
 
 
 

今、求められる職能団体とは 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 
職能局長 永澤加世子 

 
私達が所属している「公益社団法人 静岡県理学療法士会」は「理学療法士の職能団体」になります。皆

様、「職能団体」とはどのような団体かご存じでしょうか？ Wikipedia によると「職能団体」とは「専門職

従事者らが、自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するための組織である」

とされています。私が担当させていただいております職能局は当士会が職能団体として発展していくため、

「理学療法士」として働く皆様の「幹」を支えていく部局です。具体的には管理者の育成や地域で活躍でき

るセラピストの育成、診療報酬改定に伴う情報収集を行っております。また昨年度より西伊豆町へ「シルバ

ーリハビリ体操」の普及活動をはじめ、次年度には県内での学校保健事業へも関わっていく予定です。 
また私は、女性という立場からさまざまな女性理事・代議員の意見交換会に参加させていただき、男女参

画問題について考える機会を与えていただいております。昨今のコロナ禍では世界の女性リーダーの活躍が

注目されています。例えば台湾の蔡英分総統は世界で最も早く 2019 年 12 月に中国でウイルスが広まって

いることを知った時点で、検査や対策を実行し、その手腕に注目が集まりました。女性が首長を務める「女

性リーダー国家」として名前が挙げられる国のほとんどが幸福先進国であるとも言われています。幸福先進

国は「多様性を重んじる、誰もが生きやすい国」手厚い社会福祉や教育制度が特徴的なようです。女性がリ

ーダーであることが直接的な要因ではないと思いますが、多様性が認められることが幸福への近道であるこ

とは間違いありません。「平和」が当たり前ではなくなった今、私自身、多様性を認め、人に寛容な社会に寄

与できる職能団体を皆様と作っていきたいと思っております。今後もご支援・ご協力をよろしくお願いいた

します。 
上半期、ほとんどの事業が中止となってしまっていた県士会活動は下半期を迎え、オンラインを採用しな

がら少しずつ再開していく予定です。詳細は県士会HP等を確認していただきますようお願い申し上げます。 
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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 8月 15日時点 

※第 7 回 常葉大学 水落キャンパスにて予定していました講習会は次年度に延期となりました。

その他は、感染予防策を十分に考慮して開催をする予定です。 

 

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）会場・日程・申込期間： ※第 1回、第 2回は 2019年度に開催 

  定員は 100名程度(※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する可能性があります) 

 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 

    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。 

   ※先着順ではございません。申込期間内にお間違いの無いようにお申し込みください。 

 

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 
（常葉大学 浜松キャンパス） 

第 4回 
（中央医療健康大学校） 

https://forms.gle/6nQS5WLHMatEKFpD6 https://forms.gle/gcBybdGPqNZ2CWt9A 

  

  

第 5回 
（白寿医療学院） 

第 6回 
（聖隷クリストファー大学） 

https://forms.gle/btYWPkEmdPhHwVuB6 https://forms.gle/quHpzE7wTSUsKbTk9 

  
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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２０２０年度も静岡県理学療法士会では、各施設・各スタッフの横のつながり、

