunei20@gmail.com

                                             

第 23 回 静岡県理学療法士学会 

…お知らせ 第 3 報… 

 

                             

 

 

…運営委員募集… 
 

学会の運営にご協力いただける方、運営委員登録をお願いします。 

一緒に本学会を盛り上げましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 12 月 1 日～12 月 31 日 

人財育成 ～つぎの時代へ～  2019 年 6 月 15･16 日 プラサヴェルデ 

学会長:宮下正好  準備委員長:市村真樹 

2019 年 6 月 15 日（土） 

9：00～18：00 

6 月 16 日（日）  

8：30～18：00 

※両日 or どちらか 1 日でも可能 

日時 
 

第 23 回静岡県理学療法士学会の運営 

業務内容 

静岡県理学療法士会会員 

 

※経験年数が学会開催時に 3 年以上 

（4 年目以上の方） 

※ 所属が 東部 地区の方 

※ 座長・演者を除く 

対象 

 
東部地区の方

注目!!! 

       免除 
（学会参加ポイントは付与されます） 

学会参加費 

 

学会ホームページより登録 

登録方法 

 

新人教育プログラム C-7 付与 

登録時と学会開催時で登録内容に変更が 

ある場合には下記までご連絡下さい。 

その他 

募集期間 
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一般口述演題 

『人工膝関節全置換術後の歩行獲得に必要となる膝関節筋力はどれくらいか？』 

常葉大学           天野 徹哉    

 

『発症後 24 時間以内に全介助歩行を開始した超高齢脳卒中患者の一症例』 

豊田えいせい病院       橋本 貴裕    

 

『左半側空間無視を呈した重度脳卒中片麻痺患者の無視症状の推移と移動能力』 

静岡リハビリテーション病院  田中 幸平    

 

『10m 歩行速度と下肢荷重率は入院脳卒中片麻痺患者の歩行自立の判別に有効である』 

聖隷クリストファー大学大学院 望月 瑛里    

 

フレッシュマンズポスター演題 

『膝関節周囲多剤カクテル療法を施行し退院までの経時的変化を辿った一症例』 

菊川市立総合病院       伊藤 真緒    

 

受賞されました皆様、おめでとうございました。 

今後ますますのご活躍をお祈りいたします。 

 

 

第 22 回静岡県理学療法士学会 準備委員一同 

 第 22 回静岡県理学療法士学会
 お知らせ  （第 8 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 

優 秀 演 題 
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会員各位 
静岡県理学療法士会 運動器系専門部会 

 部会長  小林 敦郎 
 

「運動器系専門部会主催 研修会」開催のご案内 
 
初冬の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度、運動器系専門部

会では、下記の通り第 2 回、第 3 回の研修会を開催する運びとなりました。各回とも大変興味深いテー

マとなっております。ご多忙とは存じますが、多くの先生方のご参加を心よりお待ち申し上げます。  
謹白  

記 
 

研修会Ⅱ 
日 時：平成 31 年 1 月 13 日（日）    9：30～16：30（受付開始 9：00） 
会 場：浜松市リハビリテーション病院 

 
テーマ：「腰痛・骨盤痛に対するリアラインコンセプトに基づく治療展開」 

           
 講 師：蒲田 和芳 先生  

（広島国際大学 リハビリテーション学科 教授） 
 
 

  研修会Ⅲ 
日 時：平成 31 年 2 月 17 日（日）    9：30～15：30 （受付開始 9：00） 
会 場：常葉大学 静岡水落キャンパス   
 

テーマ：「バイオメカニクスを応用した整形外科疾患の運動機能評価・治療－計測演習」 

 

講 師：金 承革 先生  
（常葉大学健康科学部静岡理学療法学科 教授） 

 
 

参加費：静岡県理学療法士会会員 1,000 円  

一般市民（理学療法士以外の一般市民。学生も含む）1,000 円 

 
定 員：各回 50 名 （先着順） 
申し込み期間：研修会Ⅱ：平成 30 年 12 月 1 日～12 月 25 日    

研修会Ⅲ：平成 31 年 1 月 10 日～2 月 10 日 
申し込み方法：下記 Mail 宛に必要事項を入れ申し込みください。 

   ≪必要事項≫件名に「運動器系専門部会主催 研修会ⅡもしくはⅢ申し込み」とご記入ください 
①氏名 ②所属 ③協会会員番号 ④連絡先 mail 

      ⑥運動器系専門部会の有無（申し込み人数が超過した場合、部会会員が優先されます） 
   ≪参加の可否について≫ 
      参加の可否については、定員になり参加をお断りする場合のみ連絡先宛に Mail にて 

ご連絡差し上げます。参加可能の場合には返信は致しません。 
≪申し込み先 Mail≫ JA 静岡厚生連 リハビリテーション 中伊豆温泉病院 

理学療法科 佐藤 陽介  Mail: nakaizu.satoh@gmail.com 
 
＊詳細は後日県士会 HP に掲載されます 
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「静岡マラソン 2019」 
～メディカルサポートスタッフ募集のお知らせ～ 

 

 

予 防 局 長  小林  敦郎 

メディカルサポート部長  河野  隆志 

      静岡マラソン担当  花田  高彬 

 

 

 この度「静岡マラソン2019」が下記のとおり開催されることとなりました。 

 この大会は約 14,000 人のランナーが参加する大変規模の大きな大会となります。今回も大会事

務局よりランナーの安全性を目的としたメディカルサポートスタッフの要請依頼がありましたの

で、メディカルサポートスタッフを募集いたします。業務は昨年度同様、各救護所及びフィニッシ

ュ地点でのランナーへのサポート活動が中心となます。日常業務では体験が少ない実際のスポーツ

現場での活動となりますので、今後の臨床活動にも大変貴重な機会になると考えます。今大会も多

くの方に参加して頂きたいと考えておりますのでご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 皆さんの積極的なご参加をお待ちしております。 

 

記 
 
 日 時：平成 31 年 2 月 24 日（日） 7：30 ～ 15：30（予定） 

 場 所：マラソンコース内救護所、清水駅周辺（フィニッシュ地点） 他 

 業 務 内 容：コンディション調整、テーピング、ランナーの応急手当 等 

 ポイント申請：（①認定・専門理学療法士、②新人教育プログラム） 

① スポーツ理学療法、運動器理学療法 ② C-7 社会貢献 

（①～②のいずれか一つを選択希望） 

 申 込 期 限：平成 30 年 12 月 25 日（火） 

 募 集 人 数：70 名 ※ 希望者多数の場合は選定させていただきます 

 対 象：（公社）静岡県理学療法士会 会員の方 

 大会ホームページ：http://www.shizuoka-marathon.com/ 

 

【お問い合わせ・申し込み先】 

※ 下記メールアドレスへ参加希望の方は、メール題名を「静岡マラソン 2019 参加希望」として必

要事項（1.氏名 2.所属（勤務先）3.経験年数 4.住所 5.自宅からの最寄り駅）を記入の上、申

し込みシート（エクセル）と併せてご提出下さい。 

※ 申し込みシート（エクセル）は県士会 HP よりダウンロードしてください。 

※ 各所属地区のメディカルサポート部担当者へメールでの申し込みをお願いいたします。 

 

＜西部地区＞ 山下 浩史（遠州病院）    E-mail  ptpolisher@yahoo.co.jp 

＜中部地区＞  岩本 正明（駿府の杜）  E-mail  pddse3yn5n@gmail.com 

＜東部地区＞  嶋村 伸彦（西島病院）  E-mail  justdoit.0312@gmail.com 
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スラローム 

第 18 回全国障害者スポーツ大会 「福井しあわせ元気大会」 

〜メディカルサポート活動報告〜 

 

