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令和 3 年 年頭のご挨拶 

公益社団法人 静岡県理学療法士会 

 副会長 菊池和幸 

新年あけましておめでとうございます。それぞれ新しい決意を胸に抱きながら、令和 3 年をお迎えに

なったことと思います。昨年は新型コロナウィルス感染症の影響により世界全体でこれまで経験した

ことがないような非常事態とも言うべき 1 年となりました。当会においても２４回学会の延期や各事

業の中止等様々な対応を迫られる中、会員各位には多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと心より

お詫び申し上げます。また、今現在も感染拡大が続く中で、最前線の医療現場で奮闘されている医

療・介護従事者の皆様には、士会を代表しまして心より敬意を表します。令和３年こそ、皆様にとっ

て素晴らしい年でありますことを、心よりお祈り申し上げます。

さて、今年は令和３年度介護報酬改定の年となります。11 月の介護給付費分科会において一部の訪問

看護事業所でリハビリ専門職の配置割合が高いことが俎上に載せられ、看護職員の配置割合を６割とす

るといった議論が持ち上がりました。これによって介護保険利用者だけでも約８万人の方がサービスを

受けることができなくなり、リハビリ専門職は約５千人が雇用を失う深刻な状況でしたが、皆様にご支

援頂きました署名活動により約 18 万筆集まり、議論を食い止めることが出来ました。この２週間の短

い戦いは、「３協会が一枚岩」になった瞬間だと私は感じました。今後のリハビリ専門職を取り巻く激動

の時代を生き抜いていくためには、３協会の結束は必要不可欠であり、静岡県においても３士会の協力

体制を密に活動を強化していく必要性を強く感じております。 

また、今年は当会役員改選の年です。今回の役員選挙は、士会組織力強化を目的に理事定数を拡大し

ての初めての役員選挙になります。思いのある会員は一歩前進していただければ幸いです。

会員の皆様にとって、明るいそして充実した年になることを願い、年頭の挨拶とさせていただきま

す。 
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【令和 3 年度 会費減額のお知らせ】 

 

 新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び

申し上げます。日頃より静岡県理学療法士会の活動にご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。 

 さて皆様もご存じの通り、新型コロナウィルス感染症の終息がいまだ見えない状況です。このよ

うな状況の中、今年度の県士会事業の大半が中止・延期せざるを得ない事態となっております。

その為、令和 3 年度に限り静岡県理学療法士会の会費減額を決定する運びとなりました。詳細は

以下の一覧をご参照ください。なお、会費引き落とし時期等は変更ございません。 

 今後とも静岡県理学療法士会の活動にご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

会員種別 納入金額 
内 訳 

入会金 協会費 県士会費 

A：既会員   ¥20,000 → ￥18,000   ¥11,000  ¥9,000 → ￥7,000   

B：新規入会者 ①卒業年免許取得者 ¥19,000 → ￥17,000 ¥5,000  ¥5,000  ¥9,000 → ￥7,000   

※育児休業割引・シニア割引会員については減額対象となりません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【この件の関するお問い合わせ先】 

静岡県理学療法士会 事務局 

財務部 堀池 沙織 

Mail sahori@shizuoka-pt.com 
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【 準備委員長挨拶 】 

この度、第 24 回静岡県理学療法士学会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大により、1

年延期して 2021 年 5 月 22 日（土）・23 日（日）に開催をさせていただくことになりました。会員の皆様、

ご協力いただいております学会準備役員の皆様にはご理解をいただきまして心よりお礼申し上げます。 

これまで静岡県理学療法士学会では、現地会場にて演題発表、ポスター発表、各種セミナー・講演等により多

くの会員の皆様が集い、意見交換をおこなってまいりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の収束の見通

しが立たない状況に鑑みまして、本学会では「WEB 学会」として開催することになりました。本学会は二度の

延期はございません。このため、学会準備委員会では約 150 演題のご登録をいただいている会員の皆様の発表

する場をご提供することを第一に考え、確実に開催できる方法を模索した結果となりますことをご理解いただけ

ますと幸いでございます。WEB 学会開催にともない、会員の皆様方には参加登録・発表形態について一部変更

をお願いすることが想定されます。また、例年実施されております懇親会の開催につきましては、大変残念であ

りますが断念させていただくことになりました。静岡県理学療法士学会としましても、こうした開催形態の変更

や延期など、はじめての経験となりますので会員の皆様には多々ご迷惑をおかけすることになろうかと存じます

が、どうかご理解いただき、是非、多くの皆様にご参加いただければ幸いに存じます。 

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）」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いいます。このよう