連携強化を目的に支部連絡会を開催します。 

今回は支部ごとにテーマを設定し、情報交換を中心に開催します。 

申し込み方法等につきましては、県士会 HP をご参照ください。 

尚、新型コロナウィルス感染予防対策をして開催予定ですが、状況によ

っては開催を中止させていただく場合がありますので、予めご了承くださ

い。 

皆々様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents 

2020 年度 第 6 回 

支部連絡会のお知らせ 

☞静岡県理学療法士会からの情報提供 

☞テーマに基づいた情報交換(グループワーク)・研修会 

地区 支  部 テーマ 会  場 日  程 開催時間 

東
部
地
区 

伊豆支部 
人を動かすスキルを 

身につけよう 
伊東市観光会館 

10/2

（金） 

19:30～

21:00 

田方支部 
田方支部内の           

他施設のことを知ろう！ 
長岡総合会館 

10/20

（火） 

19:00～

20:30 

駿東支部 
『駿東支部の人材交流。各施設紹介。 

コロナ対策・今後の活動について』 

ファルマバレー 

センター 

11/13

（金） 

19:00～

20:30 

富士支部 
コロナ禍での           

感染拡大防止について 

富士リハビリテーショ

ン専門大学校 

11/13

（金） 

19:30～

21:00 

中
部
地
区 

清水支部 専門分野研修会 清水テルサ 
10/2

（金） 

19:00～

20:30 

葵支部 施設紹介、装具ノートについて 
もくせい会館 

第 5 会議室 

10/9

（金） 

19:00～

20:30 

駿河支部 
駿河区での      

入退院支援の現状と課題 

ツインメッセ静岡 

（会議室未定） 

11/12

（木） 

19:00～

20:30 

志太榛原支部 
志太榛原支部の     

地域包括ケアの現状 
藤枝市立病院 

11/6

（金） 

19:00～

20:30 

西
部
地
区 

小笠・磐周支部 運動器の研修会 
袋井市月見の里学友館 

集会室Ｃ 

11/25

（水） 

19:30～

21:00 

南東遠・ 

中西遠・北遠 
中枢神経系の研修会 

浜松市福祉交流 

センター21 会議室 

11/18

（水） 

19:30～

21:00 
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＜主催 公益社団法人 静岡県理学療法士会 学術局専門領域部 教育管理系専門部会＞ 

地区別情報交換会のお知らせ 
 

お問い合わせ先 

 公益社団法人 静岡県理学療法士会 054-275-2985（平日 10:00～17:30） 

                  e-mail r-takagi@shizuoka-pt.com 

【東部地区】 参加申込は右記の QR コード(Google フォーム)からお願いします。 

日時:11月 13日（金）19:00～21:00  
会場:プラサヴェルデ会議室 401  

定員：40名 

テーマ:指導者・新人の双方向からの視点で考える新人教育について 

講師:堀本祥惟先生（清泉クリニック整形外科）加藤奈菜先生（NTT東日本伊豆病院） 

髙木亮輔先生（リハビリテーション 中伊豆温泉病院） 

皆様のご参加をお待ちしております‼ 

【中部地区】 参加申込は右記の QR コード(Google フォーム)からお願いします。 

日時:12月 2日 (水) 19:00〜21:00 

会場:JR静岡駅内 パルシェ貸会議室 第 1会議室 

定員：30名 

テーマ:理学療法士に必要な教育・管理の視点についての情報交換会 

講師:伊藤英利先生（静岡リハビリテーション病院） 

鳥居勇樹先生（聖稜リハビリテーション病院） 

昨年度に好評をいただきました地区別情報交換会を企画いたしました。 

県士会の開催指針に則り感染予防策を徹底した上で開催をいたします。 

参 加 
無 料 

 

【西部地区】 参加申込は右記の QR コード(Google フォーム)からお願いします。 
日時:10月 2日 (金) 19:30〜21:00 

会場:浜松市福祉交流センター 22会議室 

定員:20名 

テーマ:臨床実習のあり方を一緒に考えよう〜実習の指導者になったけど、どうするよ〜 

講師: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） 
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令和２年度静岡呼吸リハビリテーション研修会のご案内 

 

 

この研修会は、「呼吸リハビリテーションの基礎知識と技術の習得」をテーマに成人・小児領域の各分野にお

ける呼吸不全の状況の把握や管理、理学療法の理論と実際を講義にて学びます。 

 

【日 時】令和 2年 12月 5日（土）9:30～17:30（予定） 

 

【受講料】5,000円 

 

【会 場】 オンライン 

     接続方法については、参加決定次第ご連絡致します。 

 

【講義内容および講師（予定）】 

１．呼吸器障害理解のための基礎知識       笠松紀雄（浜松医療センター 呼吸器内科医） 

２．呼吸リハビリテーションのための呼吸運動生理 安藤守秀（大垣市民病院 呼吸器内科医） 

３．慢性呼吸障害の理学療法           田平一行（畿央大学 理学療法士） 

４．小児呼吸障害の理学療法           稲員惠美（静岡県立こども病院 理学療法士） 

５．急性呼吸障害における呼吸管理と理学療法   四十宮公平（聖隷浜松病院 理学療法士） 

 

【定 員】100名（先着順） 

 

【受付期間】令和 2年 10月 17日（土曜日）午前 6：00より受付開始、定員になり次第受付終了。 

＊午前 6:00より前の申し込みは受付できませんのでご注意ください。 

 

【申込方法】お申し込みは Google formで受け付けます。申込用 URLは後日 HP等で公開します。 

静岡県理学療法士会（https://www.shizuoka-pt.com/）をご覧下さい。 

     ＊例年と申し込み方法が異なりますので、ご注意下さい。 

 

【問い合わせ先】公益社団法人 静岡県理学療法士会 事務局 

TEL 054-275-2985 (平日 10:00〜17:30) E-mail: office@shizuoka-pt.com 

学術局専門領域部内部障害系専門部会呼吸班 

E-mail: kokyuu@shizuoka-pt.com 

※可能な限りいずれかの宛先へ、メールにてご連絡ください。 

 

