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『変化』

公益社団法人静岡県理学療法士会

専務理事/事務局長 瀧 和人 
新元号「令和」がスタートして約 4 ヶ月が経過しようとしています。まだまだ残暑厳しい中、皆様いか

がお過ごしでしょうか？新人の皆様は職場の雰囲気にも慣れ、業務も一通り経験し落ち着いてきた頃でし

ょう。

私は 6 月に行われました役員選挙にて、皆様からのご支援を賜り理事に当選する事ができました。この

場をお借りし感謝申し上げます。現在事務局長を拝命し、事務局機能の安定及び強化ができるよう日々、

邁進しております。

さて、会員の皆様はすでにご存じの事と思いますが、本会は今年「創立 50 周年」を迎えます。創立 50
周年を記念しまして、11 月 3 日（祝）に静岡市内で記念式典を開催致します。本会がこれまで着実に成長

を遂げられたのは先人たちの努力はもちろんですが、会員皆様のご支援とご協力の賜物です。今後、本会

が組織としてさらに飛躍していくのも会員皆様のお力があってこそだと考えております。これからも変わ

らぬご支援・ご協力のほどよろしくお願い致します。

近い将来に目を向けますと来年には「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」が開催されます。本会

としても日本自転車競技連盟からの依頼に基づき協力していく方針であり、サポート体制を整備している

ところであります。また、理学療法士教育においては約 20 年ぶりに改正された指定規則に伴う「臨床実習

の在り方」、2021 年からスタートする「新・生涯学習システム」と我々、理学療法士を取り巻く環境も社会

情勢と共に大きな変化を見せています。供給過多とも言われ始めている理学療法士ですが、このような「変

化」を認識し、柔軟に対応できる者こそ生き残れるものと私は考えます。

理学療法士は「変化」を敏感に感じ取り対応できる職種であると私は思います。これからも様々な「変

化」が待ち構えていると思いますが、このような「変化」に柔軟に対応できる強い組織を皆様とともに作

っていきたいと思います。今後もご支援・ご協力のほどよろしくお願い致します。
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公益社団法人 静岡県理学療法士会  

創立 50 周年記念式典のご案内 
 

昨年度より準備をしていました創立 50 周年記念式典の申し込みが９月 10 日から

始まっています。 

創立 50周年という節目を会員の皆様と一緒にお祝いさせていただきたいと思いま

すので、この機会にぜひ職場の同僚・同級生・先輩・後輩をお誘いの上、記念シンポ

ジウムから祝賀会までお申し込みください。 

11 月 3 日ブケトーカイで皆様とお会い出来ることを準備委員一同楽しみにしてい

ます。皆さんのご参加をお待ちしています！ 

（公社）静岡県理学療法士会 常務理事 

創立 50 周年記念事業準備委員長 川村 浩二 

 

 

申込：グーグルフォームからの申し込み 

https://forms.gle/jbpqgSioHPKa71rn7 

       ※QR コードを読み込んで頂き、申し込みください。 

  

期日： 9月 10日（火）開始   10月 10日（木）締切 

＊左記スケジュールは多少前後する可能性がございます。ご了承ください。 
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予防局メディカルサポート部では、平成 15 年度より理学療法の知識・技術を活かし、スポーツ現

場でのメディカルサポート活動を中⼼に活動・⽀援を⾏っています。とくに⾼校野球部門やサッカ

ー部門、障がい者スポーツでは、該当する⼤会のサポートを中⼼に毎年多くの県士会員が活躍して

います。その他には、マラソン⼤会のサポートや傷害予防などの啓発活動も⾏っています。 

 

年間を通して研修会を⾏い、知識や技術を⾼め現場での対応⼒向上に努めています。案内や募集は

随時県士会 HP にアップされます。活動参加には登録が必要です。まずは登録をお願い致します︕ 

 

 

 

 

 

問い合わせ︓  予 防 局 ⻑  ⼩林 敦郎 atsu@shizuoka-pt.com 

メディカルサポート部⻑  河野 隆志 kawano@hakujuiryo.ac.jp 
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2019 年度 専門部会のご案内 

 

 

 

 今年度も公益社団法人 静岡県理学療法士会が運営する「専門部会」への入会をご案内いたします。理

学療法の活動を広く県内に広めるとともに、地域社会で活躍できる理学療法士の育成を目指しています。

この機会にぜひご入会をお勧めします。 

 

 

Q１：専門部会とは？ 

A：県士会員の「専門性向上」「研究活動支援」「相互情報交換」を目的とした「公益社団法人 静岡県

理学療法士会」独自の部会です。日本理学療法士協会の専門部会に準じた事業を行っていますが、運営は

県士会独自の事業です。 

 

Q２：どんな専門部会があるの？ 

 A：下記 6 つの専門部会があります。詳細は、県士会 HP をご覧ください。 

１）運動器系理学療法専門部会 （専門部会番号 01） 

２）生活環境支援系専門部会  （専門部会番号 02） 

３）内部障害系理学療法専門部会（専門部会番号 03） 

４）神経系理学療法専門部会  （専門部会番号 04） 

５）研究・開発支援専門部会  （専門部会番号 05） 

６）教育・管理系専門部会   （専門部会番号 06） 

  

Q３：何をしているの？ 

 A：専門分野の研修会や症例検討会の開催を中心に、座学・実技を中心に開催されています。 

 

Q４：参加費は？ 

 A：一律 1000 円（2019 年度）で参加出来ます。 

 

Q５：どうしたら参加出来るの？ 

 A：県士会員含め「どなた」でも参加が出来ます。各専門部会の研修会案内を確認いただき、お申込み

いただけます。 
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Q６：専門部会に入るメリットは？ 

 １．研修会に定員がある場合、該当部会会員は優先的に参加登録が出来ます。 

 ２．研修会に参加すると、生涯学習ポイント（10P）を得ることが出来ます。 

    ⇒ 認定・専門理学療法士を目指す会員の方に必要なポイントを得られます。 

 ３．専門部会の講師や運営に携わる経験が出来ます。 

 ４．専門分野の最新の知見や、会員同士のつながりを得ることが出来ます。 

 

Q7：どうやったら入会できるの？ 

下記必要事項を記載いただき、専門領域部まで「メール」にてお申込みください。但し、「新人

教育プログラムを終了し、日本理学療法士協会の専門部会に申請済の方」が対象となります。 

 

1） 氏名（ふりがな） 

2） 理学療法士協会 会員番号 

3） 所属施設（自宅会員の方はその旨記載） 

4） 所属施設の郵便番号、住所および電話番号（自宅会員の方は自宅住所を記載） 

5） メールアドレス 

6） 理学療法士協会会員歴：年数 

7） 新人教育修了書番号：昭和 60 年以前の入会者は除く 

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

申請してください 

8） 希望専門部会 

※前のページの１）～６）の部会のうち希望する部会を記載してください（複数登録可能） 

 

Q８：お申込み先 

  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 

学術局 専門領域部長  吉本好延 宛  

E-mail：yoshinobu-y@seirei.ac.jp 

 

連絡先：  

 〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町 3453 

  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 

  053-439-1400（代表） 
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会員各位 

学術局 専門領域部 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 
 

処暑の候、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 1 回、第 2 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Ⅰ 

日 時：令和元年 10 月 14 日（月）    10：00～15：00（受付開始 9：30） 

会 場：富士リハビリテーション専門学校 

 テーマ：「腰痛の診方～徒手医学を中心に」 

        講 師：植田 英則 先生 （富士リハビリテーション専門学校 理学療法学科長） 

 

徒手医学では医師による「構造障害」の「診断」に基づき、理学療法士は「機能障害」を「特定」

して、「構造障害」と「機能障害」の関係を明らかにし、治療を進めている。今回は、徒手医学

の評価の基本手順を中心に、それぞれの機能障害に対応した治療手技を紹介して頂く。 

 

 研修会Ⅱ 

日 時：令和元年 12 月 15 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 1 号館   

テーマ：「運動器エコーの基礎～有用性と臨床活用～」 

講 師：秋山 忍 先生 （東京医科大学付属病院 臨床検査技師） 

 

エコー検査の有用性は高いことが認識されているが、現状でエコーの正しい機器使用方法や結

果の捉え方について学習機会が少なく、エコー検査を理学療法へ活かすことができていない。今

回は、運動器を中心に検査の原理、使用方法や結果の捉え方など、講義・実践して頂く。 

 

参加費：1,000 円  

定 員：研修会Ⅰ 50 名  研修会Ⅱ 30 名 （先着順） 

申し込み期間：研修会Ⅰ 令和元年 9 月 1 日～10 月 4 日 

（9 月 1 日～9 月 7 日は静岡県理学療法士会運動器系専門部会登録者に限る） 

研修会Ⅱ 令和元年 11 月 1 日～12 月 7 日 

（11月1日～11月7日は静岡県理学療法士会運動器系専門部会登録者に限る） 

申し込み方法：【日本理学療法士協会 会員】 マイページからお申し込みください。 

セミナー番号：21367（研修会Ⅰ）  ＊協会生涯学習ポイント付与 

       【非会員】E メールでの申し込み ＜y-ohnuma-24@fj.morishima.ac.jp＞ 

富士リハビリテーション専門学校 大沼賢洋 宛 

≪必要事項≫件名に「運動器系専門部会主催 研修会ⅠもしくはⅡ申し込み」とご記入ください。 

①氏名(カナ)②ご連絡先(電話番号)③職種④メールアドレスを記載ください。 

その他：定員に達し、参加をお断りする場合のみ連絡先宛にメールにてその旨ご連絡差し上げます。 

    実技もありますので、動きやすい服装でお越しください。 

＊E-mail がご使用できない場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。 

お問い合わせ：公益社団法人 静岡県理学療法士会 電話：054-275-2985（平日 12:00～17:30） 
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【2019 年度 第１回研究開発・支援専門部会講座のご案内】 

