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新年のご挨拶 

 
公益社団法人静岡県理学療法士会 

                        副会長 山内一之 

新年明けましておめでとうございます。 

皆様とともに新しい年を迎えることができました。謹んでお慶び申し上げます。加えまして、

日頃より士会の活動・運営に暖かなご支援ご協力を賜り心より御礼申し上げます。 

 昨年、静岡県理学療法士会は創立 50 周年を迎え、元号も平成から令和に移り、いろいろな意

味で新たな始動の年でありました。一方では、ラグビーワールドカップで日本代表が初の８強入

りを成し遂げ、「ONE TEAM 」というキーワードは、多くの方の胸に響いたのではないでしょうか。 

 

 オリ・パライヤー2020年の干支は「子」です。子年は「繁栄の年」といわれ世の中が盛り上が

るといわれていますので、2020年（令和２年）が良い年になりますよう期待しながら、役員一同

「心機一転チャレンジの年・ONE TEAM」を念頭に、これまで以上に士会運営に努めて参りますの

でよろしくお願い申し上げます。 

 早速１月には士会が支援協力する「臨床実習指導者講習会」や、協会と共に取り組む「2020

職場における腰痛予防宣言！」が新規事業としてスタートします。２月には、新たに協会と共に

学校保険・特別支援教育と理学療法課題についての検討が始まります。加えて 2021年 10月に浜

松で開催予定の第 37 回東海北陸理学療法学術大会の準備が本格化いたします。そして、2025 年

を見据えての地域医療構想や地域包括ケアシステム等の動向を見守り適宜対応してまいります。

皆様もそれぞれの地域で存在感を Appeal していただき今年も引き続きご協力はもとよりご指導

ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 
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【 準備委員長挨拶 】 

第 24 回静岡県理学療法士学会準備委員長の塚本敏也と申します。 

この度、令和元年 11 月 15 日をもちまして演題登録および査読者・座長登録を締め切りました。

多くの会員の皆様にご登録とご協力をいただき、過去最大数の演題が集まりました。第 24 回静岡

県理学療法士学会準備委員会一同心より感謝申し上げます。 

 本学会のテーマは、「理学療法士における serendipity（セレンディピティー）」です。この

serendipity とは、思いがけない偶然から、全く別の価値ある新しい発見が導かれること、またその

能力のことを言います。serendipity は、自身の無意識化に起こる成果となりますが、その価値に気

づく洞察力と感受性が必要になると言われています。我々、理学療法士の洞察力や感受性は日々の

経験の積み重ねの中に備わった能力であり、この力こそが serendipity を引き起こす可能性を秘めて

いると考えています。会員一人一人の serendipity を期待し、第 24 回静岡県理学療法士学会がその

一助となれば幸いに存じます。 

 さて、学会企画については学会長講演（1 つ）、特別講演（2 つ）、テクニカルセミナー（前編・

後編の各 1 つ）、教育セミナー（3 つ）、シンポジウム（1 つ）、専門部会セミナー（運動器系、生活

環境支援系、内部障害系、神経系の 4 つ）、そして公開講座（1 つ）の計 14 個の講演・セミナーを

予定しております。学会準備委員会一同、ご参加いただく会員の皆様にご満足いただける内容の企

画・準備を全力で進めております。 

 この他に、第 24 回静岡県理学療法士学会の運営委員募集におきましても、多くの会員の皆様の

ご登録をいただき誠にありがとうございました。前回大会より静岡県理学療法士学会は、1.5 日開催

となっております。このため、運営委員の数がこれまで以上に多く必要となり、会員が学会に参加

できない状況（参加率の低下）も少なからず考えられます。本学会では、試験的に学生ボランティ

アを運営委員として一部（全体の約 20％を予定）参加していただき、会員の運営委員を削減し、会

員が学会に参加しやすくなるよう検討しております。また、学生の時から学会運営に携わる機会を

作ることで、卒後における静岡県理学療法士会の活動への貢献も期待できると考えております。 

学会準備委員会一同、多くの会員の参加と有意義な時間となるよう鋭意準備を進めて参りますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

  準備委員長 ： 塚 本 敏 也 

         （常葉大学 健康科学部） 

お知らせ 第４報 

 

第 24 回静岡県理学療法士学会 

 

 

 

 開催日/2020年 6月 20日（土）・21（日） 

      会 場/グランシップ 
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職能局長 永澤加世子 
職能研修部長 田島光和 

 

『令和元年度上級管理者研修会』のご案内 
 
 急性期、回復期で管理業務をなされている２名の講師から、より実践的な取り組みについてご講義いただき、

また参加者同士・講師との情報交換、意見交換の場となるようグループワークも予定しております。対象を上

級管理者研修取得者に限定せず、初級管理者研修取得者・今後上級管理者研修受講予定の方まで広げておりま

すので、何卒多くの会員にご参加頂きます様、宜しくお願い致します。 
 

【日 時】 
令和２年２月１６日（日） 受付開始 ９：００  講義 ９：３０～１２：００  

【場 所】 
会場 JR 静岡駅ビル パルシェ ７階  パルシェ貸会議室 
〒４２０-０８５１  静岡市葵区黒金町４９番地 

【受講資格】  
 上級管理者研修取得者 
 初級管理者研修取得者で今後、上級管理者研修受講を予定している方 
 ＊申し込み多数の場合には上級管理者研修取得者を優先させて頂きます 
【定員】 50 名程度 
【内 容】 講師による講義（テーマ：職場内での人材養成の方法について）、情報交換会・グループワーク 
【講 師】 齊藤和快 先生（フジ虎の門整形外科病院） 

上野 忍 先生（湖山リハビリテーション病院） 
【スケジュール】 
9：00～ 受付開始  
9：30～10：20  講義➀ 齊藤和快 先生  
10 分休憩 
10：30～11：20 講義➁ 上野忍 先生 
5 分休憩 
11：25～12：00 グループディスカッション・情報交換・意見交換・質疑応答等 
12：00 終了予定 
 
