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2020 年度 社会局の展望 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 
社会局長  渡邊 勉 

 
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言の解除後、皆様いかがお過ごしでしょうか？  

私が所属する社会局は、地区での公開講座の開催や理学療法週間事業などを通じて県民の皆様に対して、理学

療法士および理学療法の啓発活動を主に行っています。また、県士会内外の調査を他局と連携して行い、それを

県民・会員の皆様に還元する部局です。 
本来であれば今の時期は広報啓発部主体にて、理学療法週間事業として、高校生施設見学、図書館とタイアッ

プした広報啓発活動、全国統一キャンペーンの広報活動を始めている時期となります。しかし、９月末までの事

業は基本的に中止という協会の指針に加えて、施設側や県民の皆様の感染リスクを考慮してすべての活動を中止

にせざるを得ない状況となりました。 
そのため、公開講座部にて今年度の７月に西伊豆町で開催予定であった、日本理学療法士協会設立５５周年記

念事業による『シルバーリハビリ体操指導士養成事業に関する講演と実演』の公開講座は来年度に延期となりま

した。 
 社会局は、コロナ禍の中で県民の皆様に対して、理学療法の広報・啓発活動をどのように行っていくか、検討

する必要があります。オンライン・web での広報・啓発活動は有効な手段であり、今後の活用も視野に入れてい

きます。 
 最後に、今年はほんの数か月で新型コロナウィルスにより社会に大きな変化が生じました。変化＝成長、現状

維持＝衰退と私は考えているため、この変化に柔軟に対応していくことが今後の成長のチャンスではないかと考

えています。この状況下では動くことが難しいこともありますが、現状を維持しているだけでは何も変わりませ

ん。自らを変化させるチャンスと考えてみてもいいのではないでしょうか？  
 活動が再開しましたら、会員の皆様と笑顔でまたお会いできる日を楽しみにしております。今後もご支援・ご

協力を宜しくお願い致します。  
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2020 年度「静岡県臨床実習指導者講習会」開催概要 

 

2020年 7 月 8日時点 

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によって、開催概要に変更が生じる場合がござ

います。その際は、静岡県理学療法士会の広報誌、HP等を通じて広報させていただきます。 

 

１．2020年度 静岡県「臨床実習指導者講習会」の開催主体 

静岡県理学療法士会が「臨床実習指導者講習会」を取りまとめ、県内 PT 養成校 6 校 7 学科（全国

リハビリテーション学校協会）と協力して臨床実習指導者講習会を運営 

 
２．2020年度 静岡県「臨床実習指導者講習会」開催方法について 

１）担当・日程・申込期間： ※第 1回、第 2回は 2019年度に開催 

  会場・定員は、新型コロナウイルス感染症の影響により調整中。決定次第連絡いたします。 

 担当 養成校 日程 申込期間 

第 3回 常葉大学 浜松キャンパス 2020年 11月 21・22日 2020年 8月 15日～9月 15日 13時 

第 4回 中央医療健康大学校 2020年 12月 5・6日 2020年 8月 30日～9月 30日 13時 

第 5回 白寿医療学院 2021年 1月 10・11日 2020年 10月 4日～11月 4日 13時 

第 6回 聖隷クリストファー大学 2021年 2月 27・28日 2020年 11月 22日～12月 22日 13時 

第 7回 常葉大学 水落キャンパス 2021年 3月 6・7日 2020年 11月 25日～12月 25日 13時 

    1日目 9：00～19：10（講義・演習） 受付開始 8：30 

    2 日目 9：00～17：30（講義・演習） 受付開始 8：30 

   ※本講習会は 16 時間の時間が指定されているため、欠席・遅刻・早退の場合修了書の発行が

できません。予めご了承ください。 

 

２）受講対象者：実務経験 4年以上の理学療法士・作業療法士 

（実際の臨床実習指導は実務経験 5年以上から可能） 

         

３）受講費：①PT協会員：無料  ②PT協会員外：1,000円（作業療法士も含む） 

 

４）受講者の選定方法 

   申込多数の場合、次の①～③の有資格者を優先して、受講者を決定いたします。 

   ①理学療法士 

②静岡県内の理学療法士養成校実習施設（県外施設を含む） 

③静岡県理学療法士会会員 

同一施設から複数名の申込も可能ですが、全体申込数により受講人数を制限させていただきま

す。予めご了承ください。 

 

５）受講決定 

   締切後、1ヶ月程度にメールにて連絡いたします。 

原則的にキャンセルはできませんので、ご注意ください。  
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６）申込方法・期間 

※注意：2019年度と申込方法が変更となりました。 

以下の手順を必ず踏んでください。 

①静岡県理学療法士会ホームページから、「実務経験申告書（Excel）」をダウンロードしてください。 

実務経験申告書内の※１～※３を入力していただくと、32行目の「実勤務期間合計」が算出されま

す。その年数をまず、算出してください。②の登録時に使用致します。 

＜静岡県理学療法士会ホームページ＞ 
  URL： https://www.shizuoka-pt.com/          QR コード： 

 

 

 