鈴木 悠介 1) 山田 國友 2) 佐藤 梢 3) 平石 愛紗美 4) 内田 喜章 5)  

新倉 裕二 6) 河野 隆志 6) 小林 敦郎 6) 

1) 新都市病院 2) 熱川温泉病院 3) 富士リハビリテーション専門学校 4) えがわ医院  

5) 浜松市障害者更生相談所 6) 予防局 メディカルサポート部 

 

平成 30 年 10 月 13 日(土)〜15 日(月)に開催されました第 18

回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」に静岡県・

静岡市・浜松市選手団の陸上競技に帯同しコーチ兼トレーナー

としてメディカルサポート、生活面での援助などを行ってきま

したので報告させて頂きます。 

全国障害者スポーツ大会は全国から都道府県・指定都市選手

団約 5.500 人(選手約 3.500 人＋役員約 2.000 人)が参加し、個人

競技 6 競技、団体競技 7 競技の 13 競技及びオープン競技が実施

される国内最大の障害者スポーツの祭典です。1965 年から身体障がいのある人々を対象に行われて

きた「全国身体障害者スポーツ大会」と、1992 年から知的障がいのある人々を対象に行われてきた

「全国知的障害者スポーツ大会」を統合した大会として、2001 年から国民体育大会終了後に、同じ

開催地で行われています。今回帯同した陸上競技は、身体障がいのある選手と知的障がいのある選手

が出場できる競技で、競争競技，跳躍競技、投てき競技からなり、100m

走や走り幅跳び、砲丸投げなどの一般的な種目の他に、車椅子や電動

車椅子で障害物を避けながらタイムを競う「スラローム」、150g の

大豆を詰めた袋を投げ、飛距離を競う「ビーンバック投げ」など、ル

ールや競技用具を工夫した種目があります。 

参加スタッフは県士会員 5 名(静岡県帯同 2 名・静岡市帯同 2 名・

視覚障がい者の介助の様子 
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ビーンバック投げ 

トレーナーブースでの様子 

浜松市帯同 1 名)でした。我々は事前に数回の強化練習

から参加し、練習中に訴えのあった選手のサポートを

行いましたが、強化練習は炎天下の中で行われたため、

熱中症を予防するために水分補給を促すような声掛け

も行いました。10 月 6 日には結団式が多くの来賓の方

がお見えになるなか盛大に行われ、このような大きな

大会に帯同できる喜びを感じ、期待に胸を膨らませ大

会本番へと向かいました。 

大会帯同中は選手の待機場所に設けた救護所と宿舎にて競技前後のケア、コンディショニング、

救急時の対応などを行い、また、視覚障がい者や車椅子利用者の競技会場での移動や宿舎での生活面

の援助を行いました。主な活動内容としては救護所と宿舎にて選手の症状に対するストレッチングや

テーピング処置を中心に行いました。各団体の総処置件数は 82 件であり、大会 2 日目に実施した処

置が 32 件とコンディショニングのためのストレッチや競技直前

のテーピング処置が多くを占める結果となりました。不慣れな長

距離の移動や、環境の変化などから、身体の違和感を訴える選手

が多くいた印象を受けました。また、普段接することの少ない知

的障がいのある選手たちの訴えを明確化することに難渋しまし

た。帯同中に選手とコミュニケーションとり、その選手の性格を

理解してケアに活かす必要性を感じました。宿舎ではトイレへの

移動や館内・大浴場での歩行支援を行い、視覚障がいの方の歩行

支援はタイミングよく声をかける努力をし、徐々に選手とコミュニケーションがとれるようになりま

した。 

今回の活動を通して、理学療法士として障がい者スポーツの選手へのサポートを行い、競技特性

や選手それぞれの障がいの把握、生活の援助の仕方などを考える機会となり、その重要性を学ぶこと

ができました。自立している選手が多いものの健常のアスリートとは違い生活の援助をする機会が多

く医学的知識をもった理学療法士がこういった場に参加

することの意義を感じました。今後も障がいを持つ人が

スポーツを通じ豊かな生活を送れるように理学療法士と

してスキルアップはもちろんのこと積極的に多くの活動

に参加したいと思います。最後に貴重な機会や多大なご

支援を頂きました関係者の皆様に深くお礼申し上げます。

静岡県選手団 
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『第 11 回 JIMTEF 災害医療研修 ベーシックコース』を受講して 

 

医療法人社団 健寿会 山の上病院 

理学療法士 瀧 和人 

 

 今回、平成 30 年 9 月 22 日～23 日の二日間、JICA 東京にて開催された「第 11 回 JIMTEF 災害医療研修ベーシック

コース」を受講させて頂きました。 

 この災害医療研修は、医療関連職種の各団体から多くの方が参加され災害医療における知識・技術を有する医療関

係者を育成する為に開催されている研修会です。今回は参加者126名の内、日本理学療法士協会から33名、日本作業

療法士協会から 21 名、日本言語聴覚士協会から 9 名と参加者の半数 63 名がリハビリテーション専門職であり、リハビリ

テーション専門職の災害医療に対する関心・意識の高さが伺える研修会でした。 

 研修会の内容は DMAT（災害医療派遣チーム）及びそれぞれ各団体の災害医療派遣チームの先生方で、御自身の実

際の災害派遣の経験をもとに災害時にそれぞれの立場でどのような心構えで対応していくべきかをお話頂きました。ま

た、様々なグループワークも企画されており、他職種で構成されたグループにおいて理学療法士としての立場を踏まえ

意見交換を行うことができ非常に有意義な時間を過ごす事ができました。 

 中でも、静岡県が考案した「避難所運営ゲーム（HUG）」では、有事の際に開設される避難所運営側の立場に立ち、波

の様に押し寄せてくるであろう避難住民を前に、緊張と焦りでパニックになりながらどのように対応すべきか瞬時に判断

し決断していく事の難しさと重要性を学びました。実際に自分が避難所の運営を任される事はないと思いますが、不安で

どうしようもない被災者を受け入れる体制を作り、そして少しでも安心させ笑顔を取り戻していくという過程は、日頃の

我々の現場での仕事と通じるものがあるのではないでしょうか。                        

       
 昨今、地震だけでなく地球温暖化が原因であろう異常気象による水害等も各地で被害をもたらしています。ここ静岡県

でもいつきてもおかしくない巨大地震への備えと共にどこにでも起こりうる新たな災害に備える必要性はもちろんですが、

実際に被災してしまった際に我々リハビリテーション専門職としてできる事、我々にしかできない事を認識させて頂くいい

機会となりました。 

 「災害医療」というと、非常に高度な専門的な知識・技術が必要で学んでいない人からすると、関われない領域なので

は？と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、講義の中でも先生が仰っておりましたが、“とにかく何か行動を起こ

してみる”、これが一番大事な心構えではないでしょうか。その「一歩」の先に続いていく道がきっと見えるはずです。今回、

学んだ事を県士会での活動、職場での活動、そして地域での活動に少しでも役立てる事ができるように今後も頑張って

いきたいと思います。 

 最後になりますが、今回、災害医療研修を受講する機会を頂きました日本理学療法士協会、静岡県理学療法士会、開

催にあたりご尽力頂きました講師及び国際医療技術財団の皆様方に厚く御礼申し上げます。 

9



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。 

メール記載内容として、氏名、会員番号、キャンセルされるセミナー名を必ず明記する

ようによろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜生涯学習局 担当研修会・講習会＞ 

●新人教育プログラム  ●新人教育部症例検討会 

●研修部研修会     ●理学療法士講習会 

 