【申込方法】 

グーグルフォーム（URL,下記 QR コード）にて必要事項を記入の上、お申し込み下さい。 
確認後、担当者よりメールにて連絡致します。 

  URL： https://forms.gle/BBzAMw83FoaV3bEj8  

【申込期間】 
  令和１年１２月１５(日)～令和２年２月８日（土） 
【参加費】 無料  
 
申し込み等でご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。 

 
＜お問い合わせ＞   公益社団法人静岡県理学療法士会 職能局 職能研修部長 田島光和 

Tel：０５３７－８６－８８５８ E-mail：omaezakireha@maotv.ne.jp 
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予防局健康増進部 
 

「産後の女性のための骨盤ケア教室」 
～活動報告と部員募集について～ 

 
川合旬美（健康増進部長）、山本智子、原田真帆、伊藤早季、菊地麻由美、小林敦郎 

 
予防局健康増進部では、主に産後 3 ケ月

以降～未就学児をもつママを対象に「産後の

女性のための骨盤ケア教室」を開催しており

ます。本年度の教室が全て終了しましたので、

その活動報告をさせて頂きたいと思います。 
産前産後はホルモンバランスが変化し心

身に大きな変化をもたらします。この時期の

筋骨格系トラブルへの予防・改善に理学療法

士は大きな役割を果たせます。しかし、私達

の職種が診療上介入する機会は少ないのが

現状です。 
本年度は市町と連携し 9 ケ所で教室を開催し、教室参加者は計 126 名でした。 
教室の内容は骨盤モデルを用いて骨盤底筋群について説明しイメージを持っていただきます。そして、姿勢

と骨盤底筋群、インナーユニットと呼吸、ストレッチ、会陰腱中心を触診し骨盤底筋群の収縮を衣服の上から

を確認し骨盤底筋群エクササイズ、骨盤安定化エクササイズ、抱っこの仕方・抱き上げ方・抱っこ紐の使用方

法等の指導をおこなっています。可能な限り託児を設置した上、健康増進部で作成した教室共通の資料を用い

60 分から 90 分の教室を開催しています。 
参加者のママのアンケートからも「産後にはとても必要な教室です」「エクササイズが分かりやすかった。

実際に PT の方に筋肉など触って頂きながら指導を受けられて良かった」等、高評です。 

 
健康増進部では運営スタッフや見学スタッフを随時募集しています。今後講師をしてみたい、ウィメンズヘ

ルスに関心がある方等、ご興味のある方大歓迎です。県士会ホームページやゆまにてで今後の教室開催をご案

内して参ります。育児休暇明けの女性会員も活躍しています。是非、ご自身そしてパートナーのためにもマイ

ナートラブルとして容認せず産後の不調をいつまでも引きずらないよう共に学び活動して参りましょう。教室

や研修会のご参加を部員一同心よりお待ちしております。 
 

問い合わせ先：kawai-h@shizuoka-pt.com（予防局健康増進部部長 川合旬美） 

2019 年度予防局健康増進部 産後の骨盤ケア教室開催地一覧 

5 月 10 日 浜松市東区 どんぐり広場 

8 月 9 日 牧之原市 総合福祉センターさざんか 

9 月 21 日 富士宮市 保健センター 

10 月 26 日 浜松市浜北区 風の子こども園 

10 月 27 日 三島市 三島市生涯学習センター 

11 月 12 日 袋井市 メロープラザ 

11 月 15 日 牧之原市 総合福祉センターさざんか 

11 月 17 日 伊豆の国市 韮山福祉保健センター 

11 月 30 日 三島市 静岡県総合健康センター 

11 月 12 日 メロープラザ（袋井市） 9 月 21 日 富士宮市保健センター（富士宮市） 
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～ 予防局 メディカルサポート部 ～ 

 

高校女子テニス グランドリーグ 
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 

 
 この度、高校女子テニス大会「グランドリーグ」が下記のとおり開催されることとなりまし

た。グランドリーグは県内約 8 校が参加する大会となります。選手たちの日頃の痛みや身体機

能に関する相談の受付および対応を目的としたメディカルサポートスタッフを募集いたしま

す。昨年度同様、大会会場屋外でのサポート活動が中心となります。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。多くの皆さまに

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。 
 
 

n 日 時：2020 年（令和 2 年）3 月 23 日（月）、24 日（火） 
9：00 ～ 17：00（予定） 

n 場 所：日本平テニスコート 
n サポート内容：コンディション調整、テーピング、運動療法指導 等 
n 申し込み方法：2 月中旬頃を目安に県士会 HP に掲載いたします 

       （県士会 HP より直接お申し込みください） 
n 募 集 人 数：若干名 ※ 希望者多数の場合は選考させていただきます 
n 対 象：（公社）静岡県理学療法士会 会員の方 
n ポ イ ン ト：専門・認定（運動器専門・スポーツ）またはC-7社会貢献のどちらか 

一つが付与予定です（申し込みの際に希望する項目を選択してください） 
 
※ 県士会 HP のグーグルフォームからお申し込みください。 

    グーグルフォームからお申し込みできない方は、下記問い合わせ先までメールにてご連

絡ください。  
 
  
 

【お問い合わせ】 
                       予防局 メディカルサポート部 
                       高校女子テニス担当 勝井 洋 
                       E-mail：medical-support@shizuoka-pt.com 
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～ 予防局 メディカルサポート部 ～ 

 

「家康公記念杯 第 17回 清水スーパーシニアサッカー大会」 

メディカルサポートスタッフ募集のお知らせ 
 

予 防 局 長  小林 敦郎 

ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｶ ﾙ ｻ ﾎ ﾟ ｰ ﾄ 部 長  河野 隆志 

 