②各回とも、以下の URLまたは QRコードより登録をしてください。 

第 3 回 第 4 回 第 5 回 
https://forms.gle/6nQS5WLHMatEKFpD6 https://forms.gle/gcBybdGPqNZ2CWt9A https://forms.gle/btYWPkEmdPhHwVuB6 

   
  

第 6 回 第 7 回 
https://forms.gle/quHpzE7wTSUsKbTk9 https://forms.gle/8xLBdaCGD2RFGfdF7 

  
申込内容 

会員番号（作業療法士または非会員は会員外）、氏名（フリガナ）、所属、 

メールアドレス（職場・携帯アドレス不可）、専任教員・教員以外、長期講習会受講の有無、 

生年月日（西暦表示）、実勤務期間合計 

 

７）問い合わせ先（※問い合わせは e-mail でお願いします） 
静岡県理学療法士会 臨床実習指導者講習会委員会： rinsyo-jissyu@shizuoka-pt.com ） 
 

以上 
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公益社団法人 静岡県理学療法士会 

LINE公式アカウント開設のご案内 
 

本会はホームページを通じて、本会に関する情報（定款・財務状況等）や本会が主催する事業・地域イ

ベント・研修会等の情報を発信しております。昨今の社会情勢の変化に対して、これまで以上に本会の対

応・活動状況を迅速に皆様へお伝えすべく、新たな広報手段として公益社団法人 静岡県理学療法士会

の『LINE 公式アカウント』を開設致しました。 

 

『静岡県理学療法士会 LINE公式アカウント』の友だち追加はこちらからお願い致します。 

※LINEアプリを開いていただき、「友だち追加」のQRコードにて下記のQRコードを読み取っていただく

ことで簡単に登録ができます。 

※LINE アプリの検索にて、「静岡県理学療法士会」と検索いただいても登録することが可能です。 
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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」開始時期の延期について】 
 

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

業等の中止および延期に伴い、2021 年 4 月から開始予定であった新生涯学習制

度を１年延期し、2022 年 4 月から開始することとなりました 
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 e-ラーニングの受講について】 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による上半期の新人教育プログラ

ムが中止となりました。救済措置として今年度に限り、全会員を対象とした 16

テーマの e-ラーニングが受講可能になっています。また、 2020 年度入会者に限

り、e-ラーニング「新人教育プログラム」の受講が無料となりました。 
詳細は、協会ホームページにてご確認ください。 

 

※2020年度のみ無料です 

 

【新人教育プログラム(対面研修)の開催について】 
 

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企画致しました。 

                            （令和 2年 6月末 現在） 

 開催日 地区 会場 内容 募集人数 

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 A-3,A-4,D-1,D-4 約 80人 

2021 年 1月 24日（日） 中部 中央調理製菓専門学校 E-2,B-2,B-3 約 60人 

2020 年 12月 6日（日） 西部 常葉大学 浜松キャンパス A-1,A-2,A-5,B-4 約 70人 

※新人教育プログラムの募集人数について、3 密回避のために会場の収容人数の半数程度を上限とする

予定です。参加可能人数に限りがあるため、e-ラーニングでの受講を優先的にご検討ください。 

セミナー

ID 

コンテンツ名 取得可能単位 対象者 費用 

23536 
新人教育プログラム 

2020 年度入会者 

A,B,D,Eテーマ 

（合計 16テーマ） 
2020年度入会者 ※無料 

22089 
新人教育プログラム 

2019年度までの入会者 

A,B,D,Eテーマ 

（合計 16テーマ） 
2019年度までの入会者 8,800円 

 中止
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【令和２年度 研修部研修会のご案内】 

 

第２回研修部研修会 

【日時】令和 2年 10月 31日（土） 10:00～15:30 

【場所】三島市民文化会館 大会議室 

【定員】48名 

【内容】歩行から読み解くバイオメカニクス～運動力学的観点からの動作分析～ 

【講師】福井 勉 先生（文京学院大学） 

※申込み開始は 8月 1日～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。 

 

第３回研修部研修会（新人教育プログラム対象の研修会です） 

  ※日時が変更していますのでご注意ください。  

【日時】令和 3年 1月 10日（日） 10:00～15:30 

【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 11月 1日～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。 

 

第４回研修部研修会 

【日時】令和 2年 12月 13日（日） 10:00～15:30 

【場所】静岡労政会館 

【定員】50名（予定） 

【内容】クリニカルリーズニングで運動器の理学療法に強くなる 

【講師】相澤 純也 先生（順天堂大学） 

※申込み開始は 10月 1日～を予定しております。 

申込みは日本理学療法士協会「マイページ」からお願いいたします。 
 

問い合わせ先：新都市病院 岩里 大樹 

                Email：iwasato-reha@shintoshi-hosp.com 
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【理学療法士講習会のご案内】 
                                                   

テーマ：「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」セミナーNo.23103 

 

県内外から講師をお迎えし、「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」をテーマに浜松市

で開催します。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。 

 