 



 

受講決定のお知らせは申し込みと同時には送信されません。 

先着順にて受講者を決定し，申し込み日から 3日以内にメールにてご連絡致します。 

以下の注意事項をよくお読みのうえお申し込みください。 

 

1.必ず、受講希望者ご本人がお申し込みください。代理の申し込みはお受けいたしません。 

2.申し込みの際にはメールアドレスが必要です。応募の先着順で受講の仮決定を致します。受講が仮決定し

た方には、研修会事務局（kokyuu@shizuoka-pt.com ）よりメールにて受講料の振り込みや受講時の注意点

などのご案内を記載した添付ファイルをお送り致します。必ず添付ファイルが開けるメールアドレスをご使

用ください。 

3.仮申し込み後は、メールに記載された指定口座へ受講料をお振り込み頂きます。研修会事務局で確認がと

れ次第、受講確定となります。なお、領収書が必要な場合は、予めご連絡下さい。 

4.例年の研修会とは異なり、オンライン開催で、講義のみとなります。 

5.テキストは、受講確定後、PDFファイルにてダウンロードして頂く予定です。 

6.後日静岡県理学療法士会ホームページ（https://www.shizuoka-pt.com/）上で公開される申込方法をよく

ご確認の上、Google formに沿って、お申し込みください。記載漏れのある場合や、受付時刻前に登録され

た場合、申し込みは無効となりますのでご注意下さい。 

7.本研修会は3学会合同呼吸療法認定士委員会が審査して適当と認めた講習会です。全日程の参加により、資

格取得及び更新に際し、25点取得できます。 

8.参加証明書と領収書は、最終講義まで参加されたことが確認できた方にのみ、後日郵送致します。なお、

事前に希望された方には、領収書を同封致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例年と研修方法、応募方法が異なりますので十分ご注意下さい。 
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新型コロナウイルスによる感染症「COVID-19」は世界的なパンデミックをもたらし、我が国でもその

例外ではありません。本年の 3 月頃からは、静岡県理学療法士会が主催する事業にもその影響をもたら

し、2020 年度上半期はほとんどの事業が中止または延期となっております。まだ、終息とは言えない

ものの、今後は、いわいる新しい生活様式（３蜜をさける、社会的距離をとるなど）を考慮して、下半

期は事業が再開されて行くことになりそうです。そこで、今回は予防局の紹介させて頂き、今後会員の

皆様が多くの事業に参加されるきっかけになればと思っております。 

 

 予防局は以下の 3つの部で活動を行っています。 

 

 

部長：河野 隆志 

主に高校野球、サッカーなど、スポーツ大会の選手サ

ポートを中心に活動しています。試合前のテーピングや

試合中の応急処置、試合後のクールダウンなど行ってい

ます。また、近年では障害者スポーツ大会のサポートも

積極的に行っております。 

 

 

 

 

部長：川合 旬美 

 「産後の女性のための骨盤ケア教室」を各市町の行政

と協力して行っています。教室によっては託児所を設置、

子供同伴で参加してもらうこともあります。育児休暇明

けを含む女性会員を中心に活躍しています。今後は企業

向けの「腰痛予防教室」も展開していく予定です。 

 

 

 

 

部長：小原 智永 

 地域の公民館等から介護予防に関する講座を開催して

います。今後、益々その講座は増えていく予定です。研

修会を開催し、その講師を行えるような人材育成も行っ

ています。また、ダイハツ工業と協同し健康安全運転講

座の講師を勤めています。 

 

 

＊どの部も新人から参加できるような研修会を開催しております。是非とも皆様の参加を

お待ちしております。各部の事業募集に関しては県士会 HPをご覧ください。 

予防局長  小林 敦郎 

介護予防部 

健康増進部 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ部 
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高校野球やサッカー、障がい者スポーツなど「スポーツ現場」で 

選手のメディカルサポート活動に取り組んでいます。  
 

予防局メディカルサポート部（以下MS部）では、様々なスポーツ競技の現場で選手のメディカルサポー

ト活動（以下MS活動）に取り組んでいます。主な活動内容として、スポーツ現場における緊急時の対応や

テーピング、ストレッチングなどのコンディショニング、運動指導などを実施しています。理学療法士とし

てスポーツ現場に関わることで、普段の臨床現場では味わえない緊張感と自己研鑽の場となります。MS部

は以下の部門で構成されています。 

 