【日本理学療法士協会マイページについて】 
会員情報、会費納入状況、生涯学習関連（新人教育プログラム、認定・専門理学療法士）

の履修状況管理、［会員限定コンテンツ］による情報提供など、マイページにてご利用いた

だけます。 
定期的にログインし、ご確認をよろしくお願いいたします。  
＊新入会の方は、ログイン ID・PW は日本理学療法士協会入会申請時に  
協会から送信されるメールに記載されています。  
 

【新人教育プログラムを修了された方へのお願い】 
新人教育プログラムの単位を全て履修された方は、日本理学療法士協会マイページより 

修了申請をご自身でお願いいたします（修了申請を行わないと、未修了のままとなります）。 

 

 修了申請手順 

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

  ≫  新人教育プログラム ≫ 修了申請 をクリック 

 ※修了要件を満たすと修了申請ボタンが表示されます。 
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 新人教育プログラム修了申請後，「専門分野の登録」をお願いいたします。 

 ※ マイページへの履修反映は，受講日から約2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、翌日以降に取得した生涯

学習ポイントが対象となります。 

 

【新人教育プログラム e-ラーニング（＊有料）での受講について】 
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。 

 入会 4年目以降の方： 

 （受講可能テーマ）必須初期研修（A-1～A-5）、理学療法の基礎（B-1～B-4）、理学療 

法の専門性（D-1～D-4）、理学療法における人材の育成（E-1～E-3） 

 入会 1〜3年目の方： 

  （受講可能テーマ）理学療法の基礎（B-1～B-4）、理学療法の専門性（D-1～D-4）、 

          理学療法における人材の育成（E-1～E-3） 

 ＊申し込み期間は、2019 年 1 月 31 日（木）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 

 

【平成 30 年度 第 4 回研修部研修会のご案内】 
理学療法士が対象とする高齢者の多くは、内部障害をはじめ多くの合併症を有している

方がほとんどです。その中でも心臓と腎臓は相互関係にあり、どちらかの症状が悪化する

と生命予後にも関わる事態になります。そこで本研修会では、心臓、腎臓リハについて最

新の知見を踏まえ、基礎からリスク管理の方法や運動処方の実際を提示していただきます。

是非、参加をご検討下さい。 

 
 テ ー マ：「心臓・腎臓リハビリテーションの運動処方とリスク管理」 
日  時：平成 30 年 12 月 9 日（日）10：00～15：20（受付：9：30～） 
場  所：常葉大学静岡キャンパス水落校舎 

 講  師：加藤倫卓先生（理学療法士） 常葉大学健康科学部静岡理学療法学科 
      忽那俊樹先生（理学療法士）東京工科大学医療保健学部 理学療法学科 
 内  容： 
◇心臓リハビリテーションについて 

  10:00～11:00  心臓リハビリテーションの基礎  
11:10～12:10  心臓リハビリテーションの実際の運動処方とリスク管理について  

◇腎臓リハビリテーションについて 
13:10～14:10  腎臓リハビリテーションの基礎  
14:20～15:20  腎臓リハビリテーションの実際の運動処方とリスク管理について 

＜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：3000 円  会員外：4000 円 
＊申込み開始は H30 年 11 月上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：kayoko@shizuoka-pt.com  
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【平成 30 年度 新人教育プログラム研修会（第 3 回）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申し込み方法】 
①日本理学療法士協会 HP を開く ②画面右上マイページをクリック ③ID・パスワードを入力 
④画面左側メニュー研修会・学術大会の申込登録をクリック ⑤開催日を入力して検索 
⑥該当研修会の詳細をクリック ⑦研修会内容を確認し申込をクリック ⑧以下案内に従い完了 
 

【平成 30 年度 静岡県理学療法士講習会開催報告 】 

基本編 理論「理学療法における予防の実践～予防理学療法の普及について～」  

【日時】平成 30 年 9 月 30 日（日）  

【場所】富士リハビリテーション専門学校  

【参加者】65 名（県内会員 37 名、県外会員 25 名 非会員 3 名）  

【講師】小林 敦郎先生(順天堂大学付属静岡病院) 

加藤 倫卓先生(常葉大学)  

藤原 潤先生(リハビリテーション中伊豆温泉病院)  

内藤 裕治先生(国立病院機構静岡医療センター)  

 

理学療法士講習会 「理学療法における予防の実践～予防理学療法の普及について～」を

富士リハビリテーション専門学校にて開催いたしました。定員 100 名を超える申し込み

を頂きましたが、当日は台風 24 号の影響により多くのキャンセルを承りましたが、足元

の悪い中 65 名のご参加を頂き、開催に至る事が出来ました。誠にありがとうございまし

た。  
本年度より新たに予防理学療法における役割及び取り組みへの定義、領域を含めた知識

習得におきまして、4 名の講師を迎え、本講習会の目的であります「各分野の予防に対す

る取り組みを学び、地域包括ケアシステムの中での理学療法士としての役割の理解」に向

け、各講師の方々に、それぞれ違った視点から講義をして頂きました。  
講義内容は、再発予防を基盤とした、健康増進、介護予防、地域包括ケアなどの社会制

度への注目及び参加に対し一理学療法士の視点を含めた内容にて講義をして頂きました。

聴講者にとっても充実した内容に、今後の予防分野における地域貢献や応用編、専門的な

研究会・学会参加への足掛かりとして有意義な時間になったかと感じました。  
最後に講習会開催にご尽力頂きました講師の方々をはじめ、運営スタッフの皆様には心よ

り感謝申し上げます。また、会場を提供して頂きました富士リハビリテーション専門学校

の先生の方々にもこの場を借りて感謝申し上げます。  
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報告者：理学療法士講習会部 運営局 宮村 嘉孝  

 

【理学療法士講習会に参加して】  

                     医療法人社団健寿会 山の上病院  杉山真由  

   

平成３０年９月３０日に開催された「理学療法における予防の実践～予防理学療法の普及

について～」に参加させて頂きました。  

 午前中は藤原先生の介護予防についてと小林先生のメディカルサポート活動におけるス

ポーツ障害予防、午後は加藤先生の高齢心不全患者に対する再入院の予防をアウトカムと

した心臓リハビリテーションと内藤先生の脆弱性骨折患者における二次骨折予防の講義を

して頂きました。  藤原先生の講義では、予防理学療法の概論や老年症候群の理学療法、

介護予防事業の実際について学ぶことができました。予防理学療法の重要性を再確認し、

現在の介護予防事業について様々な取り組みが行われていることを知ることができました。

各地域により、身体機能に特色や傾向が異なっているということが分かり、様々な転倒予

防に対する指導が必要だと感じました。  

 小林先生の講義では、スポーツ障害予防概論や高校野球メディカルサポート活動と障害予

防、自転車競技における障害予防、障がい者スポーツにおける障害予防について学ぶこと

ができました。病院勤務にて個人を相手している私にとって、スポーツ傷害予防の理学療

法では、集団に向け理学療法を実施するこがあることや、選手の向上心を大切に理学療法

を進めることの難しさを感じました。また、メディカルサポートの活動内容の紹介もあり、

私も参加してみたいと感じました。  加藤先生の講義では、日本における高齢心不全患者

の現状や高齢心不全患者における再入院を予防としたリハビリテーションのアウトカム、

高齢心不全患者のリハビリテーションのフレームワーク、心不全の病態の診方について学

ぶことができました。日本の高齢心不全患者が、今後は増加の一途を辿る現状であり、さ

らに退院後の再入院率が高いなかで、外来リハビリや回復期リハビリの重要性を改めて感

じました。心不全についての基本的な知識や診方を学ぶことができ、日々の臨床において

いかしていきたいと思いました。  

 内藤先生の講義では、OLS と骨粗鬆症マネージャーについて講義をして頂きました。OLS、

骨粗鬆症マネージャーと初めて聞く言葉ではありましたが、現在日本では、骨粗鬆症の患

者が増加している中で、様々な取り組みが行われていることを学ぶことができました。理

学療法士として、骨粗鬆症の予防と改善および骨折防止のためにできることがあるのだと

知ることができました。転倒リスク評価や運動指導等教えて頂いたため、普段の治療につ

なげていきたいと思いました。  

今回学習したことを今後の臨床にも活かしていきたいと思います。  

 講義をしてくださった藤原潤先生、小林敦郎先生、加藤倫卓先生、内藤裕治先生、理学療

法士講習会部の先生方、貴重な研修会をありがとうございました。  

13



 
 