日  時：2020年 11 月 14日（土）～11月 15日（日） 

1日目：受付【10:30～】 講義【11:00～17:30】 

2日目：受付【10:00～】 講義【10:30～17:00】 

場  所：浜松科学館 みらい～ら （静岡県浜松市中区北寺島町 256-3） 

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） 

履修ポイント：認定理学療法士（脳卒中、神経筋障害、脊髄障害、発達障害、臨床教育、

管理・運営） 

       専門理学療法士（神経、教育管理） 20ポイント 

       新人教育プログラム：C-1神経系疾患の理学療法 

申込方法：協会 HPよりお申込みください 

 「セミナー閲覧情報」⇒「理学療法士講習会（基本編・理論）⇒申込 

 

【申込期間】 

現金振込：2020年 8月 31日（月）～ 同年 10月 25日（日）※ 

クレジット（会員のみ）：2020年 8月 31日（月）～ 同年 11月 4日（水）※ 

※支払方法により申込期限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 

 

                                                 

 

テーマ：「人材育成に悩んでいる中堅管理者・若手リーダー向け研

修」～人を育てて組織を育てる～ セミナーNo.23104 

臨床経験豊富な先生方を講師にお迎えし、「人材育成」をテーマに静岡市で開催いたします。 

内容は人材育成を効率的に進める上でかかせない目標管理と、上司・部下と良好な関係を

構築するためのコミュニケーション方法について、講義・事例報告・グループワークを通

して学び、後輩指導から組織熟成まで活かせるようスキルアップを図ります。 
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日  時：2020年 11 月 22日（日） 受付【9：30～】 講義【9：50～17：30】 

場  所：JR 静岡駅ビル 7F パルシェ会議室 第 1・2 会議室（静岡県静岡市葵区黒金 49

番地） 

講  師：髙木 亮輔 先生（リハビリテーション中伊豆温泉病院） 

     松下 太一 先生（北斗わかば病院） 

     原 真子 先生（静岡医療科学専門大学校） 

     伊藤 英利 先生（静岡リハビリテーション病院） 

定  員：50名 

受 講 費：会員 3000円（非会員 6000円） 

履修ポイント：認定理学療法士（臨床教育、管理・運営）、教育管理専門理学療法士 20

ポイント 

申込方法：協会 HPよりお申込みください 

「セミナー閲覧情報」⇒「理学療法士講習会（応用編）⇒申込 

【申込期間】 

現金振込：2020年 8月 31日（月）～ 同年 11月 2日（月）※ 

クレジット（会員のみ）：2020年 8月 31日（月）～ 同年 11月 12日（木）※ 

※ 支払方法により申込期限が異なりますのでご注意ください。 

問合せ先：リハビリテーション中伊豆温泉病院 理学療法科 髙木 亮輔 

     E-mail：r-takagi@shizuoka-pt.com 

 

                                                 

【理学療法士講習会 申込時の注意点】 

＊事前キャンセルの際は、必ず下記アドレスまでご連絡ください。 

キャンセル専用アドレス（理学療法士講習会共通）：「spta_seminar@yahoo.co.jp」 

キャンセルに伴う受講費の返金は事前申込期間内のキャンセル及び申込期間外でのキャ

ンセルはやむを得ない事情（体調不良・親族の慶弔等）のみ対応いたします。キャンセ

ル連絡の際はセミナー名、氏名、理由も明記しご連絡ください。 

＊感染症拡大の影響により急遽講習会開催を中止することがありますのでご了承ください。 

最新情報につきましては、協会 HPを随時ご確認ください。 

                                               

 

 

 

 

 

 

   自粛要請が緩和されましたが、まだまだ人混みに出るのは不安ですね。 

   私も通っていたスポーツジムを休会し、代わりに自宅で出来るトレーニン

グ用品を買いました。インテリアとならないように、毎日使っています。 

   早く以前の日常に戻ってほしいと思うと同時に、新たな生活様式への変化に 

   対応していかなくてはいけませんね。    （清水美晴） 
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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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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。 

 

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。 
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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。
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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。 

理学療法士募集 

医療法人社団 智孝会 錦野クリニック 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 1-2 名 

【施設概要】 有床クリニック（14 床） 

【待 遇】 基本給 22 万円〜（諸手当あり）  

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（シフト制）  年次有給  

夏期・年末休暇 

【勤務時間】 8:30〜19:00 （曜日によって変動あり） 

【交 通】 JR 東海道線 藤枝駅南口より徒歩 10 分 

【応募方法】 電話または E-mail にてご連絡ください 

【 連 絡 先 】  医療法人社団 智孝会 錦野クリニック 

リハビリテーション科  

担当：青山・山本 

 〒426-0066 藤枝市青葉町 2-1-47 

Tel：054-636-5000 

E-mail：m.aoyama@nishikino.net 

一般整形疾患やスポーツ傷害に対して、保存療

法から術後リハビリテーションまで幅広く行っ

ています。また超音波エコーを積極的に用い機

能解剖学に基づいた治療を展開することでより

早期の症状改善を心がけています。 
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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） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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! 
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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。 

 

 

 

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 

髙木亮輔（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 182 号の掲載原稿の締め切りは 

2020 年 8 月 31 日です。 
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