① 高校野球部門（主な活動） 

・全国高等学校野球選手権静岡大会 

・東海地区高等学校野球静岡県大会  他 

 
【緊急時の対応】 

② サッカー部門（主な活動） 

 ・静岡県シニアサッカーフェスティバル 

 ・全国少年少女草サッカー大会 

 ・U11・12トレセンサポート  他 

③ 障がい者スポーツ部門（主な活動） 

 ・ドリームカップ（障がい者野球） 

 ・静岡県障害者スポーツ大会 わかふじスポーツ大会 

 ・全国障害者スポーツ大会 帯同 他 

 
【障がい者スポーツにおけるMS活動】 

 

④ テニス部門（主な活動） 

 ・グランドリーグ（高校女子テニス） 

⑤ スポーツ理学療法に関する研修会 

 ・普通救命講習会 

 ・スポーツ理学療法研修会 他 

 
【普通救命講習会】 

 その他、静岡マラソンなど静岡県内を中心とした

スポーツ現場で年間を通して幅広く活動しています。 

今年度は新型コロナウイルス感染症に伴い活動が

制限されていますが、今後は静岡県及び各行政機関

の方針に準じ、主催者とも十分に相談した上で活動

を再開していく予定です。引き続き、感染予防対策

を徹底した上で選手もスタッフも安全にMS活動が

実施できるよう努めていきたいと思います。今後の

事業については、ゆまにてや県士会HPに掲載して

いく予定です。また、MS部スタッフ登録を県士会

HP で募集しております。スポーツ現場に興味・関

心のある方は是非ご登録ください。 

 

予防局 メディカルサポート部 

 

メディカルサポート部長 河野隆志 

予防局長 小林敦郎 

問い合わせ 

kawano@shizuoka-pt.com（河野） 
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『 理学療法士とパラ・スポーツ 』 

◎障がい者スポーツは特殊なスポーツではありません 

一般のスポーツと目的、方法、意義などで相違はなく、健康づくり、楽しみ、交流ためのスポーツです。  

  ただし、障害のためできないことがあること、また基礎的な医学的配慮が必要となる場合があります。 

障がいそのものの軽減、体力向上、二次的な障がい予防、社会活動と QOL向上など、様々な効果 

◎障がい者には、スポーツが必要︕ 

「 健常者は、スポーツをした方が良い。 障がい者は、スポーツをしなければならない。 」 

                                                ハインツ・フライ選手（スイス） 

  この言葉は、理学療法士のみなさんであれば、よくご理解いただけると思います。 

  ちなみに、フライ選手は、車いすフルマラソンで 1時間 20分の世界記録保持者で 

  パラリンピックにおいては、夏季と冬季合わせて 14個の金メダルを獲得している。 

  60歳を超えて、まだまだ現役アスリートです。 

   

◎PTがパラスポーツに必要とされる理由 「PT にしかできないオールマイティな役割」 

  障害の特性に関して理学療法士はスペシャリスト︕ 安全を考えながら運動を指導できる専門職︕ 

   １ 競技者のコンディショニングを整える ︓障がいの有無にかかわらずケアサポート 

２ 障がいの特性を踏まえた心身のケアやトレーニング指導ができる︓リスク管理、安全と効率の良いトレーニング 

３ 身体状況にあわせ、動作や身体の使い方を指導できる ︓車いすや道具の工夫、残存機能のフル活用 

４ クラス分け Classification ︓検査測定に関しては、PT の右に出る者はいない︕ 

※障がいの種類や程度により、競技結果に影響しないよう同程度の障がいで競技グループを形成すること 

５ 医師、コーチとの連携をとることができる ︓メディカルとフィジカルの連携をとることができる 

６ 障がいを持つ方に、スポーツを紹介できる  ここ重要です︕︕ 「患者さん」からの卒業︕ 

 

まだまだ、人材不足でこれから発展させなければなりません。さまざまな活動を通して、理学療法士が、社会から必要

とされる役割のひとつだと感じています︕はじめの一歩が大切です。ぜひ、一緒にサポート活動しませんか︖ 

理学療法士は、障がい者スポーツのマスト・サポーター︕      （赤岩龍士 富士リハビリテーション大学校） 
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2020夏季静岡県高等学校野球大会 
～メディカルサポート活動報告～ 

 
予 防 局 長 小林 敦郎 
メディカルサポート部長 河野 隆志 
高校野球部門長 甲賀 英敏 

 
 予防局MS部では、令和 2年 7月 11日（土）～ 8月 2日（日）までの 8日間、2020夏季静岡県

高等学校野球大会のメディカルサポート活動（MS活動）を実施しました。今大会は、全国高等学校

野球選手権静岡大会の代替大会として、静岡県独自の規定により開催された大会となります。昨年

度同様、1回戦 10球場からのMS活動を 1球場 2～3名のスタッフを配置し、新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）防止対策を徹底した上で実施しました。今大会は、予防局 MS 部として今年

