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　このたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなり

になられた国内外の多くの方々に謹んで哀悼の意を表しま

すとともに、罹患・療養中の方やご家族の皆さまに心から

お見舞い申しあげます。

　また、新型コロナウイルス感染症の治療などに従事して

いる医師、看護師、臨床検査技師をはじめとする医療関

係者の方々に心より深く敬意と感謝を表します。

　世界中に新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、

収束する気配はほとんど見当たりません。我国も全国規模

の大規模イベント等の開催については、中止、延期、規

模縮小等の検討がありました。4月7日には安倍首相が新

型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、東京、大阪、福

岡など1都7府県に「緊急事態宣言」に発出しました。また、

大村愛知県知事が4月10日には新型コロナウイルス感染

症に関する全国及び愛知県の感染状況をかんがみ、その

拡大を防ぐため「愛知県緊急事態宣言」を発出しました。

　さらに、安倍首相は2020年4月16日、新型コロナ

ウイルスの感染急増を受け、全47都道府県に緊急事態

宣言を発出、愛知県においても大村知事が新型コロナウ

イルス感染症対策に係る休業要請を発表しました。

　当士会も3月より「チャレンジドフェア2020」や研修会、

委託事業の中止、第29回愛知県理学療法学術大会の延

期等を行っています。

　また、3月31日に協会斉藤副会長、第55回日本理学

療法学術研修大会2020in大分河野大会長、第56回大

会長の鳥山の3者にて第55回および第56回日本理学療

法学術研修大会に関する臨時大会長会議の結果、2020

年5月23日-24日に開催予定の「第55回日本理学療

法学術研修大会2020inおおいた」については、1年程

度の延期し、この延期にあたり、2021年度に愛知県で

開催を予定していた第56回日本理学療法学術研修大会

は辞退することとなりました。本研修大会の開催に向けて

立案企画を関わった準備委員はじめ当会にとっても誠に残

念ですが今までの経験を今後に役立てるようにしていきた

いと思います。

　最後に、このような危機的な状況で、我々理学療法士

も医療専門職としての自覚と責任を持ち、標準予防策（ス

タンダード・プリコーション）の徹底と不要不急の外出を

控えることなど実行していただきたい。

代表理事コラム

新型コロナウイルス感染症

公益社団法人　愛知県理学療法士会　代表理事　鳥 山  喜 之

日　　程 内　　　　　　　容
1月25日 土 愛知県理学療法士会理事会

1月25日 土 第56回日本理学療法学術研修大会第3回準備委員会

1月27日 月 名古屋市在宅医療・介護連携推進会議

2月　1日 土 愛知県理学療法士会40周年記念式典・祝賀会

2月　3日 月 2020年公明党愛知県本部新春賀詞交換会

2月14日 金 筒井タカヤ講演会総会

2月16日 日 医療経営戦略研究会 HM 研究会主催セミナー講演

2月25日 火 愛知県在宅医療協議会

3月31日 火 協会齋藤副会長、第55回日本理学療法研修大会大会長（大分）、
第56回日本理学療法研修大会大会長（愛知）WEB会議

代表理事会務報告（令和２年1月19日～3月30日）
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部局だより

