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年度初めのご挨拶 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 
 会 長  和泉 謙二 

 
平素より静岡県理学療法士会活動にご支援、ご協力いただき深く感謝しております。 
緊急事態宣言により新人オリエンテーションをはじめ、各種研修会・講習会、そして県理学療法士学会までも

延期あるいは中止の判断せざるを得ない状況の中、今年度事業の抱負を語るのは非常に心苦しく思いますが、こ

の号がお手元に届く頃には少しでも明るい兆しが見え始めていることを期待し話を先に進めて参ります。 
まずは昨年度より開始している臨床実習指導者講習会について、昨年度 3 回のうち 1 回、今年度上期に 4 回の

計 5 回が計画されていましたが中止（延期）となっております。期間的に集中することも予想されますが、下半

期に開始できるよう養成校ならびに関係団体と調整を図っていきます。第 24 回県学会も含め上半期の主催事業

は基本的に中止あるいは延期とさせていただきます。県学会については 1 年延期、また西伊豆町で開催予定だっ

た公開講座は次年度開催できるよう調製中です。講習会および研修会について下半期での開催を予定しています

が、新人教育プログラムについては協会の提供する e-ラーニングも推奨しつつ、時代変化に応じた学習スタイル

を提案していこうと考えております。新生涯学習システムの導入が 1 年先送りとなり 2022 年スタートとなるこ

とも踏まえ、今現在、如何にすれば有効的な学習が継続でき、また次のステップアップに繋がるのか提示してい

ければと考えております。 
その他、事業の主体としては、健康増進・介護予防一体化事業への人材登用促進（ウィメンズヘルス、企業で

の腰痛管理含む）や地域包括システムにおける人材派遣とその内容の深化、支部機能の強化と管理者および職域

別ネットワークの構築等、主体的に推し進める方針です。 
具体的な事業展開ができず、皆様にはご不満を感じられる事もあろうかとは思いますが、まずはこの危機を皆

で乗り越え、明るい未来を迎えられることを願っております。 
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【副学会長あいさつ】 
医療法人社団 健寿会 山の上病院 瀧 和人 

 
第 24 回静岡県理学療法士学会副学会長の瀧和人と申します。副学会長からのご挨拶を申し上げたいと
ころではございますが、今回は会員の皆様に残念なお知らせをしなくてはなりません。 
 皆様もご存じの通り、世界を震撼させております新型コロナウィルス（COVID-19）感染症は感染拡
大が収まる気配がございません。政府の緊急事態宣言の対象地域も全国に拡大され、日常生活のみなら
ず日々の臨床業務等でも神経をすり減らしていることと存じます。 
 このような状況の中、日本理学療法士協会は 4 月 6 日付で主催の学術集会・研修会等について、9 月
末開催分まで開催しない決定を下しました。 
 この協会の決定および静岡県内での感染者状況を踏まえ、静岡県理学療法士会としましても 9 月末ま
で研修会・講習会・公開講座、その他の公益事業を中止あるいは延期することを 4 月 18 日の理事会に
て決定いたしました。今回、6 月 20 日・21 日に開催を予定しておりました「第 24 回静岡県理学療法士
学会」も苦渋の決断ではございますが、1 年程度の延期とすることを決定いたしました。 
 これまで、開催に向けてご尽力いただいておりました皆様、演題登録をしていただきました会員の皆
様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
 準備委員一同はすでに 1 年後の開催に向けて気持ちを切り替えて再出発しております。2021 年には皆
様方を笑顔で迎えられるよう苦境を乗り越え頑張っていきたいと思います。今後も皆様がたのご支援ご
協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 なお、今後の開催時期等は随時、県士会 HP 上にてご案内いたしますのでご確認ください。 
 
 

第２４回静岡県理学療法士学会 

 

 

 

 ～開催延期のお知らせ～ 
第 24 回静岡県理学療法士学会につきましては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
拡大の影響により 1 年程度の延期とさせていただきます。今後の情報に関してはホームページに
てご案内させていただきます。ご了承くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。 
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東京2020オリンピック・パラリンピック大会が延期に 