この度、「家康公記念杯 第 17回 清水スーパーシニアサッカー大会」メディカルサポー

トスタッフ募集についてお知らせいたします。 

この大会は、生涯スポーツとしてサッカー競技を通して高齢者がいつまでも健康でいき

いきと活動し、地域社会の活性化を促すと共に、シニアサッカーの普及・発展を促進する

ことを目的とした大会です。60 歳代から 75 歳を超えるシニアサッカー選手に対するグラ

ウンドレベルでのサポート活動です。今後の臨床活動のためにも大変貴重な機会だと考え

ていますので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

 

n 日 時：2020年 3月 14日（土）、15日（日） 8：00 ～ 試合終了（16：00前後予定） 

n 場 所：清水ナショナルトレーニングセンター、清水総合運動場陸上競技場、 

中島人工芝グラウンド、清水蛇塚スポーツグラウンド 

n 内 容：コンディション調整、ケア、選手の応急手当、選手へのアドバイス 等 

n 募集人数：各会場・各日 2名ずつ 

n 申込方法：県士会 HPより Googleフォームにてお申し込みください 

     1月下旬頃を目安に県士会 HPに掲載いたします 

n 対 象：（公社）静岡県理学療法士会 会員の方 

n 申込期限：2020年 2月 28日（金） 

n ポイント：参加者には専門・認定ポイント（運動器専門・スポーツ）、C-7 社会貢献のい

ず 

れか一つが付与される予定です 

（お申し込みの際にご希望される項目を選択してください） 

 

 ※ Googleフォームからお申し込みできない方は、下記問い合わせ先までメールにてご連絡

ください。 

参加希望者多数の場合は選考させていただきます。予めご承知おきください。 

 

 

【お問い合わせ】 

予防局 メディカルサポート部 

サッカー部門担当 縄田 琴美 

E-mail：medical-support@shizuoka-pt.com 
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東京2020パラリンピック競技大会にて 

本会会員2名が会場主任PTに決定！ 
 

東京 2020 パラリンピック競技大会においては、各会場ごとに医療サービスが設置されます。その

会場主任PT に本会会員が、日本障がい者スポーツ協会及び日本理学療法士協会の推薦もあり、東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から会場主任PT として指名されました。 

会場主任PT とは、組織委員会が競技会場（練習会場含む）において提供する理学療法サービスの内

容及び人員配置に関するアドバイスや、競技ごとに指名をしている選手用医療統括者の医師と 連携の

上、理学療法サービス内容の調整をするのが主な役割です。 

 

・東京 2020 パラリンピック競技大会 

開催期間：2020 年 8 月 25 日（火）～9 月 6 日（日） 計：13 日間 

競技種目：22 競技 537 種目 

 

 ・自転車競技（トラック・ロード）会場主任 PT 

  小林 敦郎（順天堂大学医学部附属静岡病院） 

   トラック：2020 年 8 月 26 日（水）～8 月 29 日（土） 

        【会場】伊豆ベロドローム（伊豆市） 

   ロ ー ド：2020 年 9 月 1 日（火）～9 月4 日（金） 

        【会場】富士スピードウェイ（駿東郡） 

 

 ・パワーリフティング 会場主任 PT 

  赤岩 龍士（富士リハビリテーション専門学校） 

        2020 年 8 月 27 日（木）～8 月 31 日（月） 

        【会場】東京国際フォーラム（東京都千代田区） 

 

 

 

＊いよいよ 2020 年となり、オリンピック・パラリンピックイヤー 

となりました。大会まであと少し、お二人の活躍を期待しております！ 

（メディカルサポート部長  河野 隆志） 
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特集 パラリンピック 

～みなさんは、パラリンピックについて、どれくらいご存知ですか？～ 

 

パラリンピックの基本理念を示している言葉 

「障害の無い人はスポーツをした方がよいが、障害がある人はスポーツをしなければならない」 

（ハインツ・フライ選手（１９５８～）“車椅子陸上世界記録保持者”スイス） 

「失われたものを数えるな、残っているものを最大限に活かせ！」“It's ability, not disability, that counts” 

（ルードヴィッヒ・グッドマン博士（１８９９～１９８０）“パラリンピックの父”英国） 

その１ パラリンピックの語源と歴史  正式表記は…Paralympic Games 

もともとは、日本で作られた造語でした！ 

1964年に東京で開催された国際障がい者スポーツ大会（国際ストーク・マンデビル競技大会）の時、

日本の組織委員会が、「パラリンピック」（Paralympic）の名称をつけました。 

当時は、脊損対麻痺（paraplegic）＋ オリンピック（Olympic）の造語でしたが、対麻痺者以外も

参加するようになったため、1985年から、並列の、同等の（Parallel）+オリンピック（Olympic）で、

「もう一つのオリンピック」として解釈されこととなりました。 

 

その２ ストーク・マンデビル大会とは  パラリンピックの前身大会 

イギリスにあるストーク・マンデビル病院には、第二次世界大戦で脊髄を損傷した軍人の専門リハビ

リ科があり、医師グットマンの提唱により、車椅子患者によるアーチェリー競技会を行っていました。

競技種目を増やしながら毎年開催され、1960年にはオリンピックが開催されたローマで、国際ストー

ク・マンデビル競技大会が開催されました。のちに、この大会は第1回パラリンピックと呼ばれるように

なりましたが、1964年の第2回東京パラリンピックが、事実上第1回であることは、あまり知られてい

ません。 

 

その３ パラリンピックのマーク スリーアギトス 「私は動く（ラテン語）」 

         オリンピックの五輪は有名ですが、左のマークを見てパラリンピックのマー 

クだ、と分かったあなたはさすがです！ 

このシンボルマークは「スリー・アギトス」と呼ばれています。「アギト」と

は、ラテン語で「私は動く」という意味です。 

 人間の大切な要素である心（スピリット）・肉体（ボディ）・魂（マインド）を青・赤・緑の三色の

曲線で示し、この三色は、世界の国旗で最も多く使用されている三色ということで選ばれました。 

 2020東京パラリンピックは、第16回を迎え22競技537種目（オリンピックは33競技339種目）

が実施されます！ 今から開催が待ち遠しいですね！！                

 

富士リハビリテーション専門学校 赤岩 龍士 
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富士宮市役所に勤務し、県士会常務理事でもあ