職　能　局 管理業務推進部
部長　石田 悦二

　管理業務推進部では今年度も「理学療法士管理者育

成事業」として以下（表）の事業を予定しておりますが、

新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、すべての

事業を下半期に可能な限り開催できるよう準備をして

おります。

　詳細が決まりしだい県士会ホームページおよび次号

以降の県士会ニュースでお知らせいたします。

　会員の皆様には多大なご迷惑をおかけしますがご理

解賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

※協会指定管理者制度については、日本理学療法士協

会ホームページ内の『会員の方へ→生涯学習につい

て→協会指定管理者』ならびに別項および県士会ホー

ムページに掲載の『愛知県理学療法士会における協

会指定管理者（初級）取得までの流れ』を、ご参照

ください。

事 業 名 開催時期・日程

士会主催マネジメント研修 未定

協会指定管理者研修（初級） 未定

協会指定管理者ブラッシュアップ研修 12月6日（日）

ADL維持向上等体制加算研修会 未定

職域別役職者ワークショップ『急性期』 未定

職域別役職者ワークショップ『回復期』 未定

職域別役職者ワークショップ『生活期』 未定

職域別役職者ワークショップ『地域包括ケア病棟』 未定



社　会　局 健康福祉部
部長　竹内　有三

　新入会員の皆様におかれましては、新しい門出を迎

えお喜びのことと思います。また、今年度は今までに

経験をしたことのない状況下での新年度を迎えている

とも思います。

　健康増進部では本来公益事業を通して、地域の保健・

福祉・教育・健康増進の向上及び貢献していくことを

目的に活動しており、地域在住の高齢者や障がい者、

リハビリテーションに関わる多くの職種の方々に、少

しでもご参加頂けるような活動をしております。しか

しながら、新型コロナウィルス感染拡大の影響にて今

年度行われます、ウェルフェア・介護予防推進事業に

おきましても中止となりました。今年度事業が行えな

いとしても、この状況が好転した折には、多くの会員

の皆様と、事業を通して一緒に活動できることを願い、

そして理学療法士が社会に必要とされ、貢献できるよ

うに健康増進部としては尽力したいと考えております。

　会員皆様方のご助力を受け賜れますようお願い申し

上げます。
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社　会　局 広報部
部長　清島　大資　

　時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より公益社団法人愛知県理学療法士会の活動にご

理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

　この度、当会では運営費の適正化の観点から、今

年度を持ちまして公益社団法人愛知県理学療法士会

ニュース（以下ニュース）の紙媒体での同封／発送を

廃止させていただくこととなりました。紙媒体での同

封／発送廃止の正式な日程につきましては、後日お知

らせさせていただきます。

　ニュースにつきましては、ペーパーレス化後も引き

続き愛知県理学療法士会のホームページよりご覧いた

だけます。今までと変わらず年4回（2月・5月・8月・

11月）発刊の予定です。また発刊後は、日本理学療法

士協会のマイページに登録されたメールアドレスにて

発行のお知らせを送らせていただきます。今後も公益

社団法人愛知県理学療法士会の皆様に、当会部会から

の案内や研修会予定、求人情報など有益な情報をお届

けできるよう努めてまいります。

　何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ブロック局 局長　都築　晃

　こんにちは、ブロック局長の都築晃です。現在ブロッ

ク局は県内12の地域ブロック長のもと活動しています

が、この一年で大きく変化しますので、その内容をお伝

えします。

　世界の医療先進国は例外なく長寿化し、日本の人口

減少・長寿の中で生活する住民達は、個々のウェルビー

イングを求めて、多様な価値観や個別要求への対応を重

視しています。理学療法士がこの新しい価値観に応対し

続けるためには、1つ目には会員個人による質の向上と、

2つ目には組織的には勇気を持って保険外の場へ活動・

活躍を広げ多様な住民や他団体・自治体から共感や協働

（収入も）を得る、この両輪が大変重要です。両輪を動

かすためにブロック局は「新しい地域医療構想・地域包

括ケアへの協力体制構築」を掲げており、今年は3 年

におよぶ「ブロック主業務移行の最終年度」になります。

　ブロックの主業務は令和3年度6月から、新しく大き

く変わります。主には「地域における自治体や多様な団

体との連携、会員活動の支援」であり、そのための3

つの柱は、

（1）県内施設を14ブロックに分割し、県内14 の二次

医療圏と整合させ他自治体や団体と連携強化しま

す。

（2）県内54市町村自治体に理学療法士会「窓口担当

者を設置」します。

（3）「地域活動の予算化支援」。地域課題や地域の要望

に即した、新しいアイデアや取り組みに対してブロッ

クがネットワーク化と予算化を支援します。

　世界の理学療法士は医療・介護以外の多様な分野で

活躍しています。最近ではスポーツ、教育、自治体イベ

ント、祭り、障がい者支援、産業、まちづくり、建築な

ど、多様な団体から理学療法士の力を貸して欲しいと相

談があり、今後ますます広がりをみせてゆくと思います。

ICFを理解し、活動や社会参加等を評価でき、人の可能

性を多様な連携によって広げることができる理学療法士

は、長寿社会において多くの分野にて活躍が期待され

ています。

　会員のみなさんへ、お誘いです。未来にむけて理学

療法士の可能性をさらに広げてみせんか？街づくりや

人々の生活を健康的に変えていくための活動へ、あなた

もブロック委員として一緒に活動してみませんか？ブロッ

ク局はいつでも会員ひとりひとりと、オープンな対話を

求めていきます。ブロック業務説明会は県内10カ所で

開催され、今後は状況に応じて開催予定です。
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特設委員会 男女共同参画等検討委員会
委員長　宮嵜　友和

「リハビリテーション部門におけるキャリア支援の在り方を考える」セミナー
アンケート調査結果について

開催日：2019年11月16日 男女共同参画等検討委員会 林 由布子

■参加人数：41名 回答人数：39/41名
以下、項目ごとの単純集計結果を記載する

1)性別 2）所属

①今日のセミナーの感想

＜自由記載＞

・職員教育の中にぜひとも話さないといけない内容だと
痛感することができました。
・講師の話がわかりやすい。

・自身のキャリアの歩み、現状など考えるところが多
かった。

・今まで考えてこなかったことを考える機会になった。
・キャリアを考えるきっかけになりました。
・ヒントをいただいた。

＊複数回答あり

男性
90%

大変良かった
72%

病院
39%

診療所
10%

女性
10%

良かった
23%

どちらでもない
5%

介護老人
保健施設

10%

その他
13%

訪問看護
ステーション

15%

通所施設 3%

学生 10%
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②今日のセミナーで得るものはありましたか ③会場・運営について