度初の事業となったため、MS 活動に際し対策等を何度も検討し、安全に MS 活動が行えるよう準

備を進めてきました。 

今回、COVID-19 に対する感染防止対策として、2 週間前からの行動記録や検温の実施、室内の

換気、マスクやフェイスシールド等を装着して 3密を避けた介入を徹底しました。 

 
【本大会の参加スタッフ数及び総処置件数】 
参加スタッフ数：55名 
総処置件数：318件 
内   容：投手クーリングダウン 207件 

テーピング 57件 
アイシング 19件 
熱中症 14件 
創部処置 3件 
ストレッチ 2件 
その他 16件          

      【選手への介入風景】 
※ 室内では換気を徹底し、マスク、フェイスシ

ールド、ディスポグローブを装着しての介入

を実施 
今大会の MS 活動を実施するにあたり、高校野球部門内でのワークショップ等も開催することができ

ず、制限の多い中での活動となりましたが、選手や大会役員の感染症発症もなく無事に大会を終えるこ

とができたことはとても良かったと感じています。関係各位に深謝申し上げます。 

 9月 19日（土）からは第 73回秋季東海地区高等学校野球静岡県大会のMS活動を実施する予定です。

予防局MS部高校野球部門では、（一財）静岡県高等学校野球連盟と連携を図り、COVID-19に対する感

染防止対策を徹底し、選手及びスタッフが安全に MS 活動を行えるよう努めていきたいと思います。今

後も会員の皆さまのご理解ご協力を宜しくお願いいたします。 
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―スタッフ募集のお知らせー 
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、第 21回静岡県障害者スポーツ大会（わかふじスポーツ大会）が下記の日程で開催され
ます。予防局メディカルサポート部では新型コロナウイルス感染症防止対策を主催者と相談し、対

策を徹底した上でメディカルサポート活動を実施する予定です。 
 

 
開催日時 競技名・対象の障害 会場 

9月 19日（土） フライングディスク① 身体・知的・精神 草薙総合運動場 陸上競技場 

9月 20日（日） フライングディスク② 身体・知的・精神 草薙総合運動場 陸上競技場 

10月 18日（日） ボウリング      身体・知的・精神 ヤングランドボウル 

11月 1日（日） グランドソフトボール 身体 静岡県立静岡視覚特別支援学校 

11月 8日（日） フットベースボール     知的 静岡県立吉田特別支援学校 

11月 23日（月・祝） 陸上競技①      身体・知的・精神 草薙総合運動場 陸上競技場 

11月 28日（土） 陸上競技②      身体・知的・精神 草薙総合運動場 陸上競技場 

11月 29日（日） アーチェリー     身体・知的・精神 清水総合運動場 アーチェリー場 

12月 13日（日） サッカー①         知的 小笠山総合運動公園 人工芝グラウンド 他 

1月 30日（土） サッカー②         知的 （仮）清水総合運動場 陸上競技場 

※ 今後の新型コロナウイルス感染症の状況により予定が変更となる場合がございます。 
 
 

障がい者スポーツに興味・関心のある会員の方は県士会 HPより 
メディカルサポートスタッフ登録よりご登録をお願いいたします。 
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2019年 9月 富士宮市保健センターにて 

2019年 伊豆の国市韮山福祉・保健センターにて 

 

 

「産後の女性のための骨盤ケア教室」で 

多くの女性会員が活躍しています。 

 
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。健康増進部では
産後 3 ケ月以降～未就学児をもつママを対象に各
地で「産後の女性のための骨盤ケア教室」を開催
しています。 
市町と連携し昨年度は 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 ADL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。講師と運営スタ
ッフ 3 名と見学スタッフで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」「骨盤ケアをしたかったけど何
をどうやればいいのかわからなかったので教えて
もらって家でもやろうと思いました」「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。 
開催した市町にも必要性をご理解いただき、継

続した開催のご要望をいただいています。本年度
は残念ながら感染症の流行に伴い県民向けの教室
は数か所の開催に止まっています。また、部員に
よる「産後の理学療法研修会」、山﨑愛美先生を講
師としてお迎えし「産前産後の理学療法」研修会
は次年度へ延期予定となっています。 
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。
今後の予定はゆまにてや県士会ホームーページで
ご案内して参ります。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。 
 