 
皆様すでにご存じのとおり、今年の 7月末から 9月上旬まで開催予定であった、東京 2020オリンピッ

ク・パラリンピック大会が、新型コロナウィルスの感染拡大により、3月 24日に 1年程度の延期が発表

されました。世界的なパンデミックの状態にある中、やもう得ない決定かと思われます。 

大会にメディカルスタッフとして参加予定であった県士会員は、目前に迫っていた開催に最後の追い

込みと様々な研修会に参加予定でしたが、すべての事業が延期となりました。 

 

 延期となった事業  

大会組織委員会主催 

・東京オリンピック・パラリンピック組織員会主催 救命講習会（静岡開催） 3月 28日 

・東京オリンピック自転車競技テストイベントトラック競技： 4月 11日～12日（伊豆ベロドローム） 

・東京オリンピックパラリンピック自転車競技会場別研修会 6月下旬～7月 

 

静岡県理学療法士会主催 

運動器系専門部会主催 研修会Ⅰ 

テーマ：「オリンピック・パラリンピック大会における理学療法について」 

日 時：令和 2年 5月 23日（土）  会 場：プラザヴェルデ沼津 

講 師：鈴木 章 先生 

（国立スポーツ科学センター ハイパフォーマンスサポート事業ケア部門リーダー） 

予防局メディカルサポート部主催 研修会 

テーマ：「自転車競技と理学療法について～東京 2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて～」 

日 時：令和 2年 6月 14日（日）  会 場：専門学校 白寿医療学院 

講 師：井上 純爾 先生（自転車トラック競技ナショナルチーム 常勤理学療法士） 

中山 真臣 先生（自転車ナショナルチーム常勤マッサー はり･きゅう･柔道整復師） 

 
これらの事業は今年度末、もしくは来年度に延期となっております。詳細が決

まりましたら後日ご案内させて頂きます。 
 いよいよ開催が近づいてきての 1 年の延期、やや気が抜けたところもあります

が、あと、1 年以上準備期間ができたということで前向きに捉えて行きたいと思

います。県士会員の中には新型コロナと大変な思いで、医療機関で仕事をなされ

ている方も多くいるかと思われます。今できることを各会員が精一杯行い、世界

が感染症に打ち勝った証として大会が開催されることを願っております。 
（予防局長 スポーツ理学療法運営管理者  小林 敦郎） 
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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 

 

 

新生涯学習制度の延期について 

 

新型コロナウイルス感染症（ COVID-19）の感染拡大防止に伴う各種研修会事業等の開

催中止および延期により、 2021 年 4 月から開始予定であった新生涯学習制度の開始時期

を  2022 年 4 月からへと 1 年延期することが決定しました。 

 ※新人教育プログラムが未修了の方、認定・専門理学療法士を目指している方も 2022年度以降に履修

単位数の大幅な増加が予測されますので、早目に修了しておくことをおすすめします。 

 

新生涯学習制度についての詳細は「日本理学療法士協会マイページ」より、ご確認をお願いします。 

「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。  

 

4



 

 令和 2 年度 新人教育プログラムの変更・中止について 

新型コロナウイルス感染が拡大する中、静岡県においても今年度 9月までの新人教育プログラムが全

て中止となりました。下半期の状況によりますが、第 3回新人教育プログラムにて各会場での内容を変

更し、今年度予定していた新人教育プログラム A,B,D,Eの計 11テーマを受講できるように検討していま

す。詳細については内容が決定次第、ご報告させていただきます。 

また、救済措置として今年度に限り、全会員を対象に e-ラーニングによる受講が可能となっています。                    

（令和 2 年 4 月末 現在） 

 開催日 地区 会場 

第 1 回 

2020 年 8 月 23 日（日） 東部 湖山リハビリテーション病院 

2020 年 8 月 16 日（日） 中部 藤枝市立総合病院 

2020 年 7 月 26 日（日） 西部 静岡医療科学専門大学校 

第 2 回 

2020 年 9 月 13 日（日） 東部 伊東市民病院 

2020 年 9 月 20 日（日） 中部 静岡県立総合病院 

2020 年 9 月 27 日（日） 西部 中東遠総合医療センター 

第 3 回 

2020 年 12 月 13 日（日） 東部 ファルマバレーセンター 

2021 年 1 月 24 日（日） 中部 中央製菓調理専門学校 

2020 年 12 月 6 日（日） 西部 常葉大学 浜松キャンパス 

 