＜自由記載＞
・職員に伝えるためにも自分のキャリアデザインを
見つめ直す機会になった。
自らの手で主体的に、を伝えたい。

・今一度時間をとり、内省し着実に成果を出してい
きたい。
・今後の面談の時に生かしていきたい。

＜自由記載＞

・晴れていて良かったが、雨だと少々不便かと
思います。
・この時間は参加しやすい。
・少し狭く感じました。
・ちょっと狭かった。

④今後取り上げて欲しい内容について
・もう一度もう少し。
・技術の取得が必要な職種として、妊娠出産がある女性に対してどうサポートするべきか。
またそれを経る当事者としてはどうしたらいいかを知りたい。
・マネジメント論
・キャリア支援（20代に特化した話）
・学生向けのキャリアデザイン（有料）

⑤その他の感想や講師へのメッセージ
・テンポが良くご自身の言葉で話して下さっていた事はとても良かったと思います。
土曜日の夕刻に眠くなる事なく興味深く聴講することができました。
・いつも参考になる知識、モチベーションが上がるお話聴かせていただいています。ありがとうございました。
・今日は貴重な経験になりました。ありがとうございました。
・キャリアデザインが必要な背景は地域に出て活動している人はよく理解している内容かと思いました。
キャリアデザインとは？についてもっと重点をおいて聞きたかったです。
どうすればいいかがわかりにくかったです。「かごや」の話はどう応用するか考えられる話だと思ったので、
そのあたりの話をじっくり話してほしいと思います。
・この職種が生き残っていくためには、自分のやりたいこと、地域で解決するための手技や方法を考える
だけでなく行動していくことが大切だと改めて思いました。 ありがとうございました。

・もっと深い部分を聞きたいです。
・大変勇気づけられました。ありがとうございます。これからもご活躍されますことをご祈志いたします。
・目からウロコの視点ばかりで勉強になりました。
・31歳のPTです。今自分が目の前で向きあっている事は間違っていない、と背中を押していただいた気分
です。

得るものがあった
86%

大変良かった
45%

まあまあ得るもの
があった

11%

良かった
50%

どちらでもない
5%

どちらでもない
3%
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施設
訪問

特設委員会	 男女共同参画等検討委員会
委員長　宮嵜　友和	 取材者　三次　園子・中川　幾江

医療法人尽誠会　老人保健施設尽誠苑

　男女共同参画検討委員会では、会員の皆様にライフワークと就労環境について考えて頂く機会を作ること

や労働環境の整備の支援をすることを目的に、士会ニュースによる情報提供を企画しています。

　この度、平成29年度豊橋市子育て応援企業表彰で特別賞を受賞された「医療法人尽誠会　老人保健施設

尽誠苑　リハビリテーション部（豊橋市）」の取り組みについて取材しました。働きやすい環境を作りたい

という管理者と、実際そこで働くスタッフの想いやイキイキ働くことができるための仕組みなどお話しを伺

いましたのでご報告します。

　子育て応援企業（61社129事業所）の中で特に優れた

5社のうち「特別賞」を受賞しました。

　リハビリテーション部の取り組みとして、業務の見える

化と分業を徹底し、マニュアル化することで、スタッフの

急な休みがあった際にも業務の偏りを減らし、休みにくく

ならないように配慮しています。結果、多くの女性スタッ

フが育児休暇取得後も職場復帰しており、子育中のスタッ

フが働きやすい職場環境作りを実施しています。

❖施設情報❖
法 人 名 医療法人　尽誠会　
住 　 所 愛知県豊橋市大脇町大脇ノ谷74番54

サービス内容
老人保健施設・デイケア・ショートステイ・グループホーム・短期入所療養介護
訪問リハビリテーション・訪問看護ステーション・ヘルパーステーション・指定居宅介護支援事業所・
地域包括支援センター

平成29年度　豊橋市子育て応援企業表彰
「特別賞」受賞

「老人保健施設　尽誠苑」
入所定員：100名
デイケア定員：
　（長時間：120名　短時間：各20名 午前／午後）
リハビリスタッフ：29名　セラピスト20名（内男性職
　員5名）　リハ助手7名・事務2名
施設内に託児所あり
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	 子育て支援の取り組みについて
	 聞かせて下さい
　子育て中のスタッフが多く、急な休みや時間調整の