 

 

肌に触れる風もだんだんと冷たくなり、晩秋の気配が感じられるようになりました。 

皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。これから忙しい時期になります。 

皆様もお風邪などひかないよう、体調管理に気を付けながらお過ごしください。 

                             （山本篤史・宮健史） 
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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。 

理学療法士募集 
公益社団法人有隣厚生会 東部病院 

 

 

 

 

 

【募 集 人 員】 常勤 2 名 

【施 設 概 要】 60 床 

一般病床 37 床,地域包括ケア病床 23 床 

【待 遇】 基本給 18～28 万円～, 職務手当+役割給 

26,500 円 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 

【休 日】 日曜日，祝日，隔週土曜日，年末年始，年

次有給，夏季休暇 

【勤 務 時 間】 平日 8：30～17：00 休日 8:30～12:30 

【交 通】 御殿場線 御殿場駅より徒歩 20 分 

       富士急行バス約 5 分滝ケ原方行立道下下車 

【応 募 方 法】 電話・メールでのご連絡又は履歴書を郵送

して下さい。病院見学も随時行っておりま

す。 

【連 絡 先】 〒412-0041 御殿場市茱萸沢 1180-2 

公益社団法人有隣厚生会 東部病院 
Tel 0550-89-8000 Fax0550-89-9811 

担当 事務長：関野 

E－mail  n-sekino@tobubyouin.jp 

平成 30 年 4 月より地域包括ケア病床を新たに開

設しました。あなたのコミュニケーション能力を

活かし、地域に密着した医療をめざしませんか？

また、子育て支援にも力を入れております。

理学療法士募集 

医療法人社団 真養会 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 強化型老人保健施設（100 名通所 40 名）

医療療養型病床（87 床通所 79 名） 

【待 遇】 基本給 21 万円～,通勤手当,住宅手当, 

家族手当,皆勤手当, 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制+事業所が定める休暇日,年

間休日 117 日（H30）,年次有給 10 日 

【勤務時間】 勤務地によって就業時間は異なります。 

【応募方法】 お電話の上、履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒410-0821 沼津市大平 1117-1 

医療法人社団 真養会 
Tel 055-934-1165 Fax 055-932-7934 

担当 小出 

E－mail:rokenoh@pastel.ocn.ne.jp 

ＨＰ: http://shinyoukai.or.jp/ 

当法人は地域医療・介護の中心的な役割を担う

「地域包括ケアシステム」の構築をめざしてお

り、目標をもって業務に励み、常に患者様・利

用者様本位で探求し、ケアを提供する事に共感

いただける方を募集しております。 

理学療法士募集 
医療法人社団喜生会 新富士病院 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 5 名 （パートも応相談） 

【施設概要】 206 床（一般：52 床 療養：154 床） 

【待 遇】 月給 267,466 円～（＋経験年数加算）,

通勤手当,住宅手当,家族手当あり 

賞与年 1 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 4 週 8 休（年間 110 日），年次有給，夏季

休暇（3 日），年末年始休暇あり 

【勤務時間】 8：45～17：15 

【通勤手段】 マイカー通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 電話にて連絡の上、履歴書郵送。 

         随時見学可能。 

【連 絡 先】 〒417-0801 富士市大渕 3900 

Tel 0545-36-2211 Fax 0545-36-2343 

担当 人事課：杉浦・渡邉 

Mail  info@shinfuji.or.jp 

ＨＰ  http://www.shinfuji.or.jp/ 

---「こころ」が通う「信頼」の医療--- 

私たち新富士病院グループは、「社会での責任を果たすこ

と、自分の生活の充実を図ること」を目指した、ワークライフ

バランスを考えていきます。将来のキャリアデザインを描い

ていけるようサポートしています。人が好き、明るい未来が

好き・・・、だから私たちと一緒に歩きだしてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

理学療法士募集 
公益社団法人有隣厚生会 東部病院 

 

 

 

 

 

【募 集 人 員】 常勤 2 名 

【施 設 概 要】 60 床 

一般病床 37 床,地域包括ケア病床 23 床 

【待 遇】 基本給 18～28 万円～, 職務手当+役割給 

26,500 円 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 

【休 日】 日曜日，祝日，隔週土曜日，年末年始，年

次有給，夏季休暇 

【勤 務 時 間】 平日 8：30～17：00 休日 8:30～12:30 

【交 通】 御殿場線 御殿場駅より徒歩 20 分 

       富士急行バス約 5 分滝ケ原方行立道下下車 

【応 募 方 法】 電話・メールでのご連絡又は履歴書を郵送

して下さい。病院見学も随時行っておりま

す。 

【連 絡 先】 〒412-0041 御殿場市茱萸沢 1180-2 

公益社団法人有隣厚生会 東部病院 
Tel 0550-89-8000 Fax0550-89-9811 

担当 事務長：関野 

E－mail  n-sekino@tobubyouin.jp 

平成 30 年 4 月より地域包括ケア病床を新たに開

設しました。あなたのコミュニケーション能力を

活かし、地域に密着した医療をめざしませんか？

また、子育て支援にも力を入れております。

理学療法士募集 

医療法人社団 真養会 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 強化型老人保健施設（100 名通所 40 名）

医療療養型病床（87 床通所 79 名） 

【待 遇】 基本給 21 万円～,通勤手当,住宅手当, 

家族手当,皆勤手当, 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制+事業所が定める休暇日,年

間休日 117 日（H30）,年次有給 10 日 

【勤務時間】 勤務地によって就業時間は異なります。 

【応募方法】 お電話の上、履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒410-0821 沼津市大平 1117-1 

医療法人社団 真養会 
Tel 055-934-1165 Fax 055-932-7934 

担当 小出 

E－mail:rokenoh@pastel.ocn.ne.jp 

ＨＰ: http://shinyoukai.or.jp/ 

当法人は地域医療・介護の中心的な役割を担う

「地域包括ケアシステム」の構築をめざしてお

り、目標をもって業務に励み、常に患者様・利

用者様本位で探求し、ケアを提供する事に共感

いただける方を募集しております。 

理学療法士募集 
医療法人社団喜生会 新富士病院 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 5 名 （パートも応相談） 

【施設概要】 206 床（一般：52 床 療養：154 床） 

【待 遇】 月給 267,466 円～（＋経験年数加算）,

通勤手当,住宅手当,家族手当あり 

賞与年 1 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 4 週 8 休（年間 110 日），年次有給，夏季

休暇（3 日），年末年始休暇あり 

【勤務時間】 8：45～17：15 

【通勤手段】 マイカー通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 電話にて連絡の上、履歴書郵送。 

         随時見学可能。 

【連 絡 先】 〒417-0801 富士市大渕 3900 

Tel 0545-36-2211 Fax 0545-36-2343 

担当 人事課：杉浦・渡邉 

Mail  info@shinfuji.or.jp 

ＨＰ  http://www.shinfuji.or.jp/ 

---「こころ」が通う「信頼」の医療--- 

私たち新富士病院グループは、「社会での責任を果たすこ

と、自分の生活の充実を図ること」を目指した、ワークライフ

バランスを考えていきます。将来のキャリアデザインを描い

ていけるようサポートしています。人が好き、明るい未来が

好き・・・、だから私たちと一緒に歩きだしてみませんか。 

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士募集 
医療法人財団百葉の会 湖山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