な WEB 開催というはじめての経験や取り組みが会員一人一人の価値ある新しい発見、serendipity を起こす可

能性を期待し、学会準備委員一同一丸となって鋭意準備を進めております。 

本学会での情報共有を通じて、理学療法ならびに静岡県理学療法士会の発展に少しでも貢献できれば幸いです。

お一人でも多くのご参加を心よりお待ちしております。 

＜WEB 学会企画（予定）＞ 

・ライブ配信：計 13 個の講演・セミナー

学会長講演 1、特別講演 2、テクニカルセミナー2、教育セミナー3、シンポジウム 1、専門部会セミナー4

・オンデマンド配信

演題発表（※質疑応答はオンタイムでの実施を予定）、公開講座（一般市民視聴可）

  準備委員長 ： 塚 本 敏 也 

 （常葉大学  健康科学部） 

お知らせ 第 2 報

第 24 回静岡県理学療法士学会

開催日 / 2021年 5月 22日（土）・23日（日） 
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公益社団法人静岡県理学療法士会では、会員の方へ有益なイベント・セミナー情報や様々な事業案内を
発信しております。今回、会員の方が情報収集し易くなるよう、下記の2点を組み込んだホームページ
へとリニューアルを開始しました。
➀イベント・セミナー情報をより簡易的に探索できる
➁活動した事業報告内容を確認できる

～イベント・セミナー情報が探しやすくなりました～
従来は、会員ページにてイベント又はセミナーの２つで情報が区切られており、多数の情報が一覧で
表示され、欲しい情報を検索し難い状態でした。今回のリニューアルでは、各事業・研修会にページが
別れるため、より欲しい情報を検索し易くなりました。
是非、リニューアルしたホームページへ検索しに来てみてはいかがでしょうか！

静岡県理学療法士会サイト https://www.shizuoka-pt.com/
会員ページへと移動します。

イベント・セミナー情報はこちらをクリックし、情報収集したい
項目を選択します。
各項目を選択にて、ご確認できます。
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事業報告はどこで見られるの？
静岡県理学療法士会サイト https://www.shizuoka-pt.com/
ホームへと移動します。

ページをスクロールし、おしらせまで移動します。
各項目をスクロールにて、事業報告内容をご確認できます。

～事業報告内容が確認できます～
事業報告とは、各部局が主催した研修会やイベント
内容を簡単にまとめたものです。
従来は、多くの事業が動いていますが、活動した
事業報告を確認する方法がありませんでした。
今回のリニューアルでは、事業報告スペースを設け
ました。そのため、県士会ではどのような活動を実際
に行っているのか？また、その中で自分の興味がある
分野の内容を確認できるようになりました。

【活動内容】 コロナ禍での感染予防防止について 

感染管理認定看護師 古谷先生をお招きし、コロナ禍での感染拡大に 

ついてお話を頂きました。また、先生と参加者とのグループワークで、 

各病院、施設での感染対策について情報交換も行いました。 

【活動風景】講演後の、先生との情報交換の風景 
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企業での腰痛対策は重要課題です ! !

日 時

会 場

定 員 先着 50名

2021年2月7日（日）
9:30～16:00
WEB形式（ZOOMアプリ）

スタッフ募集！
健康増進部では産業理学療法部門を設置します。
今後、中心的に協力してくれるスタッフを募集いたします。
興味のあるかたはQRコードから応募ください！

山崎 重人先生 （マツダ株式会社 マツダ病院 理学療法士長）
（日本理学療法士学会産業理学療法部門運営幹事）

高野 賢一郎先生（関西労災病院 作業管理士）

お問い合わせ 公益社団法人 静岡県理学療法士会 事務局
E-mail：office@shizuoka-pt.com TEL：054-275-2985受付時間 平日12時～17時30分

公益社団法人 静岡県理学療法士会

初開催！

予防局
健康増進部
研修会

スタッフ応募はこちらから！

講 師

申 込 どなたでも申し込み可能 申し込みはこちら
＊日本理学療法士協会会員は生涯学習ポイント対象です

申込期間：2021年1月6日～2月3日まで

＊産業理学療法の可能性と企業での実例を紹介して頂きます
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スポーツ理学療法研修会 開催報告 

 

予 防 局 長  小林 敦郎 

メディカルサポート部長  河野 隆志 

 