取得が多い職場です。急な休みでも業務の質を保つ為

の仕組みとして、スタッフ全員の1週間分の業務予定、

単位数、プログラム内容等を表にして全員で共有出来

るようにしています。急な休みでも同僚や利用者様が

困らないよう、自分の業務を分かりやすく見える化し、

同僚に伝える技術を高めてもらっています。個別リハ以

外に、申し送りや実施もれ確認等の係業務が多くあり

ますが、これらも公平に分散調整できるよう手順を決

めています。性別・未既婚・職種によって不公平感が出

ないよう、客観的に公平な業務量を心がけています。

 また、入職時や機会があるごとに「子どもは社会の宝、

職場は第2の家族」と伝えてきました。一緒にお互い

の大切な人たちを支えることを意識してもらうためで

す。法人に要望して、12年前に託児所が開設され、ス

タッフも託児所を利用しながら働いています。

	 仕事と家庭の両立で苦労したこと・
	 モチベーションについて聞かせて下さい
　私自身も子育てをしながら仕事を行い、子どもの学

校行事や体調不良などでは率先して仕事を休みました。

当時は現在のような仕組みがなかったので、仕事を家

に持ち帰ることも多々あり家族には随分迷惑をかけま

した。しかし、自分自身が理学療法士としての仕事が

楽しかったことと、法人が「家族を大切に」という考え

であったため、全力投球で仕事と家庭の両立が図れる

仕組みを作れたのだと感じています。今の職場作りを

行った事で、スタッフや利用者様が喜んでくれることが

モチベーションとなっています。

	 今後の展望について聞かせて下さい

　今後は仕事を通じてもっとやりがいを感じられ、学

習意欲が高まるなど動機づけ要因面での魅力を増す方

法を考えています。子どもが大きくなっても尽誠苑で働

き続けたい、と思える職場にしたいと思います。

　法人としては、病児保育の開設や男性等にも魅力あ

る職場作り、法人内で共通の教育体制を作っていきた

いと考えています。

	 職場の魅力や働きやすさについて
	 聞かせて下さい
　女性にとってとても働きやすい職場です。一人目の子

どもは当法人の託児所に預け、二人目は上の子と一緒

に保育園に預けました。育児休暇から復帰後時短勤務

を経て副主任に昇格しました。主任は女性管理者なら

ではのきめ細かい部分への配慮があります。働く上で

休みが取りやすいことはとてもありがたく、子育てしな

がらでも働きやすい職場です。以前から効率よく働くこ

とに興味がありましたので、今では副主任として仕事と

家庭の両立を楽しく行っています。

　内藤主任が代表をしている豊橋在宅リハビリテー

ション連絡会では、年に1 ～ 2回外部講師を招いて当

法人で研修会を開催しており、参加しやすいことも職

場としての魅力です。法人内で勉強会や伝達講習会も

行っており、老人保健施設が主体の職場ですが、スタッ

フ同士が学習意欲を高め合いながら学び、仕事ができ

ることも魅力の1つであると思います。

内 藤  貞 子 さん

辻 　 美 幸 さん

リハビリテーション部
主任　法人理事
理学療法士19年目

リハビリテーション部
副主任

理学療法士13年目
子ども2人
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地域で活躍する理学療法士

◦はじめに
　今回、日本バレーボール協会主催の女子中学生高身

長バレーボール選手メディカルチェックが、愛知県内で

開催されました。女子中学生のチェック担当となるため、

士会より女性理学療法士10名が参加させて頂き、貴重

な経験をさせて頂きましたので、報告いたします。

◦内容
　本メディカルチェックは、将来の日本バレーボール界

を担う人材発掘・育成の一環として行われる合宿中に、

主に外傷予防を目的として毎年実施されているとのこと

でした。現状の身体状況を把握し、プレイに支障がある、

または外傷につながる危険性のある身体機能の特性を

抽出し、選手個人での対応策を指導することが求められ

ておりました。

　平野佳代子先生（井戸田整形外科名駅スポーツクリ

ニック）の指導のもと事前練習会を2回実施していただ

きました。当日実施する評価項目（1.立位体前屈、2.体

幹前後傾時の疼痛、3.SLR、4.Elytest、5. 足関節背

屈角度、6.棘下筋萎縮、7.膝関節周囲疼痛、）の評価方

法とチェックポイントの確認し、当日に円滑に業務遂行

できるよう、各自練習を致しました。

　当日は、県内の体育館で開催されました。日本バレー

ボール協会メディカルユニットの太田武雄医師、板倉

尚子トレーナーから、ご指南を受け、業務にあたりまし

た。メディカルチェックの他にも体力測定が実施されて

おり、迅速で正確な評価が求められました。私は足関節

背屈角度（荷重位）を担当し、開始時はうまく注意点が

選手へ伝えられず、説明に時間がかかってしまいました

が、少しずつポイントをつかみ選手に説明することがで

き、予定時間内にすべての評価を実施することができま

した。

◦まとめ
　今回、将来有望な女子選手たちのメディカルチェック

に携わらせていただき、とても貴重な機会になりました。

測定結果は、予想していたより問題を有している選手が

多いことに驚きました。実際に私の担当した足関節背屈

中学生高身長バレーボール選手メディカルチェック2020事業報告

半田市立半田病院　神 谷  実 希

角度では制限が認められる選手が多く、ストレッチも実

施できていない選手が多い現状でした。成長期の身体

的特徴が理解できたと共に、これを機会に、セルフコン

ディショニングの必要性も理解してもらうことが重要で

あり、本メディカルチェックの意義を改めて感じました。

　また、医療機関と異なり、設備が整っていない場所で

の評価の大変さも実感することができました。

　本年は東京オリンピックが開催され、2026 年は愛

知県にてアジア大会が行われるなど、スポーツの祭典が

多く開催されます。今後もこのような機会があれば積極

的に参加させていただきたいと思います。今回は貴重な

機会をいただき感謝申し上げます。

事前練習会風景

準備風景

メディカルチェック風景
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NPO法人愛知県理学療法士学会
学術局　教育部　部長　瀧 　 昌 也