               ももはクリニック石坂 

 

 

 

 
 

 

【募集人員】 各職種 数名 (常勤・常勤) 

【施設概要】 湖山リハビリテーション病院(富士市大渕) 

         ももはクリニック石坂(富士市石坂) 

【待 遇】 基本給 233,750 円～ (新卒の場合) 

         ※給与は経験を考慮します。 

通勤手当、子育て手当、寮あり 

業績により賞与年 2 回・決算賞与 

昇給年 1 回、各種保険完備 

確定拠出年金制度 

【休 日】 月 9～10 日休、有給休暇初年度 12 日 

【勤務時間】 8：00～18：00 の間で 8 時間 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい 

         施設見学も歓迎いたします。 

【連 絡 先】 〒417-0801 静岡県富士市大渕 405-25 

医療法人財団 百葉の会 担当/望月  

Tel 0120-278-228 (0545-36-2145) 

⇐百葉の会の詳しい情報はこちら   

理学療法士・作業療法士募集 

医療法人社団静寿会グループ 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

【勤務地】静岡市(清水区、駿河区)・浜松市(天竜区) 

沼津市・富士市・富士宮市・焼津市 

熱海市・小山町 

【募集人員】常勤２名 

【施設概要】介護老人保健施設 29～100 床 

         入所・短期・通所(施設により異なる) 

【待 遇】基本給１８万円～ 通勤手当、資格手当ほか 

       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】週休２日制、年間休日 105～107 日 

【勤務時間】8：30～17：30 (40h/w) 

【応募方法】電話連絡または履歴書を送付下さい。 

            施設見学も歓迎します。 

【連絡先】〒424-0008 静岡市清水区押切 997-5 

       介護老人保健施設 サテライト葵 

       ℡054-625-5222  担当：鈴木・深澤 

E-mail: sateraitoaoi@gmail.com  HP  http://seijukai-gp.jp

「福祉の基本は在宅であることを念頭に置き、利用

者の自立を最大限に尊重し、医療的見地に立って

介護いたします」を理念としています。 

静寿会グループであなたの資格・実力を生かして

みませんか。 

「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」を理

念に静岡市、富士市、富士宮市を中心に医療・介

護サービスを提供しています。地域を支える療法

士として、共に成長できる仲間を募集いたします。

《ﾘﾊﾋﾞﾘ職員数》PT:82 名、OT:59 名、ST:8 名 

理学療法士募集 

ライブリーデイ中銀熱海 

（中銀インテグレーション株式会社） 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名（要普通自動車運転免許） 

【施設概要】 利用定員２５名/日 

【サービス提供時間】 月～金 9：30～15：30 

土    9：30～11：00、14：00～15：30 

【待 遇】 基本給 25 万 4 千円～, 

通勤手当,住宅手当、家族手当 

処遇改善手当/別途支給 

賞与年 2 回,昇給有/各種保険完備, 

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制（日曜日固定），年次有給， 

年末・年始休暇 

【勤務時間】 8：15～17：15 

【交 通】 熱海駅より徒歩 15 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒413-0019 熱海市咲見町 6-5 

         TEL:0557-82-0011 

ライブリーデイ中銀熱海 担当：西村 

デイサービス（通所介護）で、機能訓練を提供

するお仕事です。在宅生活をより快適にお過ご

し頂く為に、ＰＴのお力が必要です。 

理学療法士募集 

医療法人社団 良明会 溝口整形外科医院 

 

 

 

 

 

 

【募 集 人 員】 常勤若干名（パートタイム可：時給 1600 円～）

【施 設 概 要】 整形外科、リウマチ科、 

運動器リハビリテーション、無床 

【待 遇】 基本給 22 万円～、資格手当、通勤手当、 

家族手当、住宅手当、賞与年 2 回、 

各種保険完備、退職金制度（経験者優遇） 

【休 日】 日祝日、水土午後、（隔週週休 2 日）、 

年次有給休暇、夏期休暇、年末年始 

【勤 務 時 間】 月、火、木、金 8：00～18：00 

（休憩あり、相談に応ず） 

          水、土 8：00～12：00 

【交 通】 静鉄ジャストライン 安倍口新田バス停より 

徒歩 3 分、自動車通勤可 

【応 募 方 法】 電話または履歴書郵送 

【連 絡 先】 〒421-2114 静岡市葵区安倍口新田 129-21

溝口整形外科医院 担当 溝口 
  ☎054-296-5622 FAX054-296-5101 

整形外科クリニックです。運動器リハを中心に、

患者様の健康寿命の延伸を目指し、スタッフ一

同頑張っています。 
やる気のある方でしたら、経験は問いません。

是非、私共の仲間になってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士募集 
医療法人財団百葉の会 湖山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

               ももはクリニック石坂 

 

 

 

 
 

 

【募集人員】 各職種 数名 (常勤・常勤) 

【施設概要】 湖山リハビリテーション病院(富士市大渕) 

         ももはクリニック石坂(富士市石坂) 

【待 遇】 基本給 233,750 円～ (新卒の場合) 

         ※給与は経験を考慮します。 

通勤手当、子育て手当、寮あり 

業績により賞与年 2 回・決算賞与 

昇給年 1 回、各種保険完備 

確定拠出年金制度 

【休 日】 月 9～10 日休、有給休暇初年度 12 日 

【勤務時間】 8：00～18：00 の間で 8 時間 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい 

         施設見学も歓迎いたします。 

【連 絡 先】 〒417-0801 静岡県富士市大渕 405-25 

医療法人財団 百葉の会 担当/望月  

Tel 0120-278-228 (0545-36-2145) 

⇐百葉の会の詳しい情報はこちら   

理学療法士・作業療法士募集 

医療法人社団静寿会グループ 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

【勤務地】静岡市(清水区、駿河区)・浜松市(天竜区) 

沼津市・富士市・富士宮市・焼津市 

熱海市・小山町 

【募集人員】常勤２名 

【施設概要】介護老人保健施設 29～100 床 

         入所・短期・通所(施設により異なる) 

【待 遇】基本給１８万円～ 通勤手当、資格手当ほか 

       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】週休２日制、年間休日 105～107 日 

【勤務時間】8：30～17：30 (40h/w) 

【応募方法】電話連絡または履歴書を送付下さい。 

            施設見学も歓迎します。 

【連絡先】〒424-0008 静岡市清水区押切 997-5 

       介護老人保健施設 サテライト葵 

       ℡054-625-5222  担当：鈴木・深澤 

E-mail: sateraitoaoi@gmail.com  HP  http://seijukai-gp.jp

「福祉の基本は在宅であることを念頭に置き、利用

者の自立を最大限に尊重し、医療的見地に立って

介護いたします」を理念としています。 

静寿会グループであなたの資格・実力を生かして

みませんか。 

「自らが受けたいと思う医療と福祉の創造」を理

念に静岡市、富士市、富士宮市を中心に医療・介

護サービスを提供しています。地域を支える療法

士として、共に成長できる仲間を募集いたします。

《ﾘﾊﾋﾞﾘ職員数》PT:82 名、OT:59 名、ST:8 名 

理学療法士募集 

ライブリーデイ中銀熱海 

（中銀インテグレーション株式会社） 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名（要普通自動車運転免許） 

【施設概要】 利用定員２５名/日 

【サービス提供時間】 月～金 9：30～15：30 

土    9：30～11：00、14：00～15：30 

【待 遇】 基本給 25 万 4 千円～, 

通勤手当,住宅手当、家族手当 

処遇改善手当/別途支給 

賞与年 2 回,昇給有/各種保険完備, 

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制（日曜日固定），年次有給， 

年末・年始休暇 

【勤務時間】 8：15～17：15 

【交 通】 熱海駅より徒歩 15 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒413-0019 熱海市咲見町 6-5 