 11 月 21 日（土）と 29 日（日）の 2 日間、「スポーツ理学療法研修会」が開催されました。本

研修会は「スポーツ理学療法の実践」をテーマに県内のスポーツ理学療法推進協力者 8 名が講師と

なり、それぞれの活動内容を紹介し、トップアスリートから地域の障がい者スポーツまでの様々な

スポーツ現場での活動を知ってもらうことを目的に企画・準備を進めて参りました。今回は、新型コ

ロナウイルス（COVID-19）の影響もあり、両日とも WEB（リモート）形式での研修会といたし

ました。 

 

テーマ 11 月 21 日（土） 11 月 29 日

（日） 

1．トップアスリートに対するスポーツ PT について 松本 武士 栗田 泰成 

2．地域から障がい者スポーツ特性を含めたスポーツ PT の紹

介 

新倉 裕二 下田 健一朗 

3．県士会事業におけるスポーツ PT について 河野 隆志 小原 智永 

4．パラアスリートに対するスポーツ PT について 赤岩 龍士 小林 敦郎 

 

2 日間で延べ 89 名の方に参加していただきました。普段の対面研修とは異なる WEB 研修会で

あったため、当日の通信環境や参加者の表情や反応等多くの不安がありましたが、大きなトラブル

もなく無事に研修会が終えられたことをとても嬉しく感じています。加えて、アンケート結果から

も参加者の満足度やスポーツ理学療法に対する関心が高いことを改めて確認することが出来ました。

引き続き、県内のスポーツ理学療法の発展につながるような研修会となるよう企画を進めていきた

いと思います。 

現在も COVID-19 の影響により、スポーツ理学療法に関わる機会は制限されていますが、引き

続き、感染予防対策を徹底した上で、選手は勿論のこと我々理学療法士も安全にスポーツ現場で活

動できるように努めていきたいと思います。今後も県内におけるメディカルサポート活動に関する

情報を県士会 HP 及びゆまにて、メール案内等で発信していきたいと思います。 

皆さまのご協力を宜しくお願いいたします。（河野 隆志） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       【研修会の様子】             【スポーツ理学療法推進協力者】 

※ 感染予防対策を徹底して行いました 
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第 16回地域リハビリ実践研修会「住宅改修について学ぶ」 

訪問看護ステーションうしぶせ 鈴木奏恵 

 

令和 2 年 11 月 15 日に ZOOM を使用しオンラインで開催された「住宅改修について学ぶ」

研修会に参加しました。 

研修では「理学療法士」「建築士（掛川市都市政策課）」「福祉用具業者（パナソニックエ

イジフリー株式会社建築士）」の 3人の立場からの話を伺いました。理学療法士の矢野先生

からは、「教科書的な改修でなく、その人個人の個別な改修を行う」ための、住宅改修に関

わる時の心得を紹介していただきました。掛川市都市政策課の戸塚先生からは、住宅改修後

にミスマッチの相談があることや改修時の確認すべき事項について「長寿社会の住まいづ

くり」というパンフレットを紹介していただきました。パナソニックエイジフリー株式会社

の小杉先生からは疾患別の住宅改修時のポイントや住宅改修によりトイレが介助なく使え

るようになった脊髄損傷患者様の実例を紹介していただきました。 

研修を受け、「理学療法士が適切な提案をしなくては」と、自分が一方的な提案をしてい

ないか思い返しました。経験値の少ない理学療法士は提案の選択肢が少ないため、福祉用具

業者さんの住宅改修に関する豊富な知識や経験値による提案を参考にすることで、多数の

選択肢から患者様やご家族の希望に合った住宅改修がすすめられると思いました。また、福

祉用具業者さんの提案が更にオーダーメイドになるために、理学療法士の動作分析力や問

題点を挙げられる力、動作方法の提案等が必要だと思いました。 

理学療法士が関わってオーダーメイドの住宅改修が提案できるよう、住宅改修の知識を

持つことと、患者様・ご家族・福祉用具業者さん等と意見交換のできる雰囲気を作ることを

意識したいと思います。コロナ禍において退院時指導等で現場に行けない方にも、福祉用具

業者さんやケアマネジャーさんと解決すべき問題点を積極的に共有してほしいと思いまし

た。 

最後に、今回講義をして頂いた矢野先生をはじめ、2人の先生方や、生活環境支援専門部

会運営スタッフの皆様に、このような機会を頂いた事を感謝申し上げます。 
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QR URL  
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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」よりご確認下さい。 

 

 

「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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【新人教育プログラムが e-ラーニングのみで修了できます】 
新人教育プログラムが e-ラーニングにて受講可能となっています。C領域についても履修が可能とな

っていますので、積極的な e-ラーニングでの受講をすすめて下さい。 

 