る川村浩二先生にご登壇いただきました。川村先

生からは、公民館講座を管轄する行政担当と普段

我々が携わることが多い介護保険事業の行政担

当は、異なる部署であることを知ることができま

した。介護予防推進リーダーとその活動は年々増

加傾向でありますが、活動は自治体からの依頼待

ちの状況です。 

一方、各地域で開催される公民館講座において、

介護予防等のあらゆる健康に関する講座を展開

しています。そのため、公民館側が実施したい講

座の内容とその地域の介護予防推進リーダーを

マッチングをすることで、活動範囲が広がる可能

性を示してくれました。公民館側から県士会へ依

頼をしやすくするために、公民館を管轄している

各市町の行政担当へのニーズ調査など今後の構

想も知ること事ができました。参加者からは、個

人で公民館講座のニーズがあるのかを把握する

には非常に困難なため、県士会がマッチングをし

てもらえるならば、介護予防推進リーダーの知識

を活かせる場面があって今後が楽しみなどと、前

向きな意見が多く聞かれました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、藤枝市葉梨地区交流センターより県士会

に講師委託されて介護予防講座を開催している

小原智永先生が講師を担当しました。小原先生か

らは、介護予防部の取り組み状況の説明、公民館

への実際の働きかけ、介護予防講座で参考となる

資料の紹介、講師としてのスキルを伝えました。 

 講座が単なる運動の指導だけでなく、参加者の

評価や効果判定、アンケートなどを取り入れ、講

座実施後の効果について依頼側へのフィードバ

ックを通じて継続事業に繋げていくスキルを、グ

ループワークを通じて深めることができました。

講義終了後には参加者の意向調査を行い、実際ど

の市町で活動ができるのか、過去講座担当した経

験の有無などを調査し、今後公民館から依頼を受

けた時に効率よくマッチングができるための準

備をすることができました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義に対するアンケートより、多くの方に満足

してもらいました。また、このような研修に対す

る会員の関心度の高さを知ることもできました。

ご参加頂いた皆様には、心より感謝申し上げます。 

介護予防部ニュース No.1 

予防局 

『介護予防講座の始め方 ～「企画」から「運営」まで～』を開催しました 

令和元年 9 月 21 日（日）に藤枝市文化センターにて上記テーマで研修会が開催されまし

た。当日は、44 名（定員 50 名）の方に参加していただきました。介護予防推進リーダー取

得者等が、講座の講師を行うための「企画」から「運営のノウハウ」を学び、講座を担当でき

る人材育成を目的に開催されました。 

 
川村先生の熱の入った講義の様子 

■公民館講座開催に至るまでの手順を学ぶ 
 

 

■実際の講座内容の紹介と講師に必要 

な知識とスキルを学ぶ  
 

 
大いに盛り上がったグループワークの様子 

■講義満足度は、5 点満点中 4.6 点  

作成者 

介護予防部長 小原智永 

予防局長 小林敦郎 
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PT が担当する内容は、個別の身体評価、運転

に必要な身体機能（ロコモ予防体操など）、認知

機能（コグニサイズなど）について、集団での体

操を中心に毎回 4 名のPT で実施しました。 

その他には、ＪＡＦによる車両の死角確認、正

しい運転姿勢、スマートアシストの体験なども行

っていました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「運転にともなう、いろいろな体験ができ、運動

等日頃から心がけたいことを知ることができま

した」などの声を頂きました。また、機会があれ

ばまた参加したいと希望する方は、２４人中２０

名の方が「はい」という答えを頂きました。 

 

 

 掛川店からは「毎年協力して頂き大変感謝して

います。今回は全国的に見ても初めての取り組み

であったが無事に終えることが出来ました。理学

療法士さんの講座は皆さん楽しそうに笑顔で参

加してくれているのでとてもありがたいです。来

年も続けていきますので是非ご協力をよろしく

おねがいします。」との声を頂きました。 

 東部地区を統括する担当の方から、好評につき

今年度中にほかの地域での開催依頼もありまし

た。令和 2 年 2 月 10 日に函南店、同年 2 月 17

日に沼津店が主催で開催を検討しています。 

今後も皆様のご協力宜しくお願いします。 

 

  

介護予防部ニュース No.2 

 

予防局 

『静岡ダイハツ presents 健康安全運転講座』を開催しました 

ダイハツ工業では少子高齢化、地域活性化といった日本社会の課題に対し、「いくつになっても自由

に移動できる自立した生活」を“産”“官”“学”“民”が連携し地域をサポートする取り組みをして

います。その中で理学療法士協会では“学”の部分を担っており、「健康指導」で地域を支える活動を

行っています。平成２８年より健康安全運転講座をダイハツ工業の依頼を受けて県士会が行っていま

す。今年は、掛川店で令和元年 5 月 16 日、12 月 4 日に行い、富士宮店で 11 月 26 日にそれぞれ

開催され、合計 45 名の方が参加しました。例年、ダイハツの店舗で講座を開催していましたが、11

月・12 月は住民が集まりやすくするために地域の公会堂へ出向いて開催しました。実施内容や参加者

からの声、主催者からの声を報告します。 

■実施内容 
 

 

 

掛川での理学療法士による講座の様子 

 

ＪＡＦによる健康安全運転講座 

■主催者からの声 
 

 

 
富士宮での理学療法士によるコグニサイズの様子 

■参加者からの声 

作成者    掛川東病院 市川 真 

介護予防部長 小原智永 

予防局長 小林敦郎 

 掛川店では実施後のアンケートを実施しまし

た。講座について、２４人中２３人の方が「役

立つ」と回答して貰いました。参加者の個々の

意見では、 
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運動器系専門部会研修会Ⅱ活動報告 

「運動器エコーの基礎」～有用性と臨床活用～ 
後藤聡 1)、栗田泰成 1) 、大沼賢洋 1) 、梅坂恭平 1) 、江間崇人 1) 、松本武士 1) 、小林敦郎 1) 