         TEL:0557-82-0011 

ライブリーデイ中銀熱海 担当：西村 

デイサービス（通所介護）で、機能訓練を提供

するお仕事です。在宅生活をより快適にお過ご

し頂く為に、ＰＴのお力が必要です。 

理学療法士募集 

医療法人社団 良明会 溝口整形外科医院 

 

 

 

 

 

 

【募 集 人 員】 常勤若干名（パートタイム可：時給 1600 円～）

【施 設 概 要】 整形外科、リウマチ科、 

運動器リハビリテーション、無床 

【待 遇】 基本給 22 万円～、資格手当、通勤手当、 

家族手当、住宅手当、賞与年 2 回、 

各種保険完備、退職金制度（経験者優遇） 

【休 日】 日祝日、水土午後、（隔週週休 2 日）、 

年次有給休暇、夏期休暇、年末年始 

【勤 務 時 間】 月、火、木、金 8：00～18：00 

（休憩あり、相談に応ず） 

          水、土 8：00～12：00 

【交 通】 静鉄ジャストライン 安倍口新田バス停より 

徒歩 3 分、自動車通勤可 

【応 募 方 法】 電話または履歴書郵送 

【連 絡 先】 〒421-2114 静岡市葵区安倍口新田 129-21

溝口整形外科医院 担当 溝口 
  ☎054-296-5622 FAX054-296-5101 

整形外科クリニックです。運動器リハを中心に、

患者様の健康寿命の延伸を目指し、スタッフ一

同頑張っています。 
やる気のある方でしたら、経験は問いません。

是非、私共の仲間になってください。 
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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。 

理学療法士募集 
医療法人社団 ティグリス 

 焼津駅前整形外科 

リウマチ・リハビリクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤若干名 

【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（新卒の場合：月給 21

万円）、通勤手当、家族手当、賞与年 2

回、研修費補助、退職金制度、保険完

備、福利厚生施設 

【休 日】 日曜祝日、年次有給、夏季休暇、年末

年始 

【勤務時間】 月～金 8：15～18：30（水は 12：30 まで）

     土 8：15～13：00 

【交 通】 JR 焼津駅より徒歩 5 分 

【応募方法】 電話または履歴書を郵送 

         施設見学随時可能 

【連 絡 先】 〒425-0021 焼津市中港 1-2-28 

          Tel 054-621-5511 担当 事務長：上野 

          HP http://www.yesrrc.com 

一般整形だけでなく、スポーツ整形にも力を

入れています。新人の方はもちろん運動器リハ

未経験の方でも指導・教育いたしますので、整

形外科の幅広い分野に興味のある方は是非ご応

募ください。 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名、非常勤 1 名 

【施設概要】 在宅療養支援診療所 

 

【待 遇】 基本給 25 万円～,通勤手当,住宅手当, 

家族手当 

時給 1,700 円～ 

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】 週休 2 日制，年次有給，夏季休暇，  

年間休日 120 日 

【勤務時間】 9：00～18：00 

【交 通】 静岡駅よりバス 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒422-8041 静岡市駿河区中田 4-6-1 

医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック 
Tel 054-269-6777 Fax 054-269-6778 

担当 事務長：山瀬 

私たちは在宅診療とリウマチ・膠原病診療を専門

とするクリニックです。在宅診療に興味がある方、

熱意のある方歓迎致します！ 

理学療法士・作業療法士 募集 
医療法人社団清明会 

静岡リハビリテーション病院 

 

 

 

 

【募集人員】①理学療法士 若干名 

②訪ﾘﾊ実務経験のある理学・作業療法士

【施設概要】①１４８床：回リ：９４床・療養：５４床 

②病院周辺地域を中心とした訪問リハ 

【待 遇】 基本給 197,100 円～,(経験者応相談) 

通勤,住宅,家族,技術手当あり 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制(土曜・祝日交代勤務)、  

年次有給、年末年始休暇 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【応募方法】 まずは電話にてご相談ください 

【連 絡 先】 〒421-1311 静岡市葵区富沢 1405 

医療法人社団清明会 

静岡リハビリテーション病院 
Tel 054-270-1221 Fax 054-270-1228 

担当 事務次長：細井 

E－mail : shizuriha@ny.tokai.or.jp 

“人と地域がともに支え合う医療”を法人理念と

し、地域に根付いた良質なリハビリテーション医

療を展開しています。今回、①院内勤務 PT、②訪

問リハ PT/OT の募集です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

理学療法士募集 
医療法人社団 ティグリス 

 焼津駅前整形外科 

リウマチ・リハビリクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤若干名 

【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（新卒の場合：月給 21

万円）、通勤手当、家族手当、賞与年 2

回、研修費補助、退職金制度、保険完

備、福利厚生施設 

【休 日】 日曜祝日、年次有給、夏季休暇、年末

年始 

【勤務時間】 月～金 8：15～18：30（水は 12：30 まで）

     土 8：15～13：00 

【交 通】 JR 焼津駅より徒歩 5 分 

【応募方法】 電話または履歴書を郵送 

         施設見学随時可能 

【連 絡 先】 〒425-0021 焼津市中港 1-2-28 

          Tel 054-621-5511 担当 事務長：上野 

          HP http://www.yesrrc.com 

一般整形だけでなく、スポーツ整形にも力を

入れています。新人の方はもちろん運動器リハ

未経験の方でも指導・教育いたしますので、整

形外科の幅広い分野に興味のある方は是非ご応

募ください。 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名、非常勤 1 名 

【施設概要】 在宅療養支援診療所 

 

【待 遇】 基本給 25 万円～,通勤手当,住宅手当, 

家族手当 

時給 1,700 円～ 

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】 週休 2 日制，年次有給，夏季休暇，  

年間休日 120 日 

【勤務時間】 9：00～18：00 

【交 通】 静岡駅よりバス 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒422-8041 静岡市駿河区中田 4-6-1 

医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリニック 
Tel 054-269-6777 Fax 054-269-6778 

担当 事務長：山瀬 

私たちは在宅診療とリウマチ・膠原病診療を専門

とするクリニックです。在宅診療に興味がある方、

熱意のある方歓迎致します！ 

理学療法士・作業療法士 募集 
医療法人社団清明会 

静岡リハビリテーション病院 

 

 

 

 

【募集人員】①理学療法士 若干名 

②訪ﾘﾊ実務経験のある理学・作業療法士

【施設概要】①１４８床：回リ：９４床・療養：５４床 

②病院周辺地域を中心とした訪問リハ 

【待 遇】 基本給 197,100 円～,(経験者応相談) 

通勤,住宅,家族,技術手当あり 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備,

退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制(土曜・祝日交代勤務)、  

年次有給、年末年始休暇 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【応募方法】 まずは電話にてご相談ください 

【連 絡 先】 〒421-1311 静岡市葵区富沢 1405 

医療法人社団清明会 

静岡リハビリテーション病院 
Tel 054-270-1221 Fax 054-270-1228 

担当 事務次長：細井 

E－mail : shizuriha@ny.tokai.or.jp 

“人と地域がともに支え合う医療”を法人理念と

し、地域に根付いた良質なリハビリテーション医

療を展開しています。今回、①院内勤務 PT、②訪

問リハ PT/OT の募集です。 
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理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団聖稜会 聖稜リハビリテーション病院 

 

 

 

 