本講座では、「研究力」向上のため、研究の計画からまとめまでのプロセスを解説します。 

臨床研究を実践するためのスキルアップの機会として、また臨床研究のあり方や疑問解決の機会と

していただけたら幸いです。皆様の参加をお待ちいたしております。 

 

＜日本理学療法士協会会員の皆様へ＞ 

認定理学療法士および専門理学療法士を目指す方に是非おすすめいたします。 

 

 テ ー マ：「臨床研究のキホン」―研究計画の立案から学会・論文発表までの道標― 

日  時：2019 年 10 月 12 日（土）13：30～16：45 休憩時間含む 

受  付：13：00 開始 

場  所：千本プラザ 大会議室 

（〒410-0867 静岡県沼津市千本１９１０番地２０６） 

講  師：金原一宏、俵祐一  

（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） 

 内  容：①13：30～15：00 

研究総論：研究の意義・量的研究と質的研究・文献収集・研究疑問の設定など 

②15：15～16：45 

実践総論：指標の尺度・解析方法などデータのとり方・まとめ方，抄録の書き 

方・まとめ方，学会発表の仕方など 

対  象：一般、県士会会員 50 名 

参 加 費：1000 円 

 申込方法：日本理学療法士協会会員の方 

・協会 HP「マイページ」からお申し込みください。 

講習会・研修会「セミナー・講習会情報閲覧」→「セミナー番号：21280」また

は「会場所在地」を「静岡県」→「士会主催研修会」に掲載されています。 
      会員以外の方およびマイページ申し込み期間外に申し込みの方 

・Email での申込先：maki-t@seirei.ac.jp 

必要事項を明記しお申込みください。返信メールにて申込完了となります。 

①氏名②フリガナ③連絡先(メールアドレス)④所属先(勤務先・部署)⑤職種 

 

申込期間：支払い方法 

     日本理学療法士協会会員の方 

 ・楽天カード；2019 年 9 月 2 日（月）～2019 年 10 月 2 日（水）  

・現金振込  ；2019 年 9 月 2 日（月）～2019 年 9 月 22 日（日）  

      会員以外の方およびマイページ申し込み期間外に申し込みの方 

・当日現金 ；2019 年 9 月 2 日（月）～2019 年 10 月 10 日（木）  

 

備  考：事前キャンセルの際は、必ず「 maki-t@seirei.ac.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）。 

問合せ先：担当 田中真希（聖隷クリストファー大学） Email：maki-t@seirei.ac.jp 
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2019 年度も静岡県理学療法士会では、支部連絡会を開催し、各施設・各ス

タッフの横のつながり、連携を強化していきたいと考えております。 

そこで、第 1 回 支部連絡会の日程が決定しましたので、ご案内させて

いただきます。職場では新人を迎え、世間では新たな元号『令和』を迎え、

何かとお忙しい中とは思いますが、是非スケジュールを調整し、ご参加い

ただきたいと思います。 

皆々様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 第 1 回 

支部連絡会のお知らせ 

Contents 
☞新・生涯学習システム 

☞臨床実習指導者講習会 

☞推進リーダーおよび推進員制度 

☞各局事業(講習会、研修会、介護予防キャラバン etc.) 

☞情報交換(グループワーク) 

   『地域連携・研修会』などをテーマに 

グループワークをを行いながら、意見交換を行います。 

地区 支  部 会  場 日  程 開催時間 

東
部
地
区 

伊豆支部 伊東市民病院 7 月 05 日(金曜日) 19:30～21:00

田方支部 NTT 伊豆病院 6 月 26 日(水曜日) 19:30～21:00

駿東支部 ピット 28(沼津中央病院) 7 月 12 日(金曜日) 19:00～20:30

富士支部 富士リハビリテーション専門学校 6 月 21 日(金曜日) 19:30～21:00

中
部
地
区 

清水支部 清水厚生病院 6 月 05 日(水曜日) 19:00～20:30

葵支部 静清リハビリテーション病院 6 月 28 日(金曜日) 19:00～20:30

駿河支部 中央医療専門大学校 5 月 31 日(金曜日) 19:00～20:30

志太榛原支部 藤枝平成記念病院 6 月 14 日(金曜日) 19:00～20:30

西
部
地
区 

小笠支部 市立御前崎総合病院 6 月 06 日(木曜日) 19:30～21:00

磐周支部 磐田総合病院 周産期センター 7 月 11 日(木曜日) 19:30～21:00

南東遠支部 浜松南病院 7 月 04 日(木曜日) 19:30～21:00

中西遠支部 浜松市リハビリテーション病院 6 月 18 日(火曜日) 19:30～21:00

北遠支部 常葉大学 浜松キャンパス 6 月 19 日(水曜日) 19:30～21:00
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令和元年度 第 3 回 神経系専門部会研修会のお知らせ 
 

「症例から学ぶ」 
クリニカル・リーズニングに基づいた症例検討 

＜主催：公益社団法人 静岡県理学療法士会＞ 
 

 
開催日時：2019 年 10 月 5 日（土）  受付 9：00〜 

会  場 ：NTT 東日本伊豆病院 会議室（大） 

            （〒419-0193 静岡県田方郡函南町平井 750） 

 

研修内容：クリニカル・リーズニング（臨床推論）に基づいた参加型の

症例検討。①理学療法評価（情報収集）、②病態解釈、③治療

介入（治療方略）の 3 つの視点より、論議していく。 
 

 症例１：脳血管障害症例 （9：30〜11：10） 

発表 阿部 雄哉 （富士脳障害研究所附属病院） 

座長 内田 成男 （富士リハ専門学校：専門理学療法士） 

 

 症例 2：神経筋疾患症例：神経難病 （11：20〜13：00） 

発表 石井 啓太 （順天堂大学静岡病院：認定理学療法士） 
座長 西島 勇  （沼津リハビリテーション病院） 

 
参加費：無料（定員 30 名） 

申込方法：E メールにて、下記事項を明記しお申し込み下さい。 

   申し込みアドレス：m-katahira@fj.morishima.ac.jp 
 記入事項：1)氏名、2)勤務先（施設名、住所、電話番号）、3)部会登録番号（会員の方）  

        4)経験年数、5)メールアドレス、6）職種 の 6 項目を記載してください。 

 締め切り： 2019 年 10 月 2 日（ 水 ） 必着 

 

＊E-mail が使用できない場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください 

お問い合わせ：公益社団法人 静岡県理学療法士会 

          ☎ 054-275-2985  （平日 12：00～18：00） 
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職能局長 永澤加世子  

職能研修部長 田島光和 
  

協会指定管理者研修（初級）のご案内 
 
 公益社団法人日本理学療法士協会では、管理者の人材育成を目的として協会指定管理者研修

システムを導入しております。それに伴い静岡県理学療法士会職能局では、下記の日時に、協

会指定管理者研修（初級）を開催する運びとなりましたのでご案内致します。これを機会に県

内の管理者ネットワークを構築するためにも、何卒ご参加頂きます様、宜しくお願い致します。 
 この研修会に参加される会員は、申込締切日までにマイページより下記の手続きにて申請を

済ませ、かつ当研修を受講することで【協会指定管理者(初級)】を取得できます。 
 

【日 時】 
第 1 回 (西部地区 磐周支部)  ：令和元年 10 月 25 日（金） 受付開始 18:30 講義 19:00～
21:00  
第 2 回 (東部地区 伊豆支部)  ：令和元年 11 月 1 日（金） 受付開始 18:30 講義 19:00～21:00  
第 3 回 (中部地区 志太榛原支部)：令和元年 11 月 15 日（金） 受付開始 18:30 講義 19:00～
21:00  

 
【会 場】 
第 1 回 (西部地区)：公立森町病院            周智郡森町草ヶ谷 391-1 
第 2 回 (東部地区)：伊東市民病院            伊東市岡 196 番地の 1 

第 3 回 (中部地区)：島田市民総合施設 プラザおおるり  島田市中央町 5-1 
 

【内 容】 講師による講義、情報交換会 
 
【講 師】 西部・中部地区：大石義秀先生 東部地区：川村浩二先生 
 
【申込締切】  
第 1 回(西部地区)：令和元年 10 月 14 日（月）セミナー番号 21422 
第 2 回(東部地区)：令和元年 10 月 21 日（月）セミナー番号 21423 
第 3 回(中部地区)：令和元年 11 月 4 日 （月）セミナー番号 21424 
 
【参加費】 無料  
 
＊受講資格、受講申請手順については静岡県理学療法士会 HP をご確認ください。 
 
＜お問い合わせ＞  
市立御前崎総合病院 回復期リハビリテーション科  
田島光和（職能局職能研修部） E-mail：omaezakireha@maotv.ne.j 
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東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会では、
大会組織委員会が整備する医療サービスが行われる。
そのカテゴリー、関連施設は種々あるが、今回は各代
表選手に対する医療サービスとして、選手村と各競
技会場の体制について概説したい。 
東京の選手村に設置されるポリクリニックは各国

代表選手に対する医療サービスの中心となる。選手
村ポリクリニックでは、内科、整形外科、歯科などの
診療科、臨床検査、画像検査、調剤薬局、および理学
療法などが運営され、理学療法士も１日当たり 20 名
の体制で迎える予定である。 
各競技会場では Venue Medical Officer；VMO の

医師を中心に選手用と観客用の医療サービスが行わ
れる。選手用に関しては、Athlete Medical Station、
Field of play；FOP と Warm up area のそれぞれに 