【開催延期】＊開催日は未定

1）	 理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「脳卒中片麻痺者における体幹機能とバランス能力
のとらえ方」

 日 時： 令和2年7月4日（土）

 会 場： 中部リハビリテーション専門学校

 新人教育プログラム単位：

  C-1神経系疾患の理学療法

 履修ポイント： 神経（脳卒中・専門）

  教育管理

 セミナー番号： 22699

2）	 理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「脊椎疾患の包括的な理学療法アプローチ」
 日 時： 令和2年7月12日（日）

 会 場： 未定

 新人教育プログラム単位：

  C-2運動器疾患の理学療法

 履修ポイント：運動器（運動器・専門）

 セミナー番号：22700

 ◎愛知県開催の2020年度上半期
理学療法士講習会のお知らせ

＊新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言発令に

伴い、4月6日、日本理学療法士協会は2020年度上

半期（4月～ 9月）に開催を予定している本会主催の

学術集会、研修会、会議等について、開催しないこと

を決定したとの通知がありました。これに伴い、愛知

県士会主催の理学療法士講習会開催について検討を重

ね、4月から9月開催予定の理学療法士講習会は10月

以降に延期とします。しかし、開催準備が困難である

と判断された講習会については、開催中止となります。

協会ホームページで最新情報をご確認ください。

　講習会参加に向けて準備をしていただいている皆様

におかれましては、ご理解ご協力を賜りますよう、何

卒よろしくお願い申し上げます。

3）	 理学療法士講習会（基本編・技術）
	 「触察手技の基本（股関節編）」
 日 時： 令和2年8月30日（日）

 会 場： 一宮西病院

 新人教育プログラム単位：

  C-2運動器疾患の理学療法

 履修ポイント： 運動器（全領域）

 セミナー番号： 22702

【開催中止】
1）	 理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「赤ちゃんリハビリテーション研修会」
 日 時： 令和2年8月29日（土）、8月30

日（日）

 会 場： 豊橋市民病院

 新人教育プログラム単位：

  C-1神経系疾患の理学療法

 履修ポイント： 神経（発達障害・専門）

  内部障害（呼吸・専門）

 セミナー番号： 22701

2） 理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「脊髄損傷の病態理解と実践」
 日 時： 令和2年9月6日（日）

 会 場： 中部労災病院

 新人教育プログラム単位：

  C-1神経系疾患の理学療法

 履修ポイント： 神経（全領域）

 セミナー番号： 22729

3） 理学療法士講習会（基本編・理論）
	 「脳卒中者の予後予測」
 日 時： 令和2年9月13日（日）

 会 場： 名古屋市中小企業振興会館

 新人教育プログラム単位：

  C-1神経系疾患の理学療法

 履修ポイント： 神経（脳卒中・専門）

  生活環境支援（地域理学療法・専門）

 セミナー番号： 23088
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 ◎令和2年度　愛知県臨床実習指導者講習会
（士会開催）の開催について