1)静岡県理学療法士会 運動器系理学療法専門部会 
 
令和元年 12 月 15 日(日)に常葉大学静岡水落キャンパス 1 号館にて「運動器エコーの基礎～有用性と

臨床活用～」が開催されました。 
今回は、申し込み開始直後に定員 30 名に達したことから、皆様の関心の高い研修会内容であったこ

とが伺えました。講師には、東京医科大学付属病院心臓血管外科所属の臨床検査技師である秋山忍先生

をお招きし、ご指導していただきました。実際に多くの機器も用意し、参加者全員が充実した体制下で

ハンズオンセミナーを行うことができました。 
参加者には、医療機関で実際に臨床応用されている方や、今後導入を検討されている施設の方など幅

広い方々がいる中で、知識を共有することが出来ました。 
今後も運動器系専門部会として臨床に役立つ、最新の知見に基づいた研修会を開催していく予定です。

運動器系専門部会員が優先的に研修会に参加できます。是非とも登録をお願いいたします。 

    
     【研修会の様子① 肩関節の実演】        【研修会の様子② 膝関節の実演】  
 
【参加者の感想】  （JA 静岡厚生連清水厚生病院 リハビリテーション科 小澤建太） 
近年、評価や治療効果検証の一つとしてエコーを用いている研究や病院が多く、当院でも運動器疾患

患者に対して臨床活用を検討しています。研修会ではプローブの持ち方から丁寧に説明頂き、実技とし

てエコーを使用する時間も多く取って頂きました。臨床活用に至るまでの技術は習得できていませんが、

研修会の時間内だけでもプローブの当て方や画像の見方に慣れたことを感じ、臨床活用への期待を強く

実感致しました。今後の理学療法分野の発展に本研修会の内容が広まっていくことを願っています。 
 
次回予告 運動器系専門部会研修会Ⅲ  
日 時：令和 2 年 2 月 16 日（日）   9：30～17：00 （受付開始 9：00） 
会 場：浜松市リハビリテーション病院 大会議室  
講 師：坂 雅之 先生 （八王子スポーツ整形外科 リハビリテーションセンター）    
テーマ：「腱板断裂の科学的根拠に基づく理学療法」   申し込みは日本理学療法士協会 HP より



13 

 

地区事業 活動報告 
地区事業では、介護予防キャラバンや支部連絡会を中心に地域に根差した活動を実施してい

ます。今回は西部・中部地区介護予防キャラバンと中部地区清水支部の支部連絡会の様子をご

紹介します。 

介護予防キャラバン令和元年 １１ 月１７日（日） 
〜第39回 浜北ふれあい広場に参加して〜

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！ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
《感想》 

 測定項目の内容だけでなく、生活する上でのアドバイスなど多くのご質問があり、来場者の方々の健康意

識の高さを感じました。また「去年も参加して、教えてもらった運動を今も続けています」「病院でのリハビリだ

けではなくこういった活動もされているのですね」といったお声掛けを頂き、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。今回このような活動に参加させて頂き、リハビリ専門職

として今後も継続して地域貢献活動に関わっていきたいと思いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブースには 100 名を超える地域住民の方々

が来場されました。握力・身体組成計測

（BMI・推定骨量・内臓脂肪レベル・体内年

齢・体内水分量）のフィードバックに関して運

動のアドバイスを行いました。 
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中部地区葵支部介護予防キャラバン 
～城東保健福祉エリア地域交流まつり～ 

中部地区 葵支部 活動報告 
 

花田 高彬 1) 大石 義秀 2) 

１）  中部地区葵支部長，静清リハビリテーション病院 

２）  地区事業担当 常務理事 

 

令和元年 11月 9日に静岡市地域リハビリテーション推進 
センターにて「城東保健福祉エリア地域交流祭り」が開催 
されました。当法人としては毎年イベントに参加しており， 
今回は 6施設 14名のスタッフが参加しました。理学療法士会 
ブースを訪れた一般来場者は 100名程度，柔軟性・筋力を 
中心とした理学療法評価を行い，各々に適したストレッチ， 
筋力増強，動作指導を実施しました。 
同一会場には静岡県作業療法士会による認知症カル 

タ、静岡市地域リハビリテーション推進センターによる体
組成計を用いた測定も行われており，大変賑わっていまし
た。来場者からは「ありがとう」「また来るね」などの感謝
の声や「今年も来ました」「毎年楽しみにしています」と毎
年楽しみにしている方，さらには「入院中に理学療法士に
お世話になった経験があります」などさまざまな声が聞かれました。 
今回の介護予防活動を通して地域住民に対しての貢献並びに理学療法士（リハビリテーション）の啓蒙活

動の一助となったのではないかと感じております。 
最後に，当活動の運営に多大なるご協力を頂きました静岡市地域リハビリテーション推進センターの皆様

をはじめ関係者の皆様に感謝申し上げます。 
 

健康相談 

体組成計 

評価・運動指導  
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清水区地域交流会 第 4 回清水支部連絡会 活動報告 

【日時】令和 1年 11 月 7日（木） 

【場所】JA 静岡厚生連 清水厚生病院 

【参加者】 会員 36 名 一般 11 名（看護師、ケアマネージャー） 

【概要】 

1 部：成島 道樹医師(JA 静岡厚生連 清水厚生病院 外科医師)による講義 

テーマ「地域包括ケアシステムの構築に向けて～清水区でやるべきこと～」 

2 部：清水区地域交流会 各施設リハビリ部門の特徴紹介 

   ：静岡県理学療法士会から情報提供  

【内容】 

11 月7 日（木）に第 4 回清水支部会議を開催いたしました。今回は、地域連携を強化するために、医師によ

る講義とリハビリ施設の紹介という内容を企画致しました。参加者も他職種への広報を行い、総勢47 名での

開催となりました。  

JA 静岡厚生連 清水厚生病院の成島道樹医師から、地域包括ケアシステムの構築に向けて清水区でや

るべきことをテーマに講義をして頂きました。リハビリテーション栄養、病院⇔在宅のシームレス化、コンサルト

機能の 3本柱を基に地域の人たちが自分らしく人生を最期まで暮らすためには、医療・介護・予防・住まい・

生活支援の 5 つのサービスが一体的に切れ目なく提供される必要があります。専門職と地域住民が双方向

に問題点や課題を共有し、対策を一緒に議論できる地域作りが必要であるため、清水区の各地域でのリハビ

リテーション専門職の活躍が期待されていると実感致しました。  

リハビリ施設の紹介では顔の見える関係づくりの下、参加していただいた病院、施設の地域での役割及び

取り組みを自己紹介形式で PRをしていきました。清水支部に所属する理学療法士のみならず看護士、ケア

マネージャー等他職種のスタッフにも情報を共有 し、清水区全体を盛り上げていく足掛かりになることを願っ

ています。

今回ご多忙の中、講義をしていただいた成島医師をはじめ参加していただいた各病院、施設のスタッフに

はこの場を借りて感謝申し上げます。次年度も地域の情報交換、交流の場として清水区地域交流会を開催

いたしていきますので、今後ともたくさんのご参加をお待ちしております。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　支部連絡会は来年度も年2回の予定で実施する予定です。日程は県士会HPやメール連絡網