 

予防局 健康増進部 

 

健康増進部長 川合旬美 

予防局長 小林敦郎 

問い合わせ 

kawai-h@shizuoka-pt.com（川合） 
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①ダイハツ工業主催健康安全運転講座の講師 

ダイハツ工業の依頼を受けて、地域住民に対し

て個別の身体評価、運転に必要な身体機能、認知

機能について指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公民館活動での健康講座の講師 

 地域の公民館等から介護予防に関する講座の講

師依頼を受け、講師の派遣を実施しています。今

年度は、藤枝市交流センター、浜松市内の協働セ

ンターで開催予定で、今後増加していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護予防部研修会 

 ②で紹介した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、講座が担当でき

る人材育成を目的にした研修会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、認知症の人や家族、支援者等がリ

レーをしながら、一つのタスキをつなぎゴールを

目指すイベント『RUN伴』のランナーへのサポー

トを行っています。 

介護予防部の各地域の活動状況が知りたい方は、

上記アドレスにお問い合わせください。 

予防局 介護予防部 

 

今後ますます理学療法士への期待が高まる『介護予防』 

県士会としての活動の幅が増えてきています。 
 

病院の中での治療だけでなく、地域の介護予防、コミュニティー形成にも積極的に関わり、地域

単位での介護予防の輪を広げていく事も理学療法士の使命です。各市町で介護予防事業が展開され

ている中で予防局介護予防部としては、行政や企業から介護予防に関する講座等の依頼があった

際、その地区で活躍するセラピストの講師派遣の調整を行っています。また実際の講座に関するノ

ウハウを学ぶ研修を実施し、人材育成も行っています。以下に介護予防部の活動を紹介します。一

人でも多くの方が興味を持ち、地域の介護予防に携われる方が増えることを願っています。 

■活動内容 
 

実際の講座内容の紹介と講師に必要な知識

とスキル 

個別の身体評価の様子 

 
住民だけでなく社員の皆様も参加して実施 

 
講師の熱の入った講義の様子 

介護予防部長 小原智永 

予防局長 小林敦郎 

問い合わせ 

t.kohara@shizuoka-pt.com（小原） 
 

 
講座の様子 
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⚫ 開 催 日  ：令和 2年 11月 1日(日) 10時～13時 

⚫ 会  場 ：Web 会議サービス（ZOOM）を用いて、研修会をライブ配信 

⚫ 参 加 費 ：無 料 

⚫ 研修内容 ：① 「講座開催に至るまでの手順」 

        講師：川村 浩二（富士宮市役所健康増進課） 

                     静岡県理学療法士会 常務理事 

② 「実例紹介と講師に必要な知識とスキル」 

講師：小原 智永（株式会社リハライフサポート） 

葉梨地区交流センターでの生涯学習講座担当講師 

⚫ 参加特典 ：その１）講座開催希望のある公民館の情報が得られる 
その２）参加後も講座の企画から運営について講師陣に相談ができる 

その３）実際の講座の新型コロナウィルス感染予防対策が学べる 

⚫ ポイント申請 ：認定・専門理学療法士 専門（生活環境支援）認定（介護予防）理学療法 

⚫ 期  限 ： 令和 2年 10月 18日(日曜日) 

⚫ 募集定員 ： 50名 ※先着順（入退室管理のため、定員を設けています） 

⚫ 対  象 ： 静岡県理学療法士会に所属している方 

⚫ 参加条件 ：①オンライン動画の閲覧のＷeｂ環境が整っている 

②ＰＣやタブレット等でオンライン上での双方のやり取りができる 

（マイク・カメラ・スピーカーがある。内臓・外付けは問わない） 

公民館での介護予防講座講師養成研修会開催について 

『介護予防講座の始め方 ～「企画」から「運営」まで～』 

 介護予防推進リーダー取得者を中心に、各市町で開催される公民館講座を担当できることを目指してい

ます。そこで、講座開催のためのノウハウを学び、各市町での公民館講座を担当できる即戦力の介護予防

推進リーダーを目指します。今回の研修は、新型コロナウィルス感染症の予防策として対面での研修は行

わず、Web 上でのリモート開催となっています。申し込みが完了した方には、研修参加招待メールを送ら

せていただきます。また、介護予防推進リーダー未取得者でも受講可能となっています。 

 

記 
 

 

 

 

 

 

 

  

申し込み：https://docs.google.com/forms/d/1kYnJXBqMLHLDv23hua0fI3LlTzA-H-FM24HoL0AEPds/edit 