医師、看護師、理学療法士などが配置される。なお、
観客と選手は会場内でアクセス区域が完全に分離さ
れ、情報管理の面からも選手用医務室と観客用医務
室は別々に設置される。 
 静岡県理学療法士会には日本自転車競技連盟から
の依頼により、選手用の医務サービスに約 20 名の会
員が推薦されており、今後本番に向けてのテストイ
ベントや研修が行われる予定である。また、パラリン
ピック大会では Venue Chief Physioyherapist；VCP
（会場主任 PT）に当県士会の 2 名の会員が就任する
予定である。 
 次号では今秋に行われる、MTB、BMX のテストイ
ベントに県士会員が参加予定であるため、その報告
ができればと思う。 

（予防局長 小林 敦郎） 

会場医務体制図 

東京オリンピック・パラリンピック医務体制について 
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図 2  富士スピードウェイ メディカルセンター 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックテストイベント 医療サービス部 
「READY STEADY TOKYO－自転車競技・ロード」 

 

栗田 泰成 1,2)，縄田琴美 1,3)，花田 高彬 1,4)，河野 隆志 1) ，小林 敦郎 1) 
1)予防局メディカルサポート部 2)常葉大学 3) 湖山リハビリテーション病院 4) 静清リハビリテーション病院  

 
⚫ 開催期間 ： 令和１年 月 日（日）

⚫ 主催団体名 ： 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

⚫ メディカルスタッフ・理学療法士：栗田，縄田（公益社団法人静岡県理学療法士会）

⚫ 会場（配置）： 富士スピードウェイ（コース、ゴール地点）
 

１．大会概要 
この度のテストイベントは，来年に迫った東京

2020 オリンピック競技大会（以下，本大会）の自

転車競技・ロード（以下，ロード）に関するもので

ある。テストイベントにおける大会医療サービス

部の目的は，実際のレースに対して準備と，大会

中に発生する問題の把握と解決のための情報収集

及び方策を実現することで，すべて選手の安全を

担保することにある。 
本大会での自転車競技は，ロードの他，トラッ

ク，マウンテンバイク，BMX が予定されており，

静岡県内ではBMX以外の上記 3競技が行われる。

今回，我々が医療サービス部として参加したテス

トイベントは本大会を想定したコースであり，武

蔵野の森公園をスタートとし，富士スピードウェ

イをゴールとした東京都、神奈川県、山梨県、静岡

県の 1 都 3 県に渡る距離 179km，獲得標高 3700m
の壮大なコースとなっている（図 1）。参加選手は

9 ヵ国のナショナルチームと数多くの国内外コン

チネンタルチームが参加していた。参加選手の中

にはイタリア選手権で勝利した選手もエントリー

しており，早い選手では 4 時間 50 分台でゴール

する。運営側の我々にとっても，選手にとっても，

本大会を見据えた重要な大会となっている。なお，

本番では富士山麓部分が追加され，さらに距離

が延長されたコースとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．活動内容 
いくつかの統計結果より，本大会の中で最も多く

傷害が発生する競技が自転車競技である。そのため，

医療サービス部では，メールも含めた事前会議よ

り協議を進め，準備を行ってきた。テストイベン

トでもスタートからドクターカーと救急車が追走

し，ゴールメのディカルセンター（救急車あり，図

2）にも医師，看護師，理学療法士が配置され，事

故発生や選手のスポーツ傷害に備えていた．メデ

ィカルセンターでの主な活動は，医師との連携を

図りながら，設備や備品の確認を行い，追走車よ

り配信される無線とライブ映像を確認しながら，

役割の確認とシュミレーションを行いながら有事

に備えていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【謝 辞】 

この度，貴重な機会を与えてくださいました公益財団法

人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

の皆様，並びに熊井司先生，山田隆宏先生をはじめとする

医療サービス部の医師の皆様，その他スタッフの皆様に深

謝致します． 
図 1 テストイベントのコースマップ © Tokyo 2020 
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～ 予防局メディカルサポート部 活動報告 ～ 
 

第 101 回全国高等学校野球選手権静岡大会 メディカルサポート 
 

杉山 貴哉 1）2）  甲賀 英敏 2）  河野 隆志 2）  小林 敦郎 2） 
1）静岡みらいスポーツ・整形外科  2）予防局メディカルサポート部高校野球部門 

 
第 101回全国高等学校野球選手権静岡大会が

令和 1年 7月 7日（日）～7月 29日（月）にか

けて行われ、メディカルサポート（以下 MS）は

1回戦から 10球場において参加させていただき

ました。今年は雨での順延が多く、シフト通り

に予定が進まずに平日開催の日も多くなりまし

たが、延べ 169名の MSスタッフ（理学療法士：

157名、学生ボランティアスタッフ：12名）の

協力の下、全ての球場においてサポートするこ

とができました。 

 MS部では選手権が始まる前から各地区にてテーピングやクーリングダウン、熱中症に対

しての講習会、ケーススタディなどを通して、本番に備えてきました。今年も数多くの新

規スタッフの方にも参加していただきましたが、事前準備をしっかり行うことにより、ス

ムーズに大会サポートに入っていただくことができました。臨床場面とは違い、現場での

活動では頭部へのデッドボールや接触による出血、熱中症の症状など予想外の出来事も多

いです。そのような状況下においても戸惑うことなく、素早い判断と臨機応変な対応が求

められます。今後も大会サポート中だけでなく、ワークショップやその他の研修会への参

加を通し、知識や技術の更なるレベルアップを図り、選手に還元してきたいと思います。 

 加えて、今大会より救急対応を専門とする看護師 1 名が各球場に配置されました。以前

は看護師と MSの待機部屋は別々であり、情報共有も十分ではありませんでしたが、今大会

では看護師も MSスタッフとして同じ部屋で活動して頂き、出血や救急対応といった理学療

法士の苦手分野に対して実際の処置やアドバイスを頂きました。看護師と理学療法士がチ

ームとして活動することにより、充実したサポートを提供することができたと感じていま

す。 

 最後に第 101 回全国高等学校野球選手権静岡大会のメディカルサポートに御協力頂いた

関係者の皆様に深く御礼申し上げます。 

 

 

【大会期間中の主な処置件数】 

総処置件数 455 件 

テーピング 54件 

投手クーリングダウン 257件 

ストレッチ 20件 

熱中症 64件 
 

 

 

※写真は第 101 回全国高等学校野球選手権静岡大会プログラム集より引用 
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【大会概要】 
今回 2019 年 7 月 27 日，28 日の 2 日間，裾野市運

動公園野球場にて第 16 回「DREAM CUP（障害者野

球大会）」のメディカルサポート（以下，MS）を行い

ましたのでご報告します．この大会では，静岡県東部

を中心に活動を行なっている静岡ドリームス（障害者

野球チーム）が主催となり，東北，関東，東海エリア

より 9 チームが参加し，トーナメント形式で優勝を争

うとともに，障害者野球の普及と交流を目的に開催さ

れている大会になります． 

 
写真 1 メディカルブース 

 
【活動内容】 
今大会のサポート体制は，大会全体の MS 活動で，

全参加チームの選手がその対象となります．2 球場に

それぞれ理学療法士を配置し，試合中の救急時対応，

試合前後のケアを行いました（写真 1，2）．利用人数

は 54 名，選手以外は 4 名でした．大会 MS の特徴と

して試合後のケアが一番多く，試合が 2 日間というタ

イトなスケジュールで行われる為，疲労回復やコンデ

ィショ二ング目的が主となります（表 1）． 

 
 

 
写真 2 サポート風景 

 
【障害者野球の特徴】 
先天性，後天性の障害をそれぞれ有しており，障害

の左右差によりストレスが集中してしまうケースが

多く見られます．また，セルフケアを行うのが限られ

てしまうこともあります．野球以外の日常生活，仕事

等による慢性的なストレスによる疼痛を抱えている

選手も多くみられます． 
【今後に向けて】 
活動を通して多くの選手から MS の拡大や他の大

会での活動を希望する声も頂いております． 
これからも選手の声に応えられるような MS 運営，

参加する理学療法士の質的，量的確保に努めて行きた

いと感じました． 
【謝辞】 
この度，貴重な機会を与えて頂きました日本身体障

害者野球連盟，静岡ドリームス運営の皆様及び関係各

位に深謝致します． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 3 MS スタッフ（2 日目） 

 

 
写真 3 MS スタッフ（2 日目）

表 1 処置別一覧 

テーピング 15 
ストレッチング 23 
徒手療法 19 
アイシング 1 
熱中症対応 2 

クーリン

グダウン 

ストレッチング 2 
アイシング＋ストレッチング 1 
合計 63 

予防局 メディカルサポート部 活動報告 
第 16 回 DREAM CUP（障害者野球大会） 

川原 勇輝 1）2）  下田 健一朗 1）  河野 隆志 1）  小林 敦郎 1） 
１）予防局 メディカルサポート部  ２）杉田整形外科 
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図 1 IAI 日本平スタジアム 

～ 予防局 メディカルサポート部 活動報告 ～ 

「第 33 回 全国少年少女草サッカー大会」 
 

赤堀 裕貴 1 ）2）  花田 高彬 1）2）  河野 隆志 2）  小林 敦郎 2） 
1）静清リハビリテーション病院  2）予防局 メディカルサポート部 

 
【大会概要】 

2019 年 8 月 9 日から 13 日に開催されました『第 33 回 全
国少年少女草サッカー大会』に救護スタッフとしてメディカ

ルサポート（以下：MS）活動に参加しました． 
今大会は総数 254 のチームが参加しました．男女ともに県内

外，海外からの参加もあり大変盛り上がりました． 

 
 