にて配信させていただきます。介護予防キャラバンの運営スタッフも開催時期を踏まえて募集

を行っていきます。多くの方のご参加をお待ちしております！
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～開催報告～ 
2019 年 11 月 3 日(日)、静岡駅前のグランディエール ブケトーカイにて公益社団法人 静岡県理学療法

士会 創立 50 周年記念式典が盛大に開催されました。記念式典は 3 部構成で行われ、第 1 部は記念シン

ポジウム、第 2 部は記念式典、第 3 部は祝賀会が開催されました。多くの来賓、会員の皆様にご参加頂

きましたことに感謝するとともに、記念式典の開催報告をさせて頂きます。 
 

～第１部～ 
第１部のシンポジウムは、そのテーマを「私たちはどう生き抜くのか？～これか

らの社会に適応する理学療法士を多方面から考える～」と題し、大石座長のもと、

聖隷クリストファー大学学長の大城昌平氏、経済産業省職員の鈴木裕之氏、日本理

学療法士協会理事の佐々木嘉光氏からそれぞれの分野で今後の理学療法士につい

て教育、経済、協会の視点から講演していただきました。 
講演の後にシンポジウムとして、会場の方とのディスカッションが行われ、多く

の質問が挙がり、大変有意義なシンポジウムとなりました。 
3 名の講師に共通していたのは、「多様性」という言葉を多く使われていたこと

です。近年、理学療法士は映画やドラマなどでも取り上げられるようになり、社会

的知名度が上がっています。毎年、1 万人近い理学療法士が誕生し、日本理学療法

士協会に登録している療法士だけでも約 12 万人います。理学療法士は飽和状態あ

るといわれていますが、講師の方々のお話にあるように、時代は変化していて働き

方や働く場所は無数に存在し、理学療法士の需要も高まっているのだと感じました。

また私たちは移り変わる時代のニーズに柔軟に対応するために常に社会の情勢に 
アンテナを張り、理学療法士として生き抜く選択をしなければならないと感じました。 

 

左から大石座長、大城氏、鈴木氏、佐々木氏            講演の様子 
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～第２部～ 

 
 

次 第 
1．開会の辞：山内副会長 
2．会長式辞：和泉会長 
3．来賓祝辞：  
静岡県健康福祉部理事 石田貴様 
日本理学療法士協会会長 半田一登様 
静岡県薬剤師会会長 石川幸伸様 
静岡県看護協会会長代行 櫻井郁子様 

4．来賓紹介 
5．歴代会長紹介 初代～第 10 代 
6．祝電披露 
7．功労者表彰      
士会功労賞：岡部敏幸氏 紅野利幸氏 

 学術功労賞：加藤倫卓氏 
8．授賞者謝辞 
9．閉会の辞：菊池副会長 
 
 

 
 
 

第２部の記念式典は、多くの来賓の方々のご列席を賜り、粛々と執り行われました。山内副会長の開

会の辞、和泉県士会長の式辞に始まり、来賓の方々からの祝辞を頂戴しました。その後は来賓方々の紹

介、歴代会長も紹介され、第 9 代の石井元会長、第 10 代の内田前会長にもご列席していただけました。 
 また、功労者表彰も行われ、士会功労賞に岡部敏幸氏と紅野利幸氏、学術功労賞に加藤倫卓氏が受賞

され、各人から謝辞を頂戴しました。受賞者の皆様、誠におめでとうございます。 
 菊池副会長の閉会の辞をもって、記念式典は滞りなくとり行われました。 

来賓祝辞                       式典会場 

半田協会長         和泉会長 

左から和泉会長、紅野氏、岡部氏、加藤氏 

17



19 

～第３部～ 
 

 
 
 
第３部の祝賀会は静岡県士会員と来賓の皆様で美味しいお料理を囲みながら盛大に執り行われました。

始めに川村準備委員長の挨拶、その後、杉山監事の乾杯が行われました。 
来賓の祝辞には、日本理学療法士協会東海北陸ブロック長、静岡県作業療法士会会長、静岡県言語聴

覚士会会長、歴代会長より頂戴しました。また、静岡県医療功労賞を受賞された山内一之氏と岡部敏幸

氏が紹介され、最後には県士会を振り返るスライドが紹介され、瀧専務理事の閉会の挨拶をもって、す

べての式典事業が終了となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 終わりに、記念シンポジウムに始まり記念式典、祝賀会と全体を通して和やかな雰囲気の中、会員皆

様の記憶に残る創立 50 周年節目の行事になったかと思います。本事業を通して、本会がさらなる飛躍の

一端になれば幸いです。本事業にご協力頂きましたすべての皆様に感謝し、深く御礼申し上げます。 
50 周年記念事業準備委員会 委員長：川村浩二  役員：大石義秀 加藤倫卓 小林敦郎 

  運営委員：谷川拓 小山皓生 寺田隆二 高林佑介 大橋祐太 梅坂恭平 大石法子 永澤加世子 
 

  

会場の様子 

左・石井元会長、右・内田前会長         川村準備委員長 
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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。 
 

新生涯学習制度について「日本理学療法士協会マイページ」より、ご確認をよろしくお願

いいたします。 

 

「会員限定コンテンツ」へのアクセス方法 

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。 

 
 

【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。 
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【令和元年度 新人教育部主催 症例検討会のご案内】 