 
【募 集 人 員 】 常勤・非常勤 数名 

【施 設 概 要 】 回復期リハビリテ－ション病床 125 床、介護老人保健施

設 100 床、通所リハビリテーション、デイサービス、訪問リハビリテーショ

ン、総合事業 

【待 遇】 〈給与〉 235,284 円～299,350 円：住宅手当・家族手当

は規定により支給：通勤手当 上限 31,600 円まで支給  

〈賞与〉 年 3 回：基本給×5 ヶ月（前年度実績） 〈その他〉退職金制度あ

り（勤続 3 年以上） 昇給年 1 回 託児所完備 

【休 日】 週休 2 日制 平成 30 年度休日数 124 日（年末年始、夏

季休暇を含む）、有給休暇は入職 3 ヶ月後に規程により支給、リフレッシ

ュ休暇あり（入職後 1 年以上） 

【勤 務 時 間 】 日勤 8：30～17：00 早番 7：15～15：45  

遅番 10：45～19：15 

【交 通】 藤枝市自主運行バス藤枝駅ゆらく線 聖稜リハビリテ

ーシュン病院下車徒歩 1 分 

【応 募 方 法 】 電話にて担当にご連絡下さい。 

【 連 絡 先 】〒426-0133 藤枝市宮原 676-1  

          電話 054-639-0198  ＦＡＸ 054-639-0205 

            担当 総務課 佐々木 

分り易い 温かい 外に開かれた医療を病院理念とし、地

域と共に歩んで参りました。回復期リハビリテーション

病棟を中心に介護保険事業、総合事業、小児外来リハビ

リまで幅広く展開しています。お気軽にご連絡下さい。

理学療法士・作業療法士 募集 

おおとみリウマチ整形外科 
 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【待 遇】 年収 360 万円～600 万円（残業代含む）

         ※給与については経験能力・現在の年

収を考慮いたします。 

賞与年 2 回、昇給年 1 回、交通費規定

支給、社会保険完備、学会出席手当

有り 

【休 日】 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始

【勤務時間】 8：30～12：30、13：30～18：30（労働時間

8 時間）時間外労働 月平均 20 時間 

【応募方法】 履歴書を当院太田宛までご郵送くださ

い。書類選考の上、面接のご連絡をいたします。 

【連 絡 先】 TEL：054-631-9993    

担当：総合施設長 太田 裕介 

【 所 在 地 】 〒425-0068 焼津市中新田 1-1 

おおとみリウマチ整形外科  

院長 加藤紀彦 

ホームページ ： www.otomi.jp 

当院は平成 22 年に焼津市中新田にて開院しま

した。今回は、通所リハビリ・訪問リハビリ業

務を行って頂く理学療法士・作業療法士を募集

いたします。 

理学療法士募集 

医療法人社団 生駒会生駒脳神経クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名 

【施設概要】 外来リハビリテーション 

【待 遇】 基本給２３万円～,通勤手当, , 

賞与年 2 回, 昇給は適宜あり 

各種保険完備, 退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制，年次有給， 

夏季休暇 7 日，冬期休暇 7 日 

【勤務時間】 8：30～12：30 14：00～18：00 

【交 通】 東海道線島田駅より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒427-0056 島田市大津通１５－２ 

生駒脳神経クリニック 小塙聡司 
TEL：0547-37-3155 
FAX:0547-37-7676 
E-mail：baruchikku@aol.com 

脳卒中、変性疾患、認知症などの治療を行う脳

神経クリニックです。外来リハビリなど施行し

ており、2019 年 3 月末での理学療法士退職で

の募集です。 

理学療法士・作業療法士 募集 

医療法人志太会 介護老人保健施設ユニケア岡部 
 

 

 

 

 

 

 

募集人員：常勤２名（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑも可時給 1,400 円～） 
施設概要：介護老人保健施設ユニケア岡部 100 床、通所リ

ハビリテーション、訪問リハビリテーション 
待遇：年収 320 万～441 万（賞与年 4.2 ヵ月分含む 資格

手当込） 
その他 住宅手当 5,000 円 
子供手当 6,000 円/1 人（高校卒業まで） 
退職金制度あり 特別賞与制度あり 三輪医院受診代補助 
産休・育休取得実績多数 育休復帰後時短勤務実績あり 
親睦会宴会無料（納涼会・忘年会） 
休日：土曜・日曜 
勤務時間：8：15～17：15 
交通：自動車通勤可（職員駐車場あり） 
応募方法：電話または履歴書を郵送してください 
     職場見学随時可能です 
連絡先：〒421-1131 藤枝市岡部町内谷 1473-3 
    介護老人保健施設 ユニケア岡部 
   Tel 054-667-5555 担当 副施設長 小沼 

在宅生活が困難になった方へ住み慣れた地域で、在宅復

帰を目的としてリハビリ提供を行っています。他職種と

連携を図り、その方らしい生活を築いていくために一緒

に働ける PT・OT を募集します。土日休みですので研修

参加がしやすい環境です。興味のある方は是非お気軽に

ご連絡ください。職場見学のみでも大歓迎です。 

 

 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団聖稜会 聖稜リハビリテーション病院 

 

 

 

 

 
【募 集 人 員 】 常勤・非常勤 数名 

【施 設 概 要 】 回復期リハビリテ－ション病床 125 床、介護老人保健施

設 100 床、通所リハビリテーション、デイサービス、訪問リハビリテーショ

ン、総合事業 

【待 遇】 〈給与〉 235,284 円～299,350 円：住宅手当・家族手当

は規定により支給：通勤手当 上限 31,600 円まで支給  

〈賞与〉 年 3 回：基本給×5 ヶ月（前年度実績） 〈その他〉退職金制度あ

り（勤続 3 年以上） 昇給年 1 回 託児所完備 

【休 日】 週休 2 日制 平成 30 年度休日数 124 日（年末年始、夏

季休暇を含む）、有給休暇は入職 3 ヶ月後に規程により支給、リフレッシ

ュ休暇あり（入職後 1 年以上） 

【勤 務 時 間 】 日勤 8：30～17：00 早番 7：15～15：45  

遅番 10：45～19：15 

【交 通】 藤枝市自主運行バス藤枝駅ゆらく線 聖稜リハビリテ

ーシュン病院下車徒歩 1 分 

【応 募 方 法 】 電話にて担当にご連絡下さい。 

【 連 絡 先 】〒426-0133 藤枝市宮原 676-1  

          電話 054-639-0198  ＦＡＸ 054-639-0205 

            担当 総務課 佐々木 

分り易い 温かい 外に開かれた医療を病院理念とし、地

域と共に歩んで参りました。回復期リハビリテーション

病棟を中心に介護保険事業、総合事業、小児外来リハビ

リまで幅広く展開しています。お気軽にご連絡下さい。

理学療法士・作業療法士 募集 

おおとみリウマチ整形外科 
 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【待 遇】 年収 360 万円～600 万円（残業代含む）

         ※給与については経験能力・現在の年

収を考慮いたします。 

賞与年 2 回、昇給年 1 回、交通費規定

支給、社会保険完備、学会出席手当

有り 

【休 日】 土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始

【勤務時間】 8：30～12：30、13：30～18：30（労働時間

8 時間）時間外労働 月平均 20 時間 

【応募方法】 履歴書を当院太田宛までご郵送くださ

い。書類選考の上、面接のご連絡をいたします。 

【連 絡 先】 TEL：054-631-9993    

担当：総合施設長 太田 裕介 

【 所 在 地 】 〒425-0068 焼津市中新田 1-1 

おおとみリウマチ整形外科  

院長 加藤紀彦 

ホームページ ： www.otomi.jp 

当院は平成 22 年に焼津市中新田にて開院しま

した。今回は、通所リハビリ・訪問リハビリ業

務を行って頂く理学療法士・作業療法士を募集

いたします。 

理学療法士募集 

医療法人社団 生駒会生駒脳神経クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤１名 

【施設概要】 外来リハビリテーション 

【待 遇】 基本給２３万円～,通勤手当, , 

賞与年 2 回, 昇給は適宜あり 

各種保険完備, 退職金制度あり 

【休 日】 週休 2 日制，年次有給， 

夏季休暇 7 日，冬期休暇 7 日 

【勤務時間】 8：30～12：30 14：00～18：00 

【交 通】 東海道線島田駅より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒427-0056 島田市大津通１５－２ 