【活動内容】 

大会 5 日間，IAI スタジアム日本平（図 1）など静岡市内 37 グラウンドに配置され地元の皆様，大会

スタッフの皆様とともに救護活動を実施しました． 
主な MS 活動内容は，グランドでの選手のアクシデントに対する対応，熱中症に対する処置（表 1）を

中心に行いました． 
表 1 障害件数 

傷害名 件数 発生時期 

熱中症 5 件 
（1 件救急搬送） 

試合前・後 

橈骨骨折 1 件 試合中 
尺骨骨折 1 件 試合中 
足趾骨折 1 件 試合中 

 

【今後に向けて】 
今大会は天候に恵まれましたが気温，湿度ともに高く，熱中症が注意さ

れる中での開催となりました．傷害のほかに熱中症の対応も迅速に行えま

したが，監督・保護者との連携には課題を残しました．今後も選手が元気に楽しく熱くサッカーができる

大会になるよう，MS 部内でのレベルアップとともに主催者との協議を行い救護部の連携強化に努めてい

きたいと思います． 

【謝辞】 
最後に今回の救護活動にあたり，多大なご支援を頂きました関係者の皆様に深くお礼申し上げます．

図 2 サポート風景 
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生活環境支援系専門部会 
 第 14 回地域リハビリテーション実践研修会  

「静岡県における運動教室等の地域差と問題点や工夫」 
フジ高砂クリニック  齊藤雅人 

 
高齢者社会が進む現代では、数年前より介護予防のニーズや、取り組む方の認識も変化してきていると

感じています。全国的には介護を必要としない方が 7 割を占めていますが、今後、高齢化の進むにつれて
要介護状態にならない為にも、介護予防事業、地域支援事業の必要性が増えていくと思います。今回その
ような時代の変化に対して、どの様な考え方や知識が必要なのか、地域での取り組みを知る機会として今
回研修会に参加させて頂きました。 
第一部の講義では静岡県の各地域での活動や課題点、体操教室などを３人の先生方のそれぞれの視点に

ついて学ぶことができました。内容の中では、いかに多職種を巻き込んで活動をできるのか、市役所、町
役場や包括支援センターといかに繋がりを構築する事ができるか大事であり、マネジメント力が介護予防
事業の柱になってくるという話が中心でした。 
高木先生の講義では、介護予防制度の改定により一般介護予防事業の中に新たに、地域リハビリテーショ
ン活動支援事業が、介護予防の機能を強化する観点から新事業として追加し、地域予防事業の活性化を促
す要因になっている事を学びました。また厚労省からの通達で、介護予防事業における理学療法士という
名称の使い方や使用することは問題ではなく、介護事業の拡大に繋がる大きな要因になっている事を知る
事が出来ました。細かく細分化されている制度を再確認できる機会になり、役場の方と会話をする上では、
しっかりと理解できていないとスムーズに進行が出来ないと危機感も同時に感じました。 
第二部では先生方のそれぞれの考え方や、会場からの質問に対し回答するなどのディスカッション形式

で、事業所として悩んでいる事案や疑問点など共有することができました。 
市町村ごとの動き方の把握や介護保険制度の知識を知っておくべきだと、今回の研修会を通して感じまし
た。地域事業に関わる中で、外部との繋がりの重要性について理解しているつもりが、なかなか次に繋が
らない事が多く感じており、打開策について今回糸口を学ぶ事ができた事や、話題に挙がっている健康寿
命について、地域全体で向上できる様に、地域での介護予防事業に今後も参加していきたいという意識が
より鮮明になってきました。 
最後に今回講演して頂いた先生方も仰っておりましたが、研修会自体の趣旨も、横の繋がりを得て、お

互いの顔が見える関係を作るきっかけや、新たに地域事業を始める様とする方に対して、様々なヒントが
地域には埋まっている事がよくわかりました。 
今後もこのような研修会を通して横の関係を作り、地域の方の健康作りに貢献出来る様に、自ら進んで

行動する事やコミュニケーション能力が、地域事業には必要とされる部分だと感じました。 
最後に、今回講義をして頂いた高木淳先生をはじめ、3 人の先生方や、生活環境支援専門部会運営スタッ

フの皆様に、このような機会を頂いた事を感謝申し上げます。 
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全国一斉介護予防健康増進キャンペーン 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 公開講座 実施報告 
                             

テーマ：シルバーリハビリ体操指導士養成事業 
の紹介と体操 

  
講師：西伊豆町 藤原潤（JA 静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院） 
      藤枝市 安間稔泰（掛川東病院） 

 
日時 開催場所 来場者数（内 PT 参加） 

7 月 14 日（日） 
10:00～11:30 

西伊豆町 中央公民館       72 名（内 PT3
名） 

7 月 15 日（月） 
10:00～11:30 

藤枝市商工会議所 28 名（内 PT2 名） 

 合計 100 名（内 5 名） 

 
全国一斉介護予防健康増進キャンペーン 公益社団法人 静岡県理学療法士会 公開講

座が大盛況のもと、無事に終了しましたので報告します。今回は「一日でも長く元気に生き

るために」というテーマとし、運動実演ではシルバーリハビリ体操の紹介を行いました。 
市町の行政の協力と近隣施設の理学療法士会員と社会局、職能局地域包括ケアシステム推

進部の協力もあり、大きな混雑を招くことなくスムーズな運営が行われました。 
 シルバーリハビリ体操指導士養成事業という、日本理学療法士協会が進めている事業を行

い 2 会場で 100 名参加となりました。講師ならびに運営スタッフの賜物と感じています。 
 理学療法士の職能を生かし、公益事業（社会貢献）ができるということを、公開講座を通

して再度確信することができました。また、県士会員の皆さんにも興味を持っていただき、

今後も公開講座活動への積極的な参加をしていただければと思います。 
 
 
 

社会局 公開講座部長 西島勇 
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公開講座の様子 

西伊豆町 

藤枝市 
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お申し込み先 r-takagi@shizuoka-pt.com

詳細・募集要項は静岡県理学療法士会 HPをご覧ください。

www.shizuoka-pt.com

2021年10月に静岡県浜松市で開催される

「第37回東海北陸理学療法学術大会」

のロゴマークを募集します。

問われる臨床技能と発信力

～今、求められるProfessionalism～

静岡県理学療法士会

募集期間 令和元年 9月1日～10月31日

応募資格 どなたでもご応募いただけます。

応募方法
募集要項をご確認の上、ロゴマークを添付し下記の
申込先（E-mail）へお送りください。

結果発表
12月頃静岡県理学療法士会HPにて発表します。
優秀作品には豪華賞品を準備しております。
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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  秋 野  翼 

ポイント認定部長   高 橋  敦 

研 修 部 長  岩 里 大 樹 

新 人 教 育 部 長  原 木 公 祐 

 

【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。  

 

＊ 4 月より  

マイページへの  

入り口が変更と  

なりました !!  
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【新生涯学習制度について】 

2021 年 4 月より「新生涯学習制度」の運用が開始となります。 

新生涯学習制度の概要 

日本理学療法士協会へ入会した理学療法士は、まず「前期研修」を履修し

ます。その次に「後期研修」を履修することで「登録理学療法士」となりま

す。「登録理学療法士」となった本会会員は、5 年ごとの更新を目安に自己研

鑽を続けます。 

 「認定理学療法士・専門理学療法士制度」の詳細、現行の生涯学習制度か

らの読み替えや、資格の移行についても 2019 年秋頃に確定を目指し、協会で

検討している段階です。制度の概要、詳細についての資料は、日本理学療法

士協会 HP 会員限定コンテンツに掲載しておりますので、そちらをご確認くだ

さい。 

 

「会員限定コンテンツ」へのアクセス方法 

日本理学療法士協会 HP→マイページ→会員限定コンテンツ→新生涯学習制度 

 

STEP 1 

マイページにログインし「会員専用コンテンツ」の入口をクリックしてくだ

さい。 

 

 

STEP 2 

「新生涯学習制度」のパネルをクリック、その他の資料が掲載されていま

す。 
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【新人教育プログラムの受講申込み方法】 

新人教育プログラムの申込みは、日本理学療法士協会ホームページ内、マイページからと

なります。 

申込み手順 

マイページへログイン ≫ メニュー「研修会・学術大会」 ≫ 「申込登録」   

≫  士会主催研修会 ≫ セミナー番号を入力し検索ボタンをクリック、 

または該当する新人教育プログラム研修会を選択しクリックする 

 

 

【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。 

 

 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）開始について】 

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 e-ラーニングで可能となっ

ています（セミナーNo19591）。 

また入会1〜3年目の方も9月から、一部テーマを除き受講ができます（セミナーNo19590）。 

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。 
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【令和 1 年度 新人教育プログラム研修会(第 3 回)のご案内】 

【東部地区】 

日  時：令和 1年 12月 8日（日） 

場  所：NTT東日本伊豆病院 

申込期間：令和 1年 11月 8日（金）～12月 1日（日） 

 

【中部地区】 

日  時：令和 2年 1月 26日（日） 

場  所：中央調理製菓専門学校（静岡校） 

申込期間：令和 1年 12月 27日（金）～令和 2年 1月 19日（日） 

 

【西部地区】 

日  時：令和 1年 12月 15日（日） 

場  所：常葉大学（浜松キャンパス）7号館 

申込期間：令和 1年 11月 15日（金）～12月 8日（日） 

 

 

内  容：1コマ目 E-2 ティーチングとコーチング   9:00～10:00 

(共 通) 2コマ目 B-2 クリニカルリーズニング  10:15～11:15 

     3コマ目 B-3 統計方法論        11:30～12:30 

※B-3は学士または高度専門士取得者は免除となります。 

 

【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 

 

 

令和元年度 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。 

 

※ 日時が年度始めから変更していますのでご注意ください。 

 

日  時：令和元年 11月 17日（日） 

場  所：常葉大学静岡草薙キャンパス(静岡県静岡市駿河区弥生町 6-1) 