【新人教育プログラム e-ラーニングについて】 
e-ラーニングについては、2020 年度内に限り新入会員の方も以下のとおり A,B,D,Eの取得が可能と

なっています。また一部「C 理学療法の臨床」の単位が取得できるコンテンツもあります。今年度は

感染症に影響のない e-ラーニングで上半期から計画的に履修を進めていただくことをおすすめしま

す。詳細は、協会ホームページにてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中止 
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また、救済措置として今年度に限り、全会員を対象に e-ラーニングによる受講が可能となっています。                    

（令和 2 年 4 月末 現在） 

 開催日 地区 会場 

第 1 回 

2020 年 8 月 23 日（日） 東部 湖山リハビリテーション病院 

2020 年 8 月 16 日（日） 中部 藤枝市立総合病院 

2020 年 7 月 26 日（日） 西部 静岡医療科学専門大学校 

第 2 回 

2020 年 9 月 13 日（日） 東部 伊東市民病院 

2020 年 9 月 20 日（日） 中部 静岡県立総合病院 

2020 年 9 月 27 日（日） 西部 中東遠総合医療センター 

第 3 回 

2020 年 12 月 13 日（日） 東部 ファルマバレーセンター 

2021 年 1 月 24 日（日） 中部 中央製菓調理専門学校 

2020 年 12 月 6 日（日） 西部 常葉大学 浜松キャンパス 

 

【新人教育プログラム e-ラーニングについて】 
e-ラーニングについては、2020 年度内に限り新入会員の方も以下のとおり A,B,D,Eの取得が可能と

なっています。また一部「C 理学療法の臨床」の単位が取得できるコンテンツもあります。今年度は

感染症に影響のない e-ラーニングで上半期から計画的に履修を進めていただくことをおすすめしま

す。詳細は、協会ホームページにてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中止 

 

新人教育プログラムの単位取得が可能な e-ラーニング一覧（2020 年度版） 

 セミナーＩＤ  コンテンツ名  内容 受講費 申込期間 視聴期間
新プロ
履修単位

⽣涯学習
ポイント

備考

22089
新⼈教育プログラム
※2020年度に限り全会員対象

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）
合計：16テーマ

\8,800
（16テーマ
視聴可能）

A
B
D
E

※修了に必要なテーマのみの受講で
 構いません
※⾃⼰診断テストまで修了したテーマに
 おいて、そのテーマの履修単位が付与
 されます

22091
技術編Transferシリーズ
＜2015年度版＞

①技術編T-1：理学療法⼠ならとうぜん知っ
ておくべき基本
②技術編T-2：理学療法⼠が他職種に教える
際知っておくべき基本

\2,200
C-4
C-5 10

※内容①②を両⽅修了することで
 履修単位（ポイント）が付与されます

22084
【e-ラーニング】
第55回⽇本理学療法学術研修⼤会
2020inおおいた

①100年ライフと理学療法⼠
②ICFとSPDCA cycle、OODA loop
③呼吸・循環⽣理
④筋⽣理
⑤運動学習
⑥臓器連関
⑦Evidence-based PTと診療ガイドライ ン

無料
2020年2⽉3⽇（⽉）
〜2020年12⽉31⽇（⽊） 〜2021年1⽉31⽇（⽇）

C-7
10

※第55回⽇本理学療法学術研修⼤会
 2020inおおいたの参加可否に関わらず
 受講可能です
※内容①〜⑦までを全て履修することで
 履修単位（ポイント）が付与されます

2020年4⽉1⽇（⽉）
〜2021年1⽉31⽇（⽇）

〜2021年2⽉28⽇（⽇）
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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）。 

詳細は、こちらを御覧ください。 

 

＜修了申請方法＞ 

 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。クリックし修了手続きをおこなってください。 

 ※ 修了申請から1〜2ヶ月後に、新人教育プログラム修了証が郵送されます。 

※ 認定・専門理学療法士申請には新人教育プログラム修了日、翌日からの活動が対象となります。 

 

専門分野への登録 

 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。認定・専門療法士取得を目

指す際にも専門分野への登録より一定年数が必要となります。 

 



 

 

 

 

昨年度から世界的に予期せぬことが続きますが、皆さま体調はいかがでしょうか。 
6 月は旬のお魚がたくさんあります。アジ、かんぱち、あなご、かつおなど、お

刺身でも焼いても美味しいお魚が並びます。美味しいお魚を味覚で感じて健康を

確かめましょう。 
。                                （清水美晴） 

 