上記 Googleフォーム、または右の QRコードを読み込んで申し込みができます。 

 

 

お問い合わせ：（公社）静岡県理学療法士会予防局介護予防部 小原 智永 t.kohara@shizuoka-pt.com 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 

 

についてのアンケート協力のお願い 
 

 

  

平素より、公益社団法人 静岡県理学療法士会の活動に格別のご配慮を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 この度、社会局調査部では県士会員の皆様を対象に、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）についてのアンケート調査を実施する運びとなりました。 

COVID-19の感染拡大が、世界各国に様々な影響を与えている中、県士会員の皆様や

所属先の病院・介護保健関連施設におかれましても社会的・経済的な影響が生じてお

り、社会生活に苦慮されていることかと存じます。本調査の目的は、COVID-19の感染

拡大により、県士会員や所属病院・介護保健関連施設が受けた、もしくは受けている

影響と、それに対してどのような対策をとっているかを把握することです。本調査の

結果をもとに、今後繰り返されることが予想される感染拡大の波への対応と、今後の

県士会事業を企画・運営していく上での一助とさせていただきたいと考えています。

尚、本調査で得られた結果を、ゆまにてや静岡県理学療法士学会等で報告をさせてい

ただく予定です。プライバシーの保護など倫理的な配慮を念頭に、必要最低限の情報

は目的以外に使用することはございませんので、ご理解とご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

アンケートは 28の質問事項から成り、回答時間は 7～10分程度となっております。 

同意いただける方は、下記のＱＲコードもしくは Googleフォームアドレスからのア

ンケート調査にお進みください。 

 

回答期間 ： 令和 2年 10月 5日 〜 10月 19日 

      

  

 

 

 

https://forms.gle/Z3yGur6G2xYuE58s8 

 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 社会局長 渡邉勉 

調査部長 田中俊輔 
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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ています。  

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、ご確認をよろしくお

願いたします。 

新生涯学習制度の概要や、現行制度のからの移行についてなどの情報も掲載されていますので、必

ずご確認をお願いいたします。 

 

 

「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。  
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【令和 2年度 新人教育プログラム開催について】 
 

新型コロナウイルス感染が拡大する中、日本理学療法士協会では 2020年度上半期（4～9

月）に開催を予定している協会主催の学術集会、研修会、会議等について開催しないこと

を決定しています。それに伴い、今年度予定していた第 1回（7月末～8月開催予定）、第

2回（9月開催予定）新人教育プログラム開催を中止することとなりました。 

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開催準

備を進めています。 
                              （令和 2年 8月末 現在） 

 開催日 地区 会場 内容 募集人数 

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 50人 

2021年 1月 24日（日） 中部 
中央調理製菓専門学校（静

岡校） 
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引き続きご検討下さい。 

 

【新人教育プログラムの単位取得が可能な e-ラーニングについて】 
 

今年度に限り、新人教育プログラムが全会員を対象に e-ラーニングにて受講可能となっ

ています。今回、新たに C-2 についても履修が可能となり、e-ラーニングのみで新人教育

プログラムを修了することが可能となりました。上記での第 3回新人教育プログラム(対面

型)の実施についても開催が確約されたものではないため、e-ラーニングでの受講を優先的

に検討して下さい。 
 

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 8月 26日更新） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーＩＤ 　コンテンツ名 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
（2019年度迄の⼊会者⽤）

¥8,800

23536
　新人教育プログラム
（2020年度の⼊会者⽤）
　※2020年度に限り無料

無料
（2020年度

に限る）

22091
　技術編Transferシリーズ
　＜2015年度版＞

¥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

無料
（全会員）

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

23574
　脳卒中・循環器病対策基本法と
　理学療法

無料
（全会員）

C-1
C-3

10
※本コンテンツの視聴でC-1およびC-3
　の２単位が取得可能です

23576 　理学療法⼠の基礎知識
無料

（全会員）
C-7 10

※内容①～⑨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

23661
NEW

　オリンピック・パラリンピック
　理学療法⼠に求められる役割

無料
（全会員）

2020年9月1日（火）
　～2021年1月31日（日）

～2021年2月28日（日） C-2 10

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

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

2020年4月1日（月）
　～2021年1月31日（日）

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
～2021年2月28日（日）

①学⽣から社会人、医療人、職業人になるということ
②就業規則・職場⽂化とセルフマネジメント
③社会保障制度、医療・介護サービス提供体制の理解
④障害構造論
⑤各病期と各疾患別リハビリテーション
⑥理学療法の専門性と他職種連携・チームアプローチ
⑦理学療法のプロセス
⑧カンファレンスとプレゼンテーション
⑨個人情報の管理とSNS活⽤ルール