 ◎令和元年度に愛知県理学療法士会主催
臨床実習指導者講習会を受講

された方へお知らせ

【講習会の開催背景】
　理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の変更

に伴い、2020年以降の入学生の評価実習および総合

実習の指導者は、免許を受けた後5年以上業務に従事

したものであり、かつ厚生労働省が指定した臨床実習

指導者講習会、または厚生労働省及び公益財団法人医

療研修財団が実施するPT・OT・ST養成施設教員等講

習会（いわゆる長期講習会）の受講者に限られます。

　つきましては愛知県理学療法士会では今年度も、厚

生労働省の指定を受け日本理学療法士協会主催の臨床

実習指導者講習会を下記のように開催いたします。後

進の育成は専門職としての責務です。この点をご理解

いただき、講習会への参加をお願い致します。開催の

詳細は愛知県理学療法士会のホームページ（「愛知県臨

床実習指導者講習会」バナー）をご確認ください。

【受講対象者】
実務経験4年以上の理学療法士（PT）、作業療法士（OT）

※	平成28年（2016年）以前に免許取得され、実務

経験を積まれた方が対象です。

※受講対象者の実務経験を確認するために、「実務経験

申告書」の提出が義務化されました。詳細はホーム

ページでご確認ください。

※受講対象者の実務経験を確認するために、「実務経験

申告書」の提出が義務化されました。令和元年度に

受講済みの方々へは愛知県理学療法士会事務局より

「実務経験申告書」の提出のご依頼を別途お送りいた

しますので、ご案内が届きましたら速やかにご提出

ください。

【開催日程】
第　6　回：11/19（木）－20（金）
 愛知医療短期大学 （定員50名）

第　7　回：11/28（土）－29（日）
 中部大学 （定員80名）

第　8　回：12/19（土）－20（日）
 あいち福祉医療専門学 （定員60名）

第　9　回：1/16（土）－17（日）
 日本福祉大学 （定員90名）

第10回：1/30（土）－31（日）
 名古屋平成看護医療専門学校 （定員90名）

第11回：3/4（木）－5（金）
 星城大学 （定員80名）

第12回：3/13（土）－14（日）
 国際医学技術専門学校 （定員50名）

【参加費】
愛知県理学療法士会の会員：無料（交通費自費）

愛知県理学療法士会の会員以外

　（非会員PT、他県士会PT、OT）：6,000円

【募集方法】
◦愛知県理学療法士会会員の場合

　日本理学療法士協会の「マイページ」からお申し込

み下さい。応募者の中から抽選で参加者を決定し、「マ

イページ」でご案内いたします。応募後、必ず「マイペー

ジ」を確認ください。

◦愛知県理学療法士会会員以外の場合

　第7回（中部大学）、第9回（日本福祉大学）、第10

回（名古屋平成看護医療専門学校）、第11回（星城大学）

については、士会会員以外（非会員PT、他県士会PT、

OTなど）の参加を受け付けます。

　会員以外の方は、愛知県理学療法士会のホームペー

ジからお申し込み下さい。

　参加希望の「セミナー名」を選択頂き、必要事項を

ご記入下さい。この申し込みを完了後、抽選で講習会

参加を決定させていただきます。参加の可否につきま

しては、後日、メールにてご連絡致します。

　また受講決定者には愛知県理学療法士会事務局より

受講通知書をお送りいたします。

　今後も新型コロナウィルス感染症拡大の状況により

予定を変更する場合もありますので、適時愛知県理学

療法士会ホームページでご確認ください。
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会

　政府および愛知県の緊急事態宣言が発令されたことを受け、県民・会員諸氏の健康と安全を第一に考えるとともによ

り一層の感染予防を推進するため、下記の通り対応させていただきますのでご理解・ご協力をお願いいたします。

１．令和元年度に延期した事業の対応

 ① 第29回愛知県理学療法学術大会　

 　令和2年8月9日（日）ウィンクあいち　開催予定（学術大会記事参照）

 　＊今後の感染拡大状況により方針を大幅に変更する可能性があります。

 ② 令和元年度愛知県理学療法士会主催症例検討会

  開催中止（令和２年度症例検討会にて代用）

 ③ 診療報酬改定説明会

 　開催中止（メールでの対応および学術大会時のQ&Aにて対応）

２．令和2年度事業について

 　本会においては、一部事業を除き日本理学療法士協会の方針を基本に対面による事業・会議の予定を中止または

下半期に再度計画をいたします。詳細については適時当会ホームページで確認してください。（一部事業は上半期

に計画をしますが状況により中止・延期等の場合が有ります）

 （例年上半期に実施している事業・予定を変更した事業の対応）

 ① 新人理学療法士研修会（新人オリエンテーション）

  →開催中止（下半期に日程が可能であれば実施）

 ② 愛知県理学療法士会定時総会・愛知県理学療法学会定時総会

  →書面表決により実施（書面にて議題の承認を行います）

 ③ 施設代表者会議（管理者マネジメント研修）

  →開催中止（管理業務推進部記事参照・下半期に日程が可能であれば実施）

 ④ ウェルフェア２０２０参加

  →開催中止（主催者が開催中止）

 ⑤ 介護予防推進キャンペーン

  →開催中止

 ⑥ 理学療法士講習会の一部

  →開催中止・下半期へ延期の事業あり（教育部記事・日本理学療法士協会HPで確認してください）

 ⑦ 愛知県理学療法士学会第１回研修会

  →開催中止（下半期に日程が可能であれば実施）

その他事業については右記の別表を参照してください

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う、令和2年度愛知県理学
療法士会・愛知県理学療法学会主催事業等の対応について

事務局長　星 野 　 茂 　
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愛知県理学療法士会主催事業（対面研修・事業）
ウェルフェア2020参画事業 開催中止
介護予防推進キャンペーン事業 開催中止
新人理学療法士研修会（オリエンテーション） 開催中止
医療介護保険Q&A相談会 愛知学会時開催
令和2年度症例検討会 下半期開催
新人理学療法プログラム研修会（全5回） 下半期開催
施設代表者研修（士会マネジメント研修） 下半期開催
初級管理者育成事業指定研修 下半期開催
管理者ネットワーク構築事業（急性期） 下半期開催
管理者ネットワーク構築事業（回復期） 下半期開催
管理者ネットワーク構築事業（生活期） 下半期開催
管理者ネットワーク構築事業（地域包括） 下半期開催
管理者資質向上研修事業（アドバンス研修）　 下半期開催
診療報酬・介護報酬改定説明会 下半期開催
喀痰吸引研修事業 下半期開催
チーム医療推進研修（県補助） 下半期開催
訪問リハビリ実務者研修 下半期開催
地域ケア会議推進リーダー育成事業 下半期開催
介護予防推進リーダー育成事業 下半期開催
介護予防指導者育成事業（県委託） 下半期開催
地域ケア会議アドバイザー事業（県委託） 下半期開催
地域ケア会議専門職派遣調整事業 下半期開催
スポーツ傷害予防事業（尾張東部） 下半期開催
スポーツ傷害予防事業（尾張北部） 下半期開催
スポーツ傷害予防事業（名古屋） 下半期開催
スポーツ傷害予防事業（知多） 下半期開催
スポーツ傷害予防事業（東三河） 下半期開催
スポーツ理学療法推進研修 下半期開催
小児地域リハビリテーション公開講座（3回） 下半期開催
名古屋ブロック研修会・症例検討会（4回） 下半期開催
名古屋ブロック市町村管理ネットワーク構築事業 下半期開催
尾張ブロック研修会・症例検討会（4回） 下半期開催
尾張ブロック市町村管理ネットワーク構築事業 下半期開催
知多ブロック研修会・症例検討会 下半期開催
知多ブロック市町村管理ネットワーク構築事業 下半期開催
西三河ブロック研修会・症例検討会 下半期開催
西三河ブロック市町村管理ネットワーク構築事業 下半期開催
東三河ブロック症例検討会（1回） 下半期開催
東三河ブロック市町村管理ネットワーク構築事業 下半期開催
災害対策研修会 下半期開催
男女共同参画等研修会 下半期開催
臨床実習指導者講習会運営事業 下半期開催
喀痰吸引研修事業機器貸し出し研修 随時開催
東京オリパラ・アジア競技大会等支援事業 派遣先調整
シルバーリハビリ指導士普及事業（岩倉市委託） 委託先調整
スポーツ傷害予防事業（高野連） 高野連調整
チャレンジドフェア2020事業 9月予定
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　2020 年3月29日（日）に予定しておりました 第29回愛知県理学療法学術大会の開催につきまして、新型コロナ