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 

 
※日本理学療法士協会 HP より「2020 年度 e-ラーニング実施コンテンツ一覧 （2020 年 9 月 30 日更新）」より抜粋 

 

【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お

願します（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。 

 

【令和 2 年度 新人教育部主催 症例検討会開催について】 
今年度も新人教育部主催の症例検討会を実施します。 

＜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。 

 

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
　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
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）

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

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）

開催地区 日程・会場 募集人数 申込み期間

発表者6名　聴講者30名

発表者6名　聴講者15名

発表者6名　聴講者30名

令和2年12月1日（火）
　～令和3年2月7日（日）
令和2年12月1日（火）
　～令和3年1月31日（日）
令和2年11月22日（日）
　～令和3年１月１0日（日）

東部地区

中部地区

西部地区

令和3年2月14日(日)
富⼠宮市民病院

令和3年2月7日（日）
きよみの里

令和3年1月24日(日)
クリエート浜松 5階53会議室
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第 37 回 東海北陸理学療法学術⼤会 
― 第 2 報 ― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年 10 月 30 日（土） ・ 31 日（日） 

アクトシティ浜松 中ホール・コングレスセンター 

学会 HP https://www.shizuoka-pt.com/thpt37 

 
 
 
 

 
多くの演題登録をお待ちしております！ 

 

 

    皆さんは新年をどのように迎えられましたか。私は、COVID-19と寒波の影

響で実家への帰省を諦めました。コロナ禍において変化していく生活様式に乗

り遅れないよう、気を引き締めて今年も頑張りたいと思います。（清水美晴） 

 
 

演題登録期間 

2021 年 4 月 5 日（月）～5 月 28 日（金） 

求人広告に関するお問い合わせ：広報局 髙木亮輔 E-mail r-takagi@shizuoka-pt.com 

※ゆまにて 185 号の掲載原稿の締め切りは 2021 年 2 月 28 日です。 
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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。 

理学療法士・作業療法士募集 

  

 

 

 

 

 

 

【募集人員】 常勤 2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 . 

インフィックグループ／株式会社まごころ介護サービス 
医療法人社団

 

 志太記念脳神経外科  
 

 

 

 

 

 

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

 

【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～（経験考慮），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：矢島） 
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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。 

みかたはら介護老人保健施設 

 

 

 
【募集人員】 常勤 1 名 
【募集内容】 デイケア利用者様に対するリハビリテ

ーション業務、リハビリテーション計画
の作成、個別リハビリ業務 

【施設概要】 入所定員 100名、通所デイケア定員 40名
【待 遇】 基本給＋各種手当 

月額 300,000～410,000円 
別途交通費規定支給,賞与年 2 回, 
昇給年 1 回,各種保険完備, 
退職金制度あり 

【休 日】 土日祝休み，年間休日 120日間 
年次有給休暇 

【勤務時間】 8：30～17：00 
【交 通】 遠鉄バス三方原下車徒歩 5 分 

自動車通勤可 
【応募方法】 電話又は履歴書を郵送して下さい。 
【連 絡 先】 〒433-8105 静岡県浜松市北区 

三方原町６７５番地の６ 
医療法人社団東医会 
 みかたはら介 護  老 人 保 健施 設 

（担当 松本） 
TEL053-438-5886 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 

医療法人社団浜本整形外科医院 
 

 

 

 

 

 
【募 集 人 員】 理学療法士 常勤１名・パート１名（週１日から） 

【施 設 概 要】 整形外科、リハビリテーション科  

通所リハビリ、訪問リハビリ 

【待 遇】 年収 330万～500万 

            パート 時給 1600 円～   研修会出席補助あり 

【休 日】 木曜午後、土曜午後、年次有給、夏季・年末年

始休暇 

【勤 務 時 間】 8：30～18：30 、昼休みあり、８時間  

以上残業手当、月平均１８時間  

【交 通】 静鉄バス県立総合病院行き北安東5丁目より

徒歩 5 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】 〒420-0805 静岡市葵区城北 40-5 

医療法人社団浜本整形外科医院  

 院長 浜本 肇    人事担当 浜本百合子 

Tel 054-248-1705 （直） 

E-mail  yhama7552@mti.biglobe.ne.jp 

ＨＰ https://www.hamamotoseikei.com/  

平成６年に開院、以来運動器リハビリに重きを置く整形外科医院

です。広いリハビリ室には現在理学療法士８名、柔整師１名、マ

ッサージ師１名、助手２名がおり人の手による心通う治療に務め

ております。整形外科専門医と症例勉強会等を週１回行い知識、

技術の向上を目指しています。  

理学療法士募集 
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