生駒脳神経クリニック 小塙聡司 
TEL：0547-37-3155 
FAX:0547-37-7676 
E-mail：baruchikku@aol.com 

脳卒中、変性疾患、認知症などの治療を行う脳

神経クリニックです。外来リハビリなど施行し

ており、2019 年 3 月末での理学療法士退職で

の募集です。 

理学療法士・作業療法士 募集 

医療法人志太会 介護老人保健施設ユニケア岡部 
 

 

 

 

 

 

 

募集人員：常勤２名（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑも可時給 1,400 円～） 
施設概要：介護老人保健施設ユニケア岡部 100 床、通所リ

ハビリテーション、訪問リハビリテーション 
待遇：年収 320 万～441 万（賞与年 4.2 ヵ月分含む 資格

手当込） 
その他 住宅手当 5,000 円 
子供手当 6,000 円/1 人（高校卒業まで） 
退職金制度あり 特別賞与制度あり 三輪医院受診代補助 
産休・育休取得実績多数 育休復帰後時短勤務実績あり 
親睦会宴会無料（納涼会・忘年会） 
休日：土曜・日曜 
勤務時間：8：15～17：15 
交通：自動車通勤可（職員駐車場あり） 
応募方法：電話または履歴書を郵送してください 
     職場見学随時可能です 
連絡先：〒421-1131 藤枝市岡部町内谷 1473-3 
    介護老人保健施設 ユニケア岡部 
   Tel 054-667-5555 担当 副施設長 小沼 

在宅生活が困難になった方へ住み慣れた地域で、在宅復

帰を目的としてリハビリ提供を行っています。他職種と

連携を図り、その方らしい生活を築いていくために一緒

に働ける PT・OT を募集します。土日休みですので研修

参加がしやすい環境です。興味のある方は是非お気軽に

ご連絡ください。職場見学のみでも大歓迎です。 
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 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。 

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 1969 

         小早川整形リウマチクリニック 

担当：岡本  

電話番号 0538-43-5800   

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
医療法人社団愛慈会 介護老人保健施設さくらの苑 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 入所 100 床・デイケア 39 名 

【待 遇】 月給 235,000 円～28,5000 円：経験による

（資格手当・皆勤手当含む） 

通勤手当 

家族手当（月額１１,０００円限度） 

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】 週休 2 日（土・日） 

年次有給，夏季・冬季休暇(各 3 日) 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 ＪＲ磐田駅より徒歩 10 分 

自動車通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい 

【連 絡 先】 〒438-0074 磐田市二之宮 1162 

Tel 0538-33-3800 Fax 0538-33-3802 

担当 高橋   

JR 磐田駅からほど近い場所ではありますが、野鳥

が多く生息する自然豊かな当施設です。 
介護老人保健施設本来の役割であります在宅支援

を目指し、利用者の在宅生活をバックアップでき

るよう各専門職が多職種協働でサービスの提供に

努めております。是非、一緒に働きませんか。 

株式会社 知創 櫻乃苑 
理学療法士募集 

 

 

 

 

 

 

 

募集人員：1 名 
施設概要：浜松全体 202 床  

浜松天竜（特定）29 床 浜松天竜（住宅型）31 床 
浜松富塚（住宅型）82 床 浜松鍛冶町（住宅型）60 床 

待遇：27 万円～（見習い期間 3 ヶ月間 25 万円） 
   通勤手当 賞与年 2 回、昇給年１回、各種保険完備 
休日：４週８休・年間 110 日、年次有給、夏季冬季休暇（各 3 日）

勤務時間：8：30-17：30 
交通：東海道線浜松駅下車・遠鉄バス 14 番乗り場 8 富塚じ

ゅんかん、パークタウン行き長坂橋下車徒歩 2 分 
応募方法：電話又は履歴書ご送付下さい。 
連絡先：〒432-8002 浜松市中区富塚町 1040-3 
    櫻乃苑 浜松富塚  
    TEL：053-475-0939・FAX ：053-475-0940 
    担当：本部 佐久間 
    e-mail: info-hamamatsu-tm@sakuranosono.jp 
    HP: http://www.sakuranosono.jp/ 

櫻乃苑は東京 2 件、浜松 3 件の有料老人ホーム運営いた

しております。全施設看護師 24 時間在中にて、在宅医

療等の必要な方が、終末期まで個人の空間にて過ごせる

施設として運営致しております。浜松に於いては、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所として、リハビ

リも訪問看護の一環として行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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 1969 

         小早川整形リウマチクリニック 

担当：岡本  

電話番号 0538-43-5800   

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
医療法人社団愛慈会 介護老人保健施設さくらの苑 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 入所 100 床・デイケア 39 名 

【待 遇】 月給 235,000 円～28,5000 円：経験による

（資格手当・皆勤手当含む） 

通勤手当 

家族手当（月額１１,０００円限度） 

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】 週休 2 日（土・日） 

年次有給，夏季・冬季休暇(各 3 日) 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交 通】 ＪＲ磐田駅より徒歩 10 分 

自動車通勤可（無料駐車場あり） 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい 

【連 絡 先】 〒438-0074 磐田市二之宮 1162 

Tel 0538-33-3800 Fax 0538-33-3802 

担当 高橋   

JR 磐田駅からほど近い場所ではありますが、野鳥

が多く生息する自然豊かな当施設です。 
介護老人保健施設本来の役割であります在宅支援

を目指し、利用者の在宅生活をバックアップでき

るよう各専門職が多職種協働でサービスの提供に

努めております。是非、一緒に働きませんか。 

株式会社 知創 櫻乃苑 
理学療法士募集 

 

 

 

 

 

 

 

募集人員：1 名 
施設概要：浜松全体 202 床  

浜松天竜（特定）29 床 浜松天竜（住宅型）31 床 
浜松富塚（住宅型）82 床 浜松鍛冶町（住宅型）60 床 

待遇：27 万円～（見習い期間 3 ヶ月間 25 万円） 
   通勤手当 賞与年 2 回、昇給年１回、各種保険完備 
休日：４週８休・年間 110 日、年次有給、夏季冬季休暇（各 3 日）

勤務時間：8：30-17：30 
交通：東海道線浜松駅下車・遠鉄バス 14 番乗り場 8 富塚じ

ゅんかん、パークタウン行き長坂橋下車徒歩 2 分 
応募方法：電話又は履歴書ご送付下さい。 
連絡先：〒432-8002 浜松市中区富塚町 1040-3 
    櫻乃苑 浜松富塚  
    TEL：053-475-0939・FAX ：053-475-0940 
    担当：本部 佐久間 
    e-mail: info-hamamatsu-tm@sakuranosono.jp 
    HP: http://www.sakuranosono.jp/ 

櫻乃苑は東京 2 件、浜松 3 件の有料老人ホーム運営いた

しております。全施設看護師 24 時間在中にて、在宅医

療等の必要な方が、終末期まで個人の空間にて過ごせる

施設として運営致しております。浜松に於いては、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所として、リハビ

リも訪問看護の一環として行っております。 
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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）  

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 

 

※ゆまにて 172 号の掲載原稿の締め切りは 

2018 年 12 月 28 日です。 
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