ウイルスの拡大を受け、延期とさせて頂いておりました。

　ご講演、座長をお願いさせていただいた先生、発表に向けて準備を進めてみえた演者、運営委員の皆様にはご心配

をおかけいたしました。

　その後、関係各所と協議を重ねさせていただき、現時点で2020年8月9日（日）の開催を予定し準備を進めさせて

頂いております。

　演者の皆様におかれましては、開催日時の変更に伴いご苦労をおかけしておりますが、理学療法の発展のためにぜひ

皆様の学術活動の成果をご発表いただきたいと思います。

　なお、現時点で不確定なことも多くありますが、以下の内容をご確認いただき、ご協力をお願いいたします。

【会 期】 2020年8月9日（日）

【会 場】 愛知県産業労働センター　ウインクあいち

 （メイン会場は大ホールへの変更を予定しております）

【プログラム】 使用ホール等の変更に伴い、内容の一部変更を予定しております。

 変更後のプログラムについては、決まり次第、学術大会ホームページにて情報を掲載いたします

 ので、ご確認ください。

 （注：プログラム集の紙媒体での再発送は現時点で予定しておりません）

＊現時点で個別のお問い合わせについては対応しかねますので、愛知県士会メール通信、学術大会ホームページにて情

報をご確認いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

　日程の延期に伴い、ご不便をおかけいたしますが、準備委員一同8月にお会いできますことを心待ちにしております。

　今後も新型コロナウィルス感染症拡大の状況により、中止又は大幅に予定を変更する場合もありますのでご承知おきく

ださい。

第29 回愛知県理学療法学術大会	延期開催について

愛知県理学療法学会主催事業（対面研修・事業）
第29回愛知県理学療法学術大会 8月9日予定
施設代表者会議 開催中止
新人オリエンテーション（新人研修会） 開催中止
第１回愛知県理学療法学会研修会 開催中止
第２回愛知県理学療法学会研修会 下半期開催
愛知県理学療法学会研修セミナー 下半期開催
理学療法士講習会「赤ちゃんリハビリテーション研修会」 開催中止
理学療法士講習会「脊髄損傷患者の病態理解と実践」 開催中止
理学療法士講習会「脳卒中者の予後予測」 開催中止
理学療法士講習会「脳卒中片麻痺者における体幹機能とバランス能力のとらえ方」 下半期開催日変更
理学療法士講習会「触察手技の基本（股関節編）」 下半期開催日変更
理学療法士講習会「脊椎疾患の包括的な理学療法アプローチ」 下半期開催日変更
理学療法士講習会「関節可動域制限に対する治療手技の基本（膝関節編）」 予定通り
理学療法士講習会「産業保健理学療法基礎講座（総論）」 予定通り

今後の感染拡大状況や日程調整・会場確保の関係で予定は変わることがあります。HP等で最新情報をご確認ください。

第29回愛知県理学療法士学術大会　大会長　小 山 　 樹
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◉第36回東海北陸理学療法学術大会