内  容： C-1 神経系疾患の理学療法  10:00 ～ 11:00 

C-2 運動器疾患の理学療法  11:20 ～ 12:20 

C-3 内部障害の理学療法   13:10 ～ 14:10 

C-4 高齢者の理学療法    14:30 ～ 15:30 

 

※申込み開始は 9月下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。 
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問い合わせ先：新都市病院 岩里 大樹 

       Email：iwasato-reha@shintoshi-hosp.com 

 
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。経験豊富な先生方を講師にお迎えし、

ここ静岡県で開催いたします。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。必ずや日頃の臨床活動を高めるきっかけとなるはずです。 

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 19108☆ 

日  時：令和元年 11 月 9 日（土）～11 月 10 日（日） 受付【9:00～】 講義【9:30～16:20】 

場  所：常葉大学 水落キャンパス 

講  師：渡辺 学 先生（北里大学メディカルセンター） 

中谷 知生 先生（宝塚リハビリテーション病院） 

     森下 一幸 先生（浜松市リハビリテーション病院） 

      

定  員：100 名 

受 講 費：会員 6,000円（非会員 12,000 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： 

【現金振込】 令和元年 8 月 9 日（金）～令和元年 10 月 20 日（日）※ 

【クレジット】 令和元年 8 月 9 日（金）～令和元年 10 月 30（水）※ 

※現金振込とクレジット決済（楽天カード）により申込終了期間が異なりますのでご注意ください 

 

問合せ先：山の上病院 リハビリテーション科 秋野 翼 

     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）及び現

金振込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 

 

 

 

暑い中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになってきましたが、皆様はいかがお過ごしで

しょうか。今年の秋はラグビーワールドカップが日本で開催されます。4 年前の南アフリカ戦

の感動が蘇ってきます。大どんでん返しを期待して今回も応援したいと思います。                            
（山本篤史） 
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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・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団仁信会 介護老人保健施設みゆきの苑 
 

 

 

 

 

 

【募集人員】常勤 3 名 
【施設概要】介護老人保健施設 109 床 

通所リハビリテーション（定員 70 名） 
【待  遇】基本給 23 万円～ 

職務手当、施設手当、他各種手当有 
 賞与年 2 回、各種保険完備、退職金制度あり 
【休  日】週休 2 日制、年末年始、年次有給 
【勤務時間】8:30～17:30（休憩 1 時間） 
【応募方法】電話連絡の上、履歴書をご持参く

ださい 
【連 絡 先】〒418－0005 富士宮市宮原 337-4 

医療法人社団仁信会 
     介護老人保健施設みゆきの苑 
  電話 0544-28-3900 ＦＡＸ0544-25-3939 
  担当 副施設長：小見山、事務次長：岩﨑 

開設 20 年目、在宅復帰支援における新たな
役割を担う為、職員を募集しております。専
門家であると共に、利用者様の本位に共感し
て頂ける方、御連絡下さい。面接前の職場見
学（私服可）を随時受け付けております。  

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

湖山医療福祉グループ医療法人財団百葉の会 

各職種 数名 (常勤・非常勤) 

介護老人保健施設 星のしずく(静岡市葵区) 

介護老人保健施設 鶴舞乃城(静岡市清水区) 

介護老人保健施設 ききょうの郷(富士市) 

月給 233,750 円～ (新卒の場合) 

時給 1500 円～1600 円 

※給与は経験を考慮し決定します。 

通勤手当、子育て手当、昇給年 1 回 

賞与年 2 回（常勤のみ）、決算賞与 

各種保険完備、確定拠出年金制度 

月 9～10 日休、有給休暇初年度 12 日 

8：00～18：00 の間で 8Ｈ（非常勤 4H～） 

電話又は履歴書を郵送して下さい 

〒417-0801 静岡県富士市大渕 405-25 

医療法人財団百葉の会  採用担当 

Tel ：0120-278-228 （0545-36-2145）  

⇐百葉の会の詳しい情報はこちら 

【募集人員】 

【施設概要】 

 

 

【待　　　 遇】 

 

 

 

 

 

【休　　　 日】 

【勤務時間】 

【応募方法】 

【 連 絡 先 】 

・生活リハビリや在宅復帰支援をやりたい方 

・介護施設だからこそ出来る看取りケアをやりたい方 

・在宅支援サービスや暮らしぶりを変えることに関わ

りたい方を募集します！ 

《老健ﾘﾊﾋﾞﾘ職員数》 PT:20 名 OT:26 名 ST:1 名 

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 

 

 

 

 
 

 

 

     

「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:88 名、OT:63 名、ST:10 名 

各職種 数名 (常勤・非常勤) 

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) 

リハビリ強化型デイサービス(富士・富士宮市) 

基本給 233,750円～ (新卒の場合) 

※給与は経験を考慮し決定します。 

通勤手当、子育て手当、寮あり 

賞与年 2 回（常勤のみ）・決算賞与 

昇給年 1 回、各種保険完備 

確定拠出年金制度 

月 9～10 日休、有給休暇初年度 12 日 

8：00～18：00 の間で 8 時間 

電話又は履歴書を郵送して下さい 

〒417-0801 静岡県富士市大渕 405-25 

湖山医療福祉グループ医療法人財団百葉の会  

Tel 0545-36-2000  担当/大前 

【募集人員】 

【施設概要】 

 

 

【待　　　 遇】 

 

 

 

 

 

【休　　　 日】 

【勤務時間】 

【応募方法】 

【 連 絡 先 】 

⇐百葉の会の詳しい情報はこちら 
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理学療法士・作業療法士 募集 

医療法人社団康生会 介護老人保健施設 Ｋａｎｏｎ 

 

 

 

 

 

 

 

【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 午前の部 20 名・午後の部 20 名 

【待　　　遇】 給与 205，000 円～305，000 円 

        奨励手当、扶養手当、住宅手当、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（土及び日）・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（１時間単位の有給可） 

【勤務時間】 8：45～17：15 

【住　　　所】 御殿場市新橋 1175-1 

【連 絡 先】 介護老人保健施設 Kanon 

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。 

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】 理学療法士・作業療法士 若干名 

【施設概要】 無床 

運動器Ⅱ・脳血管Ⅲ、通所リハ、訪問リハ 

【待　　　遇】 総額 25～32.8 万円（基本給 22.3～27 万円) 

            職務手当、調整手当,通勤手当,住宅手当,家族手

当等あり。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】 日・月・祝日，年次有給，夏季･冬期休暇 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交　　　通】 伊豆急線伊豆高原駅よりバス 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

          見学も可能です。お気軽にご連絡下さい。 

【連 絡 先】 〒413-0231 伊東市富戸 1317-4117 

医療法人社団いずみ会 メディカルはば伊豆高原 
Tel：0557-33-1200 Fax 0557-33-1201 

担当：巾（はば） 

URL：https://www.medical-haba.org  

伊豆高原の別荘地で 20 年以上運営。医療・介護・

予防の三位一体を提供する診療所です。2017 年冬

には住宅型老人ホームも設営。別荘地という特殊

な環境ですが、今後の地域包括ケアを担う存在を

目指しています。 

■□ 理学療法士／作業療法士 募集 □■ 

【入所・通所リハ・短期生活】 

地域に密着し信頼される介護老人保健施設を方針として、 

利用者様のニーズに沿ったサービスを提供しています。 

募集人員 ： 正社員 １名 

給  与 ： 月給２４０，０００円以上 

業務経験 3 年までは法人規程に則る 

それ以上の方は年棒 400 万円～ 

勤務時間 ： 8：30～17：00 

休  日 ： 年間休日数１１４日／ 

一月あたり要勤務日数２１日 

       基本的に毎週日曜日はお休み 

待 遇 等 ： 昇給年１回、賞与年２回、退職金制度、制服貸与 

交通費負担、社会保険完備、育児休暇、介護休暇 

 

仕事内容、施設見学など、お気軽にお問合せください！！ 

 

医療法人啓仁会 介護老人保健施設 いとうの杜 

〒414-0002 静岡県伊東市湯川 288-9（伊東駅より徒歩３分） 

TEL ：  0557-35-4165 

E-mail ： mori@tl-wam.or.jp 

URL ： http://itou-mori.jp/ 

人事担当 ： 渡辺 誠 

～LOYAL WAM TOWN GROUP～ 19 法人／145 事業所  

理学療法士・作業療法士を募集 

医療法人社団桐林会 片桐整形外科 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 4 名 

【施設概要】 19 床（急性期） 

【待　　　遇】 総支給 26.7 万円～35 万円 

  通勤手当（上限なし）,賞与年 2 回 

  昇給あり,各種保険完備,退職金あり 

【休　　　日】 週 1 日以上、月 10 日（年休 120 日） 

【勤務時間】 8：30～18：00 変形労働時間制 

   週平均 40 時間で柔軟対応可能 

【交　　　通】 JR 身延線西富士宮駅より徒歩 1 分 

【応募方法】 メールでお問い合わせ頂くか、履歴書を

送付して下さい。ハローワークからの応募も可能です。 

【連 絡 先】 〒418-0056 富士宮市西町 26-9 

医療法人社団桐林会 片桐整形外科 
Tel 0544-23-1477 Fax 0544-27-4988 

担当 理事：片桐 聡 

E－mail  tourinkai02@gmail.com 

ＨＰ  https://wtf.jp.net/orthopedics/ 

令和元年 10 月 1 日より病床を再開する整形外

科有床診療所です。急性期を担い、手術も積極

的に行うため多彩な症例が経験できます。富士

宮市で完結する整形外科医療を志し、パートナ

ーを募集します。 
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理学療法士募集 

ヤザキケアセンター 紙ふうせん 

 

 

 

 

 