～2021年2月28日（日）

1.社会保障制度改⾰からみる基本法の背景
2.脳卒中・循環器病対策基本法の現状および概要
3.脳卒中・循環器病に係る政府の取り組み
4.循環器病対策推進協議会における本会からの提案

2020年8月3日（月）
　～2021年1月31日（日）

　内容

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

１．オリンピック（起源・オリンピックと理学療法⼠等）
２．パラリンピック（歴史・パラリンピックと理学療法⼠等）

18



 

 

令和 2年度 理学療法士講習会 中止のお知らせ 
 

今年度開催を予定しておりました、理学療法士講習会につきまして、 

新型コロナウイルス感染症拡大している状況を鑑み、開催を全て中止することといたしました。 

会場変更や WEB開催等も検討いたしましたが、このような案内となり、 

参加をご予定されておりました方々には深くお詫び申し上げます。 

何とぞご理解、ご賢察のほどよろしくお願い申し上げます。 

対象の講習会を以下に記載いたします。 

                                                

セミナーNo.23102 基本編理論：中止 

 

テーマ：「下肢運動器疾患の理学療法 

～変形性膝関節症・変形性股関節症を中心に～」 
 

日  時：令和２年９月２６日～２７日 

場  所：沼津プラザヴェルデ（静岡県沼津市大手町 1丁目 1-4） 

講  師：神戸 晃男 先生（金沢医科大学病院） 

     嶋田 誠一郎 先生（福井大学医学部附属病院） 

     対馬 栄輝 先生（弘前大学大学院） 

     石井 慎一郎 先生（国際医療福祉大学大学院） 

     千葉 淳弘 先生（リハビリテーション中伊豆温泉病院） 
                                              
セミナーNo.23103 基本編理論：中止 

 

テーマ：「脳血管疾患に対する評価・治療の基礎」 
 

日  時：令和２年１１月１４日～１５日 

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） 
                                              

セミナーNo.23104 応用編：中止 

 

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～」 
 

日  時：令和２年１１月２２日 

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） 
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令和２年度研修部研修会のご案内 
 

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） 

 

※日時が年度初めから変更になっておりますのでご注意ください。 

 ※対面形式となりますので、今年度は e-ラーニングでの受講を優先的にご検討下さい。 

 

【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（静岡市駿河区弥生町 6-1） 

【定員】150名（予定） 

【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 

 

 ※申込開始は 11月 1日～を予定しております。 

申し込みについては静岡県理学療法士会 HPをご参照ください。 

 

第４回研修部研修会 

 

※講師のみ、リモートでの講義に変更となっておりますのでご注意ください。 

  

【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） 

 

 ※申込開始は 10月 1日～を予定しております。 

申し込みについては静岡県理学療法士会 HPをご参照ください。 

 

 

問い合わせ先：新都市病院 岩里 大樹 

                    Email：iwasato-reha@shintoshi-hosp.com 

 

 

 

 

 

 

 

   今年も台風シーズンとなりました。球磨川の氾濫は記憶に新しいですが、 

昨年は静岡県内にも大型台風が上陸し、浸水被害も多く発生しました。 

コロナ対策も大切ですが、水害の備えも万全にしましょう。（清水美晴） 
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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  
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・作業療法士募集 

医療法人社団 小高会 小高整形外科 

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤・非常勤１-2 名 

【施設概要】 整形外科、リハビリテーション科 

【待 遇】 月給 23.5万円～,通勤手当(上限 5万), 

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 休制，年次有給，夏季休暇 

年末年始休暇，年間休日120日 

【勤務時間】 8：00～18：00（平日）のうち 8 時間 

         8：00～15：00(土曜) 

【交 通】 JR 清水駅より徒歩 1 分 

【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい。 

【連 絡 先】 〒424-0806 静岡市清水区辻 1-15-3 

医療法人社団小高会 小高整形外科 
Tel 054-364-5985 Fax 054-364-6563 

担当：相田 

Email： kodaka-seikei@amail.plala.or.jp 

ＨＰ：http://www.yamanoue-hospital.jp 

 

外来患者様の運動器リハビリ業務全般を行ってい

ただきます。予約制のため残業はほとんどありま

せん。経験の浅い方も歓迎いたします。施設見学

はいつでも可能ですので、お気軽にご連絡くださ

い。 
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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 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。 

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! 

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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。 

 

 

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 183 号の掲載原稿の締め切りは 

2020 年 10 月 30 日です。 
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