＜東部地区＞日  時：令和 2年 2月 9日（日） 

場  所： 富士宮市立病院 

申込期間：令和 1年 12月 1日（日）～ 令和 2年 2月 1日（土） 

＜中部地区＞日  時：令和 2年 2月 16日（日） 

場  所： JA静岡厚生連 清水厚生病院 

申込期間：令和 1年 12月 9日（月）～ 令和 2年 2月 2日（日） 

＜西部地区＞日  時：令和 2年 1月 19日（日） 

場  所： 静岡医療科学専門大学校 

申込期間：令和 1年 11月 1日（金）～ 令和 2年 1月 12日（日） 

＜定  員＞発表者 6名 聴講者 30名程度 

＜対  象＞発表者：経験年数１～5年目、聴講者：制限はありません。 

＜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。 

 ※申し込みの詳細は、県士会 HPのおしらせより各地区のセミナー情報をご覧ください。 

  多数の申し込みをお待ちしています。 

 

令和元年度 静岡県理学療法士講習会開催報告 
基本編 理論「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」 

【日時】令和元年 11 月 9 日（土）、11 月 10 日（日） 
【場所】常葉大学 水落キャンパス 
【参加者】91 名（県内会員 53 名、県外会員 38 名） 
【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） 

 
 理学療法士講習会 基本編 理論「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」を常葉大学 水落

キャンパスにて開催いたしました。当日は県内外から 91 名のご参加を頂き、盛大に開催する

事が出来ました。誠にありがとうございました。 
本年度より新たに北里大学メディカルセンターの渡辺学先生、宝塚リハビリテーション病院

の中谷知生先生を講師に迎え、本講習会の到達目標であります「脳血管疾患の特徴や概論など

の知識の習得及び評価治療について多角的に捉える事」の達成に向け、様々な視点から講義を

して頂きました。今年度は 2 日間という時間を設けさせていただいたため、今後の臨床業務や、

専門的な分野へ進むための足掛かりになったのではないかと思われます。 
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常葉大学の先生の方々にもこの場を借り

て感謝申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

報告者：理学療法士講習会部 運営委員 石川 遼 
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年が明け、はや 1 ヶ月が過ぎようとしています。1 年の出だしはいかがでしたでしょうか。

1 年間の目標を立てた方も多いと思いますが、私も今年はより具体的に目標を立てながら過

ごしていきたいと思います。                   （清水美晴） 

東
海
北
陸
理
学
療
法
学
術
大
会

2020年

11月7日土･8日日
名古屋国際会議場
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号

石田 和人  豊橋創造大学

公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

2020年

11月7日土･8日日
名古屋国際会議場
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号

石田 和人  豊橋創造大学

公益社団法人 日本理学療法士協会
東海北陸ブロック理学療法士協議会
公益社団法人 愛知県理学療法士会
特定非営利活動法人 愛知県理学療法学会

会 期

第
36
回

会 場

大会長

主 催

担 当

臨床や地域の現場にこそ
本当がみえる
－技術と科学のクオリアを求めて－

https://thpt36.jp/

●運営事務局：株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業室 ヘルスケア事業内
E-mail : event-medical@tkp.jp

●運営事務局：株式会社ティーケーピー
イベント・コンベンション事業室 ヘルスケア事業内
E-mail : event-medical@tkp.jp
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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 ﾘ゙職員数》 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  

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。 

理学療法士募集 

医療法人社団三島慈生会 渡辺整形外科 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤1名 

【施設概要】 無床診療所（整形外科） 

           運動器リハビリテーション 

通所・訪問リハビリテーション 

【待　　　遇】 基本給17万円,職務手当4万円, 

その他手当あり 

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】 水・日曜，祝祭日，夏季・年末年始休暇

【勤務時間】 月・火・木・金 8：30～19：00 

土8：30～13：00 

【交　　　通】 御殿場線長泉なめり駅徒歩15分 

         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】 〒411-0045 三島市萩188 

医療法人社団三島慈生会 渡辺整形外科 
Tel 055-987-1550 Fax 055-986-9533
担当　リハビリテーション科：大沼 

外来リハビリおよび介護サービスを提供してい

ます。地域貢献を理念とし、日々最新の知識・

技術を磨いています。若手が多く、のびのびと

働ける職場です。（PT：7 名） 
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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83－1  

 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。 

理学療法士募集 
医療法人社団 伊豆七海会  

熱海 海の見える病院・熱海所記念病院 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤3名（海の見える1名、所2名） 

【施設概要】 海：112床（地域包括ケア,療養,障害者） 

所：144床(急性期,回復期,地域)、訪問 

【待　　　遇】 給与235,400円～ 通勤手当,家族手当，

独身寮,託児所,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8休相当，年次有給休暇 他 

【勤務時間】 8：30～17：00 

【交　　　通】 熱海駅より車で約10分 送迎バス有 

【応募方法】 電話またはメールにてご連絡下さい． 

【連 絡 先】 〒413-0033熱海市熱海字上ノ山1843-1 

医療法人社団伊豆七海会 熱海海の見える病院  
Tel 0557-48-7404 Fax 0557-48-7406 

担当：リハビリテーション科 宮上 

E－mail：j_miyakami@tmg.or.jp   

ＨＰ：http://www.tmg.or.jp/uminomieru/     

当法人は、「地域とともに歩む開かれた病院」とい

う理念のもと、急性期～回復期～療養～在宅と地

域包括ケアシステムのモデルとして、地域に貢献

しています。ご興味のある方は、お気軽にご連絡

ください。 
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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

電話055-973-0882（代表）　　担当：細井 

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 

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た整形 

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】 〒414-0001 

静岡県伊東市宇佐美610-18 

電話：0557-47-2737  

院長：馬杉 毅彦 

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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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 

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・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。 

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。 

理学療法士募集 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部静岡県済生会 

静岡市桜の園 

 

 

 

 
 

【募集人員】 パート1名 

【施設概要】 障害者支援施設 

【待　　　遇】 時給1,450円～,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,正規登用あり 

【休　　　日】 週休2日制，年次有給，年末年始 

【勤務時間】 9：00～17：00のうち5時間以上 

【交　　　通】 自家用車（最寄バス停は徒歩30分） 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒421-2118 静岡市葵区内牧 1560-6 