【募集人員】 ①常勤 ②パート 

【施設概要】 通所介護（一日型、機能訓練特化型） 

         訪問介護、訪問看護、グループホーム 

【待　　　 遇】 ①228,000～②1,450～ 

※経験に応じて要相談 

         通勤手当、賞与年２回、昇給有 

         各種保険完備、退職金制度有 

研修への参加支援 

【休　　　 日】 土日曜休み又は日曜休み 週休 2 日 

         有休・夏季年末年始休暇（年間 121 日） 

【勤務時間】 8：30～17：30（休憩 1 時間） 

【交　　　 通】 御殿場線岩波駅より徒歩 15 分 

         東名裾野 IC から車で 5 分 

【応募方法】 下記担当者にご一報下さい 

【連 絡 先】 〒410－1194 裾野市御宿 1500 

ヤザキケアセンター紙ふうせん 担当谷川 

Tel：055‐965-0633  Ｆａｘ：055－965-0634 

e-mail：naomi.tanikawa@jp.yazaki.com    

矢崎総業㈱が運営する訪問看護ステーションで

す。利用者様への機能訓練を提供する理学療法士

を募集致します。私達と一緒に地域の在宅医療を

支えていきましょう！ 

理学療法士募集 

医療法人社団進修会 

がくとう整形外科クリニック 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 無床診療所 

【待　　　 遇】 基本給（月額）287,500円～312,500円 

通勤手当・賞与・昇給あり 

各種保険完備、退職金制度あり 

【休　　　 日】 日曜／祝日／木曜および土曜の午後／ 

夏季・冬季休暇 

【勤務時間】 8：30～18：30（昼休み 2 時間） 

木・土は 8：30～12：30 

【交　　　 通】 伊豆箱根鉄道 広小路駅より徒歩 15 分 

三島駅から車で 10 分 

（職員用無料駐車場あり） 

【応募方法】 電話または履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒411-0842 三島市南町 8-8 

電話 055-975-0785 

担当 藤田 

HP：http://gakutou.byoinnavi.jp/ 

70 有余年にわたり、三島地域で医療を提供してま

いりました。現在は、整形外科・リウマチ科を中

心に診療しています。職場見学可能です。気軽に

お問い合わせください。  

理学療法士募集 
医療法人社団 愛弘会 穴吹整形外科クリニック  

 

 

 
【募集人員】 常勤若干名 

【施設概要】 整形外科・漢方内科 

運動器リハビリテーション 無床 

【接　　　 遇】 給与 23～30万円（資格手当、固定残業代を含む）

＋諸手当、住宅手当、通勤手当 

※固定残業手当には 15 時間分の残業手当含みます。

超過分は法廷どおり支給致します。 

     雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険、退職金制度 

【休　　　 日】 金曜日・日曜日・祝日、年末年始・夏季休暇 

         年次有給休暇 ※法定基準に準ずる。 

【勤務時間】 8：00～18：00（月曜から水曜）、 

8：00～15：00（木曜・土曜） 、 時間外労働あり 

【交　　　 通】 自動車通勤可（職員駐車場あり） 
     ●富士急シティーバス JR 御殿場線・裾野駅 

～長泉なめり駅下車 徒歩 8 分 
     ●三島・徳倉循環 小南(しょうなん)で下車すぐ 

【応募方法】 お申込み、お問い合わせは直接クリニックへお

電話の上、履歴書・資格免許証のコピーをお送り頂きます。

その後、面談日を設定させて頂きます。 

【連 絡 先】 〒410-1123 静岡県裾野市伊豆島田 831－ 1 
 医療法人社団 愛弘会 穴吹整形外科クリニック  

TEL 055－995－1010 担当：矢田 

脊椎（腰痛）疾患の医療を中心に行っています。腰痛治

療の経験を積みたい方、腰痛治療の勉強をしたい方、や

る気のある方、熱意のある方歓迎致します。 

 

 

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(2020 年４月１日～2022 年３月３１日)  

【募集人員】 １名程度 

【身   分】 静岡県非常勤職員（2019 年度の状況） 

【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】 2019 年 11 月 15 日（金）必着 

【選 考 日】  2019 年 11 月 26 日（火） 

【選考方法】 書類審査・小論文及び面接試験 

【合格発表】 2019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

 

  

 

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。 

 

http://www.scchr.jp E-mail：scchr34@scchr.jp    
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 理学療法士募集 
セントケア富士デイサービス 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 2019 年 10 月開設予定のデイサービス 

【待　　　 遇】 月給 242,500 円～ 

(基本給 147,000円,職種手当 53,500円,

資格手当 30,000円,地域手当 12,000円) 

通勤手当,制服貸与,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，リフレッシュ休暇 

【勤務時間】 9：00～18：00 

【交　　　 通】 JR 身延線竪堀駅より徒歩 8 分 

【応募方法】 まずは電話にてご連絡ください 

【連 絡 先】 セントケア中部株式会社  
Tel ：054-202-7871 

採用担当：天野 

ＨＰ：https://saint-care-chubu.com/ 

理学療法士としてお客様の日常生活のケアのお

手伝いをお任せします。 
リハビリ補助や予防運動などのリハビリ指導や

一人一人に合わせた計画書の作成をお願いしま

す。 

理学療法士・作業療法士募集 

静岡健生会 三島共立病院 
 

 

 

 

 

【募集人員】 理学療法士 常勤 2 名 

        作業療法士 常勤 2 名 

【施設概要】 84 床 

       地域賦活ケア病棟 54 床、障害者病棟 30 床 

【業務内容】 入院リハビリテーション・ 

 訪問リハビリテーション 

【待　　　 遇】 月給 191,150 円～377,550 円（経験給あ

 り） 

 交通費全額支給、住宅手当、 

 家族手当等、医療費支援 

 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】 4 週 6 休、夏季休暇 5 日、年末年始休暇 

【勤務時間】 平日8：30～16：45、土曜日 8：30～12：45 

【選考方法】 書類選考、面接、健康診断 

【応募方法】 履歴書（写真付き）,職務履歴,資格免許書 

【連 絡 先】 〒411-0817 三島市八反畑 120-7 

 三島共立病院 

当院では、整形疾患、脳血管疾患、難病患者様

の入院・訪問リハビリを行っています。地域に

根ざした患者様中心の医療を目指しています。

興味のある方はお気軽にご連絡ください。 

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 1 名 

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

【待　　　 遇】 基本給 23～30万、賞与年 2 回（前年実

績 3 ヵ月）、研修費補助制度、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、

年次有給、年間休日数 125 日 

【勤務時間】 8：45～19：00（平日） 

8：45～13：00（土曜） 

【交　　　 通】 JR 富士駅南口より徒歩 13 分 

【応募方法】 まずはお電話下さい 

【連 絡 先】 〒416-0921 富士市水戸島 120-3 

電話 0545-63-1110  担当：森 

HP www.kwgc-seikei.com 

当院は小児から高齢者まで幅広い層の患者様が

来院し、慢性疼痛疾患、骨折・脱臼、スポーツ

障害に対して運動療法を中心とした運動器リハ

ビリテーションを行っています。スキルアップ

を目指す方、運動器リハ・スポーツ整形経験者

歓迎致します。興味・関心のある方はどうぞお

気軽にご連絡下さい。 

理学療法士募集 

医療法人社団 静岡メディカルアライアンス 

 下田メディカルセンター ・介護老人保健施設なぎさ園 

 

 

 

 

【募集人員】 下田メディカルセンター 常勤２名  

なぎさ園  常勤１名 

【待遇】月給 226,000 円～(資格給含む）別途支給手当有 

社会保険完備、ユニフォーム貸与 

退職金制度あり、医療費援助申請等 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【休 日 】 週休 2 日 年次有給、法定外有給休暇・慶弔

休暇、育児・介護休暇、創立記念日 等 

【アクセス】 下田メディカルセンター 伊豆急下田駅から

徒歩 10 分 

介護老人保健施設なぎさ園  伊豆急下田

駅からバス 30 分 

【応募方法】 電話又は当院の HP の応募フォーム 

       http://shimoda.s-m-a.or.jp/ 

【応募書類】 履歴書、職務経歴書、資格証明書 

【担 当】  医療法人社団 静岡メディカルアライアンス 

下田メディカルセンター   管理部 総務課  

〒415-0026 静岡県下田市 6 丁目 4-10   

（代表）0558-25-2525 

144 床の急性期・回復期・地域包括ケアのケアミ

ックス病院です。地域に根差した医療を提供して

います。 
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理学療法士募集 
松浦整形外科 

 
 
 
 
 
 
 
【募集人数】常勤１名 
【施設概要】無床  

整形外科・運動器リハビリテーション 
【待遇】基本給 220,000～（経験により応相談） 
通勤手当、賞与年２回、講習会補助金制度有 

【休日】土曜・日曜・祝日、年次有給、夏季休
暇、年末年始休暇 

【勤務時間】 
月～金 8：30～12：30 14：30～18：00 

【交通】静岡鉄道 狐ヶ崎駅下車徒歩７分 
自動車通勤可 

【応募方法】電話また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７－３０ 

松浦整形外科 担当:林  
TEL 054-344-7500 

ブログ http://matsuuraseikeigeka.blog.fc2.com/ 

整形疾患に対し、経験ある医師・放射線技
師により MRI を利用して診断を行い、高度
な運動器リハを行っています。初心者でも
やる気があれば丁寧に教えますので大丈夫
です。土日休みのため講習会・学会にも参
加できます。 