Memo 
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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　1,500円～1,600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！

《老健リハビリ職員数》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　湖山ハビリテーション病院
　　　　　　　　　　　　　　　　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。 

《リハビリ職員数》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 

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） 

理学療法士募集
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■□ 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  

 

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。 
 
 
 

理学療法士・作業療法士を募集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人御山会 みずほリハビリデイサービス

 理学療法士/作業療法士/言語聴覚士　募集

 

 

 
 

 

【募集人員】 常勤1名  非常勤2名 

【待 遇】 常勤 基本給18～21万円 職務手当24

千円～27千円 特殊業務手当12千円～

52千円  

非常勤 時給 1,300円～1,500円 

通勤手当 月額 30,000まで(実費支給) 

賞与年2回、昇給年1回 (前年実績) 

各種保険完備、退職金制度あり 

【休 日】 日曜日(週休2日)、年末年始休暇 

【勤務時間】 常勤 8時30分から17時30分 

非常勤 8時30分～12時30分 

又は13時00分から17時00分 

【交 通】 バス 富士市役所前より徒歩5分 

マイカー通勤可能 無料駐車場あり 

【応募方法】 電話又は履歴書を送付してください。 

【連 絡 先】 〒417-0057 静岡県富士市瓜島町 173 番地 1 

 社会福祉法人御山会 みずほ園 

 電話 0545-54-5400   担当/山崎・宮崎 
 HP   http://mizuhocare.or.jp/ 

 

令和 2 年 4 月 1 日開設予定のリハビリ特化型デイサービ

スです。高齢者が地域で、より生き生きと生活できるよ

うサポートしてまいりたいと思い、新たな事業として

「みずほリハビリデイサービス」を開設いたします。機

能訓練指導員としてのチームメンバーを募集します。  

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。 

9



 

  

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。 

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。  

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】  〒413-0022 静岡県熱海市昭和町20-20  

医療法人社団 伊豆七海会 熱海所記念病院  
Tel 0557-82-3000 Fax 0557-81-0362   

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。 

理学療法士募集  

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】  〒414-0001 

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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 理学療法士募集 

 

 

 

 

 

 

【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。 

セントケア富士デイサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1,700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（約平 70 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？ 

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 

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 

特定非営利活動法人 

静岡福祉総合支援センターＮＰＯきぼう 

 

 

 

【募集人員】  常勤１名、～59歳まで（定年を上限とする為） 

【施設概要】 機能訓練型デイサービス 

午前定員10名（9：00～12：00）、午後定員10名（13：30～16：30）

【仕事内容】 通所介護施設を利用する利用者様の送迎及び機能訓練

（リハビリ、マッサージ、治療、訓練、指導等の業務を行う。）  

・各種書類の作成 ・パソコン操作業務　※簡単な基本操作となります。  

【待　　　遇】 基本給：145,000円（総支給金額：230,000円以上）

資格手当：50,000円 送迎手当：20,000円 役職手当：15,000円

通勤手当：実費支給（上限10,000円） 賞与年２回 各種社会保険完備

【休　　　日】 週休２日制 土日休日 年次有給 夏季休暇 年末年始休暇

【勤務時間】 7：30～17：30（休憩有り） 

【応募方法】 電話にて受付,日程調整後面接． 

【連 絡 先】 〒425-0052 焼津市田尻８６番地の２ 

特定非営利活動法人 静岡福祉総合支援センター ＮＰＯきぼう  

TEL 054-631-4005 担当者：平口孝泰（ﾋﾗｸﾞﾁ ﾀｶﾔｽ） 

E-mail kibouhonbu@yahoo.co.jp 

ホームページ  http://npo-kibou.net/015_red/015_red/dei1.html

機能訓練を主体とした民家型の小さなデイサービスになりま

す。利用者様の送迎、各種マシンの負荷設定、各利用者様への

ストレッチをお願いします。スタッフは少人数ですが、その分

話がしやすくコミュニケーションが取りやすい環境です。  

 

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。 

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

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

理学療法士募集
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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） 

 

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2,200円～2,250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。  

理学療法士募集

理学療法士募集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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 181 号の掲載原稿の締め切りは 

2020 年 6 月 30 日です。 
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