静岡市桜の園  
Tel 054-296-2000 Fax 054-296-1110 

担当 総務管理課：鈴木 

E-mail  sakura-soumu@po.dws.ne.jp 

HP  http://www.sakurano-sono.jp/ 

桜の園は、主に身体に障害を持った方の生活を

支援する施設です。あなたの力を是非、利用者

さんに貸してください。 

理学療法士募集 

医療法人社団宝徳会  小鹿病院 

 

 

 

【募集人員】 常勤1名 

【施設概要】 医療療養型病院148床 

【業務内容】 療養病棟に入院する患者様へのリハビリ

テーション業務 

【待　　　遇】 基本給195,200～277,900円＋資格手当,

特別手当,通勤手当,扶養手当有 

賞与年2回（昨年度実績4．5ヶ月）, 

昇給年1回,退職金制度,各種保険完備 

【休　　　日】 年間休日115日（法人カレンダーによる）

         年次有給休暇 

【勤務時間】 8：30～17：30 

【交　　　通】 静鉄バス：美和大谷線小鹿公民館下

車徒歩10分   駐車場利用：無料 

【応募方法】 電話またはメールにてご連絡下さい． 

【連 絡 先】 〒422-8021静岡市駿河区小鹿1633-1 

医療法人社団宝徳会 小鹿病院 事務長 中島  
TEL 054-264-8000 FAX 054-264-8282 

E－mail：oshika-hp@houtoku-kai.or.jp
ＨＰ：http://www.houtoku-kai.or.jp 

日本平のふもとの緑豊かな自然に恵まれた環境で

働きませんか？患者様をはじめご家族の想いを尊

重し心に寄り添うケアを考え実践することを目標

としています。ブランクのある方も歓迎。 
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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 
医療法人社団あおば会  

介護老人保健施設あおばケアガーデン 

 

 

 

 
【募集人員】 正規職員2名、パートタイム1名 

【施設概要】 入所100床、通所リハ60名、訪問リハ 

【待　　　遇】 （正規職員）月給25万円～29万円 

（パートタイム）時給1,350円以上  

※経験を考慮し決定します。 

通勤手当、皆勤手当、扶養手当 

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】 週休２日（土曜・日曜）、有給休暇 

         年末年始休暇、特別休暇 

【勤務時間】 （正規職員）8：30～17：30 

          （パートタイム）平日週4日から相談可能

1日5時間以上で応相談 

【応募方法】 電話又はメールにてご連絡下さい 

【連 絡 先】 〒437-1302 掛川市大渕4345番地 

(Tel) 0537-48-0002 

(担当) 横山・市野 

(mail) aobakai.garden@soleil.ocn.ne.jp 

時間内で退勤できるよう事業所全体で取り組ん

でいますので定時退社できます。 
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい! 

理学療法士募集 

医療法人社団秀樹会 土川整形外科 

 

 

 

 

 

 
【募集人員】 常勤1-2名、非常勤2名 

【施設概要】 診療所 

【待　　　遇】 基本給21万円～ 

賞与年2回、昇給年1回 

各種保険完備、退職金制度あり 

非常勤 時給1700円 

（常勤への移行制度あり） 

【休　　　日】 週休2日制，年次有給，夏季休暇， 

【勤務時間】 8：45～18：00（月・火・水・金） 

 8：45～16：30（土） 

【交　　　通】 静鉄線 桜橋駅 徒歩11分 

【応募方法】 メール又は履歴書を郵送して下さい． 

【連 絡 先】 〒424-0047静岡市清水区鶴舞町4-12 

医療法人社団秀樹会 土川整形外科  
Tel 054-365-2355 Fax 054-365-2964 

担当 人事課：土川大介 

E－mail：daipyonpyon@hotmail.com 

清水区で開業し 37 年の歴史があります。 
2020 年 5 月より 40 才の院長のもとで、新たに

改装した３F のリハスペース（約 70 平米）でリ

ハビリを始めます。綺麗な職場でオープニング

スタッフとして一緒に働きませんか？ 
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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。 

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） 

理学療法士募集 

みかたはら介護老人保健施設 
 

 

 

 

【募集人員】 パート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】 時間給2200円～2250円 

別途交通費規定支給, 

【休　　　日】 土日他 

【勤務時間】 8：30～12：00 

         8：30～15：30の間の3時間程度 

【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。 

30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・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 

医療法人社団 伸 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 

みらいく社会保険労務士法人 

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。教育体制はできてい

ますので、経験の浅い方、ブランクのある方も

安心してご応募下さい。 

理学療法士募集 

みどりのまち整形外科 
 

 

 

 

 

 

 

【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 

           平成30年12月開院 

【待　　　遇】 月給28万～35万円、通勤手当あり 

  賞与年 2 回、昇給年 1 回、各種保険完備 

【休　　　日】  木・土午後、日祝、有給休暇、年末年始 

  GW、夏季休暇 

【勤務時間】  月火水金8:00～18:30（休憩2h45min） 

         木 8:00～12:00、土 8:15～13:15 

【勤 務 先】　浜松市浜北区横須賀５９２ 

【交　　　通】　遠州鉄道「浜北駅」から徒歩15分 

【応募方法】　お電話のうえ履歴書を郵送してください 

【連 絡 先】　〒434-0037 浜松市浜北区沼150-1 

 浜北中央ビル204 

 みらいく社会保険労務士法人 

Tel 053-586-7902 

HP：http://yoshimura-seikei.jp/ 

浜松市浜北区にある当院は、患者様に寄り添い「人

と人」のつながりを大切にした診療を目指してい

ます。つねに新しい技術・設備を積極的に取り入

れることを心がけ、リハビリ、スポーツ整形、交

通事故の診療にも力を入れています。ご興味のあ

る方はお気軽にご連絡ください。 

31



 

 

 

 

 

 

 

 

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 179 号の掲載原稿の締め切りは 

2020 年 1 月 31 日です。 
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