任期付職員（理学療法士）募集 

公益財団法人 しずおか健康長寿財団 

【募集人員】 1 名 ＜更新の可能性あり＞ 

（平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日） 

【応募資格】 理学療法士有資格者 

         パソコン操作(ワード・エクセル)の基本操

作ができること 

         普通自動車運転免許証所持 

【業務内容】 市町(介護予防事業)等と連携して疾病予

防等に効果的な運動を指導し、健康状態

の効果測定を行う 

         当財団実施の健康づくり事業における運

動指導等 

【待　　　 遇】 基本給 19 万～25 万円程度，通勤手当， 

特別手当有，各種保険適用 

【勤務時間】 8：30～17：15 

【応募方法】 ハローワークに求職の申込みを行ってい

ただき、必要書類（①ハローワーク紹介

状②履歴書（写真貼付）③職務経歴書④

応募資格を証する資格証（写）等）を当財

団まで郵送または持参してください。 

【連 絡 先】 〒420-0856 静岡市葵区駿府町 1-70 

           しずおか健康長寿財団企画総務課 

担当 武田幸人 

理学療法士募集 

株式会社ミライサポート デイサービス未来 向田 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 機能訓練型デイサービス 

         午前、午後の各 3 時間で一単位定員 30 名 

         職員 17 名ほど 

【仕事内容】 利用者様にリハビリ業務を行っていただきま

す。主にリハビリ計画書の作成及び評価、

訓練内容の決定。利用者様の送迎等。 

【休　　　 日】 週休二日制  土日は定休日 

         年末年始休暇 

         年次有給休暇 

【待　　　 遇】 基本給  250000 円～280000 円 

         通勤手当 20000 円迄 皆勤手当 5000 円 

         賞与年 2 回 昇給年 1 回 各種保険完備 

【勤務時間】 AM8:30~PM5：30 

【応募方法】 電話後履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】 郵便番号 424-0051 

         静岡市清水区向田町 12-1 

         株式会社ﾐﾗｲｻﾎﾟｰﾄ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ未来向田 

         管理者 土屋兆（つちや きざし） 

         HP mirai-mukaida.com 

           E-mail mirai.sapport@outlook.jp 

理学療法士募集 

ばすぎ整形外科クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 伊東市宇佐美にて新規に立ち上げる整 

形外科クリニックです。 

【待　　　 遇】 基本給２２万円～,通勤手当,住宅手当, 

家族手当あり 

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，年次有給，夏季休暇， 

【勤務時間】 8：30～18：00 

【交　　　 通】 伊東線宇佐美駅より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒414-0032 

         杉村労務士事務所内「ばすぎ整形外科 

クリニック開院準備室」 

（0557）35－0110 担当杉村 

当クリニックは、理学療法によるリハビリテー

ションを主体とするクリニックです。今後、通

所リハを含めた介護保険にも対応していきま

す。能力給も採用します。やる気のある方と働

けることを楽しみにしています。 
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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

 

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（作業療法士も可）募集 

いわしたクリニック 

【募集人員】 常勤若干名 非常勤若干名 

【施設概要】 無床診療所 外来リハビリテーション 

【待　　　 遇】 常勤 基本給 23 万〜  

この他に通勤手当・職務手当・ 

管理手当（経験能力による）等 

総支給額 27 万前後〜 

賞与年 2 回、昇給年 1 回程度、 

社会保険完備、退職金制度あり 

          非常勤 時給 1700 円 

【休　　　 日】 日曜・祭日、水曜午後・土曜午後（月 1

回土曜日朝から休み OK）、第２水曜日、

年次有給、年末年始、夏期休暇 

【勤務時間】 8 時 30 分〜17 時 30 分 （昼休み 1 時間） 

【交　　　 通】 自動車通勤または東海道線六合駅徒歩

20 分 

【応募方法】 履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒426−0036 

静岡県藤枝市上青島 463−2 

いわしたクリニック 院長 岩下方彰 

電話 054-631-6660 FAX054-647-3111 

           E-mail：  michiaki@yf6.so-net.ne.jp 

【そ の 他】 小規模のアットホームな職場です。残業

はほぼありません。 

理学療法士募集 

医療法人社団修明会まきた整形外科クリニック 

 

 

 

 

 
 

【募 集 人 員】 常勤 1 名 

【施 設 概 要】 整形外科、リハビリ科無床診療所 

【待　　　　 遇】 基本給２４〜２８万円（経験に応ず） 

賞与年 2 回,昇給年 1 回,各種保険完備, 

交通費規程支給、制服貸与 

【休　　　　 日】 木、土曜午後、日祝日、第１、３、５土曜 

年次有給，夏季休暇， 

【勤 務 時 間】 8：30～12：00 15:00〜18：45 

【交　　　　 通】 静鉄ジャストライン西草深町バス亭徒歩 30 秒 

【応 募 方 法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒420-0866 静岡市葵区西草深町 1-11 

医療法人社団修明会 まきた整形外科クリニック  
Tel 054-221-0678 Fax 054-221-0677 

担当 牧田 

E-mail akio-m@cy.tnc.ne.jp  

ＨＰ www.myclinic.ne.jp/makita/pc/    

静岡市葵区静鉄ジャストライン中町バス停より

徒歩２分の街中にある整形外科クリニックで

す。運動器リハビリを行っています。現在 PT
２名活躍中です。職員は女性が多く明るい職場

です。 

☎054-296-5622 FAX054-296-5101
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理学療法士募集 

高松 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        

無床診療所 

【待　　　　 遇】 基本給 25 万円～（経験実績により考慮） 

職務手当、通勤手当、皆勤・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 

【休　　　　 日】 日曜・祝日、年次有給、夏季休暇、年末年始 

【勤 務 時 間 】 8：00～19：00 (休憩時間 180 分)        

8: 00〜12: 00 (水・土) 

【交　　　　 通】 藤枝市役所より徒歩 5 分 

【応 募 方 法 】 電話又は履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒426-0026 藤枝市岡出山 3-1-8  

高松整形外科   

Tel 054-643-2378 Fax 054-643-2241 

担当 高松 

    

のびのびと貴方の能力を発揮できる患者さんの

層にも恵まれた診療圏です。これからも愛され

る医院を目指すために貴方のお力を貸してくだ

さい！ 

理学・作業療法士募集 

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、随時歓迎 

【連 絡 先】 〒421-0102 静岡市駿河区手越 420-3 

 Tel 054-256-6880 

 人事担当 近藤 

 E－mail rehacares2014@gmail.com   

 ＨＰ http://www.heart-pia.net  

PT・OT・ST が中心に運営する施設です。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！ 
【子育て中の方も多数活躍中】 
【アットホームな社風です 】 

理学療法士募集 

しおうら整形外科リウマチ科クリニック 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設概要】 0 床 

【待　　　 遇】 基本給 22 万～(職務手当、交通費別) 

【休　　　 日】 木曜半日、土曜半日、日祝祭日、 

夏期・冬季休暇 

【勤務時間】 8：15～18：45（休憩時間あり） 

【交　　　 通】 静岡駅より車で車で 7 分 

【応募方法】 電話または履歴書を郵送してください。 

【連 絡 先】 〒420-0004 静岡市葵区末広町１－１１

         しおうら整形外科リウマチ科クリニック 

         TEL.054-260-6400 FAX.054-260-6401 

         担当:事務長木下 

         Mail:wakinos@gmail.com 

           HP: https://shioura-ortho.com/ 

Ｈ３１年 1 月に静岡市に新規オープンした診療所

です。 
患者様増加に伴う業務繁忙また今後の展開の準備

につき、追加募集します。 
復職をご検討の女性でも、お気軽にぜひご応募く

ださい。 

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, 

特養リハビリスタッフ 

【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（くどう） 054-280-7340 

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 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。 

医療法人社団 

 志太記念脳神経外科 
 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】  理学療法士 常勤 1 名 

【施設概要】  脳外科急性期病棟 19 床，MRI，CT 

手術室（開頭・血管内），リハビリ室 

【待   遇】  基本給 18 万円～，資格手当，通勤手当 

皆勤手当，賞与年２回(実績４.５ヵ月) 

昇給年 1 回，各種保険完備， 

退職金制度あり，福利厚生施設あり 

【休   日】  土・日・祝日，夏季・年末年始休暇 

         年次有給休暇 

【勤務時間】  8：30～17：30，9：00～18：00 

【交   通】  西焼津駅より徒歩 10 分，自動車通勤可 

【応募方法】  電話にて担当にご連絡ください 

【連 絡 先】  〒425-0073 焼津市小柳津 371-1 

TEL 054-620-3717  

担当 リハビリ科 矢島 

HP http://www.shida-clinic.com 

開院１５年の脳神経外科専門の有床クリニックです。 

脳卒中・脳外科手術後(年間 100 症例以上)の急性期

理学療法を中心とし，通所・訪問リハビリを必要に応じ

て行います。質の高い医療を提供するために，ひとり

ひとりの患者様に余裕をもって対応できる環境です。

まずはご見学をどうぞ。 

理学療法士募集 
医療法人社団 正心会  

介護老人保健施設 ケアセンターゆうゆう 

 

 

 

 
【募 集 人 員 】 常勤若干名 非常勤若干名 

【施 設 概 要 】 入所 97 名（認知棟 47 名 一般棟 50 名） 

　 通所 100 名 

【待　　　　 遇】 基本給 23 万円以上 ,皆勤手当、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 

【休　　　　 日】 年間休日 117 日，年次有給，慶弔休暇， 

【勤 務 時 間 】 8：30～17：30 

          （非常勤の勤務日、時間は応相談） 

【交　　　　 通】 焼津駅より 

　　一色和田浜線 一色まわり 水産加工センター行き   

「田尻北」下車 徒歩 5 分    

【応 募 方 法 】 まずはお電話下さい． 

【連 　 絡 　 先】 〒425-0052 焼津市田尻 4 番地 

医療法人社団 正心会 介護老人保健施設 ケアセンターゆうゆう  

Tel 054-625-0321 担当 青島 

E－mail  yuuyuu@sa2.gyao.ne.jp 

ＨＰ    http://yuuyuu-kaigo.com/ 

業務拡張のためスタッフを増員します。 

年間休日多く、残業少なめ！！オフの時間を充実させることが

できます。 

現在リハビリスタッフ 9 名が活躍中。ぜひ一緒に働きませんか？ 

ご応募お待ちしております。 

理学療法士募集 
医療法人社団 志隆 ふくだ整形外科リウマチ科 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 0 床 

【待　　　 遇】 月給 22 万円～31 万（経験に応ズ）, 

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 

【休　　　 日】 水・土午後、日祝日，年末年始休暇 

夏季休暇 

【勤務時間】 8：45～12：45 14:45〜18：45 

【交　　　 通】 JR「静岡駅」から「昭府 2 丁目バス停」まで

15 分 バス停より徒歩 3 分 

【応募方法】 まずはお気軽に電話下さい． 

【連 絡 先】 〒420-0871 静岡市葵区昭府 2-18-38 

ふくだ整形外科リウマチ科 
Tel 054-260-5678 Fax 054-260-7778 

担当 人事課：福田 

E－mail：fukudaseikei@kyf.biglobe.ne.jp 

 

開院 5 年目の比較的新しいクリニックです。現

在 PT２名活躍中です。肩・膝・体幹の疾患が

主です。活気があり、やわらかい雰囲気の職場

です。やる気があり、まじめな方、ご連絡くだ

さい。一緒に質の高い医療を提供しましょう。 
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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

理学療法士募集 

医療法人社団悠育会 みつけ整形外科 

 

 

 

 

 

 

【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 

訪問リハビリ、通所リハビリ 

【待　　　 遇】 月給 215,000 円以上 

通勤手当、皆勤手当、 

昇給年 1 回、賞与年 2 回、 

各種保険完備、退職金制度あり 

【休　　　 日】 日曜・祝日、木曜・土曜午後、 

年次有給休暇、夏季冬季休暇 

【勤務時間】 8：30～12：15、14：45～19：00 

         土曜のみ 13：00 迄 

【交　　　 通】 遠鉄バス 

 遠鉄ストア見付店下車徒歩 2 分 

【応募方法】 電話連絡後、履歴書を郵送 

随時見学も可能 

【連 絡 先】 〒438-0086 磐田市見付 1852-16 

Tel 0538-32-0202 担当 市川、鈴木 

外来および介護保険分野での幅広い範囲の 
リハビリとなりますが、PT3 名で地域の皆様に

満足して頂けるリハビリを目指し、日々の業務

に取り組んでいます。 
興味のある方はお気軽にご連絡ください。 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士募集 

医療法人社団紅紫会 ナーシングホーム オンフルール 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

 

【募集人員】 常勤 2～3 名（週 1 回からのパートタイム可） 

【施設概要】 介護老人保健施設 100 床 

通所リハビリテーション 20 名、 

訪問リハビリテーション 

【待　　　遇】 年俸 320 万円（新卒）～ 昇給年 1 回 

通勤手当・各種保険完備・ 

退職金・宿舎設備有 

【休　　　日】 土曜日・日曜日（週休 2 日程度） 

【勤務時間】 ①8：30～17：30（時間外有） 

         ②週１回、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して下さい。 

【連 絡 先】 〒437-0023 袋井市高尾 1439 番 3 

☎ 0538-45-0080 Fax 0538-45-0081 
Mail onfuru-ru@jupiter.ocn.ne.jp  

人事担当 松本 坪見 

一人ひとり大切にリハビリをします。 
入居者の方の家庭復帰を目指し、30 代中心のスタッフ

で明るく楽しい職場です。住み慣れた地域でいつまでも

自立した生活が送れるように施設では、長期療養に対応

しているほか、通所リハビリ・訪問リハビリの提供をし

ています。是非、ご興味のある方は、お気軽にお問い合

わせください。 

理学療法士募集 
財団法人 福祉医療推進事業団 

あかりクリニック 
 

 

 

 

 

 
【募集人員】常勤 1 名 
【待遇】大卒・4 年生専門学校卒：基本給 21 万 9 千円～ 
    3 年生専門学校卒：基本給 20 万 6 千円～ 
賞与年 2 回（3.5 ヶ月分）、昇給年 1 回、 
各種保険完備、退職金制度あり 
通勤手当あり、住宅手当あり、学会・講習会費支給あり 

【休日】週休二日制（木・日）、祝日、お盆、年末年始休暇

在り。 
【勤務時間】午前 8 時 15 分～12 時 15 分  

午後 15 時～19 時 00 分 
【交通】自動車通勤可 
【応募方法】電話またはメールにてご連絡ください。 
随時見学など受け付けております。 

【所在地】静岡県掛川市上西郷 528－1 
 施設概要は HP、Facebook、各種 SNS をご参照ください。 
【連絡先】0537‐23‐0277 imazeki.akari@gmail.com 

担当：今関 礼章 

掛川市上西郷にある開院 1 年の整形外科クリニックで

す。学生から社会人、高齢者が通院し、慢性疼痛、術後、

スポーツ障害のリハビリを行います。また診療だけでな

く地域と協力し、新たな予防医療・理学療法の形を構築

する取り組みをしています。 
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理学療法士募集 
株式会社 NEXTSTAGE デイサービスアビリティ 

 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2 名 

【施設概要】 機能訓練型デイサービス 3 施設 

【業務内容】 個別機能訓練 評価・プラン作成 

【待　　　 遇】 月給 23 万円～35 万円（経験考慮 各種

手当含む）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，年末・厚生休暇， 

【勤務時間】 8：00～17：00 

【交　　　 通】 自動車通勤可 

【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。 

【連絡先】 〒430-0929 浜松市中区中央 2-9-7 

デイサービスアビリティ中央 
Tel 053-528-7932 Fax 053-528-7942 

担当 人事課：鈴木 

E－mail  info@ability-hamamatsu.com 

ＨＰ https://www.ability-hamamatsu.com 

理学療法士が運営するデイサービスです。PT
業務の更なる充実化を図るため、新スタッフを

募集します。個別での機能訓練と研修に力を入

れております。個人のスキルアップを考えてい

る方、または管理・運営・起業に興味をお持ち

の方は是非一緒にチャレンジしてみませんか。 

理学療法士募集 
ｹｱｱﾊｳｽあんしんの里内 あんしんの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【施設概要】 入所 88 床・デイサービス 45 名 

【待　　　 遇】 基本給 19 万 5 千円～24 万 5 千円 

職務手当 1 万 5 千円,資格手当 1 万 8 千円,

通勤手当,扶養手当, 

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】 年間休日 113 日，採用時有休 10 日付与 

         積立有休最大 100 日 

【勤務時間】  8：30～17：30 

【交　　　 通】 安間バス停下車徒歩 3 分, 

自動車通勤可無料駐車場有 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒435-0005 浜松市東区安新町 33-1 

社会福祉法人八生会 ｹｱﾊｳｽあんしんの里 

Tel 053-421-3437 Fax 053-421-8801 

担当 上田・鈴木 

E－mail  anshin@hashoukai.or.jp 

ＨＰ    http://hashoukai.or.jp 

理学療法士による個別機能訓練やマシンリハビリによ

る筋力強化を目的とした活気あるデイサービスです。 
教育相談を目的とした法人内リハビリ部会を通じて、あ

なたのやりがいをバックアップします。 

理学療法士募集 

みかたはら介護老人保健施設 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1 名 

【募集内容】 デイケア利用者様に対するリハビリテーショ

ン業務、リハビリテーション計画の作成、個

別リハビリ業務 

【施設概要】 入所定員 100 名、通所デイケア定員 40 名 

【待　　　 遇】 基本給＋各種手当 

月額 330,000～410,000 円 

別途交通費規定支給、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】 週休 2 日制（土日休み），年次有給休暇 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【交　　　 通】 遠鉄バス三方原下車徒歩 5 分 

自動車通勤可 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町

６７５番地の６ 

医療法人社団東医会 みかたはら介護老

人保健施設 （担当 松本） 

TEL 053-438-5886 FAX 053-438-5887 

介護老人保健施設として高齢者一人ひとりのニーズに

あわせた慢性疾患管理・リハビリテーション医療の提供

をしています。浜松で一番清潔な施設を目指します。 

理学療法士募集 

有料老人ホ－ム ウィル掛川 

 複合施設 焼津 一休(デイサ－ビス・ショ－ト) 

 

 

 

【募集人員】 常勤 ウィル 1 名、 一休 1 名 

非常勤一休 1 名(時給 1600円～) 

【施設概要】 ウィル 48 名 一休 ショ－ト 40 名 

ディサ－ビス 40 名 

【待　　　 遇】 基本給２１万円～２８万 ,通勤手当, 

資格手当１万円、技能手当２～３万円 

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 日制その他，年次有給， 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交　　　 通】 ウィル JR 袋井駅からバスで 25 分 

             一休  JR 西焼津からバスで 20 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒437-1301掛川市横須賀三番町1198-1 

㈱ウィルプランニング 
Tel 0537-48-6211 Fax 0537-48-5622 

担当 事務長 海野 

E－mail  unno@will-planning.com 

チームワークとあいさつを大切にする働きやす

い職場です!  「ありがとう」と笑顔がやりがい。 
19 歳から 60 歳の男女活躍中。 
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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 177 号の掲載原稿の締め切りは 

2019 年 10 月 31 日です。 

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 

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】  湖東病院（入院 169 床、通所 50 名） 

        入野ケアセンター(入所 150 床,通所 80 名) 

        和恵会医療院（入院 80 床） 

【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 

職員紹介制度（常勤は謝礼金）あり 

【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 担当：大場 

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

HP：http:/www.kotou-wakeikai.com 

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。（現在 PT34 名、OT29 名、ST7 名） 
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