会 期： 2020年11月7日（土）・8日（日）

会 場： 名古屋国際会議場

 〒456-0036　名古屋市熱田区熱田西町1-1

テ ー マ： 「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―」

主 催： 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

大 会 長： 石田　和人（豊橋創造大学）

準備委員長： 冨田　秀仁（豊橋創造大学）

大会事務局： 豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科

 〒440-8511　豊橋市牛川町松下20-1

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

 〒162-0844　東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP 市ヶ谷ビル2F

演題募集要項（詳細は大会ホームページでご案内する演題募集要項をご参照ください。）

募 集 期 間： 2020年 4月1日（水）～ 5月31日（日）正午　時間厳守

応 募 資 格： 筆頭演者は、公益社団法人日本理学療法士協会の会員で、かつ東海北陸ブロック理学療法士協議会（愛

知県・静岡県・石川県・岐阜県・福井県・三重県・富山県）に所属する各県士会の会員に限ります。

応 募 方 法： オンライン登録のみとなります。

 1.  第36回東海北陸理学療法学術大会ホームページの演題募集要項にアクセスし、案内に従って登録を

進めてください。事前にワード等で文章を作成しておき、コピー＆ペーストで入力するとスムーズに行

えます。

 2.  登録の際に入力されたEメールアドレス宛てに登録完了通知が自動送信されます。

  メールアドレスの入力ミスにご注意ください。

発 表 形 式： 口述発表のうちセレクション発表は発表10分・質疑5分、一般発表は発表7分・質疑3分となります。

 ポスター発表は60分間のフリーディスカッション制となります。

抄 録 原 稿： 口述・ポスター発表ともにタイトル（演題名、副演題名合わせて）80文字以内、本文は全角換算（半角英

 数は2文字を1文字に換算）にて1200文字以内でご記入下さい。

 演題募集に関する問い合わせ先

　第36回東海北陸理学療法学術大会　

　運営事務局　E-mail：event-medical@tkp.jp
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新生涯学習制度開始の延期および新人教育プログラムについて

第56回日本理学療法学術研修大会 in 愛知開催辞退について

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止に伴う今年度における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開始時期を1年延期し、2022年4月からとすること

とが、日本理学療法士協会より通達がありました。つきましては、現制度の運用が2021年度まで継続されますのでご

承知おきください。

2020年度の下記事業については以下の対応となります。

・第55回日本理学療法学術研修大会2020inおおいた

  1年程度延期して開催する。本件の延期に伴い第56回愛知大会は中止する。

・協 　 会 　 指 　 定 　 研 　 修： 2020年度の対面研修、ライブ配信は中止（e-ラーニングのみ運用）する。

・認　定　必　須　研　修　会： 2020年度の対面研修、ライブ配信は中止（e-ラーニングのみ運用）する。

・認定理学療法士（新規・更新）： 2020年度は申請受付なし、2021年度に延期する。

・専門理学療法士（新規・更新）： 2020年度は申請受付なし、2021年度に延期する。

 ※認定・専門理学療法士の申請受付スケジュール等の詳細は決定次第、HP等で案内予定です。

 ※2019年度認定理学療法士振替試験（2020年5月10日）は予定どおり実施します。

　同時に新人教育プログラムにつきましても、同様に2021年度まで継続して運用されますので、併せてご承知おきく

ださい。今年度の愛知県理学療法士会による新人教育プログラムの実施につきましては、下半期に対面研修にて実施予

定ですが、日本理学療法士協会新人教育プログラムのe-ラーニングについては、2020年度内に限り以下のとおり変更

されます。

 ・入会1 ～ 2年目対象コンテンツ：入会3年目以上対象と同様の視聴期間・内容とする。

 ・入会3年目以上対象コンテンツ：変更なし

　詳細につきましては日本理学療法士協会ホームページ（www.japanpt.or.jp）をご参照ください。

　代表理事コラムにも掲載されておりますが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、令和2年5月開催予定の

第55回日本理学療法学術研修大会inおおいたが1年程度延期されることとなりました。これを受け令和3年6月に開

催予定であった第56回日本理学療法学術研修大会in愛知の開催を辞退することとなりました。これまで企画・準備に

関わっていただきました会員・関係者の方々、開催を楽しみにしておられました皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま

すが、ご理解いただけますようお願いいたします。今後もこの経験を生かし理学療法士の生涯教育、企画の中にも有り

ました理学療法の社会発信を士会・学会活動に生かしていきたいと思います。

事務局長　星 野 　 茂 　

第56回日本理学療法学術研修大会準備委員長　星 野 　 茂 　
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その他の研修会

◉三学会合同標準徒手医学 （運動器疾患スペシャリスト）講習会
　日　時：

　　（1） 2020年6月 7 日（日） さかえビル会議室A室 （愛知県名古屋市中村区竹橋町5-5）

　　（2） 2020年7月11日（土） 長良川国際会議場 第2会議室 （岐阜県岐阜市長良福光2695）

　　（3） 2020年7月12日（日） 穂の国とよはし芸術劇場プラット 小研修室 （愛知県豊橋市西小田原町123）

　　（1）（2）：定員30名　（3）定員24名

　内　容： ・患者さんの治療方針を決めるためのリーズニング（臨床推論）の立て方とは？

 ・ここで全てが決まる！？「問診、視診で欠かさず診るポイント」とは？

 ・障害部を特定するための触診方法、「層別触診」とは？

 ・自信もって治療方針を定められる！「治療効果判定フラグ」とは？

 ・翌日からすぐ使える疼痛・可動域治療テクニックとは？【実技体験】

 ・セミナー内容を臨床場面での活かし方（まとめ）

　講　師： 三学会合同標準徒手医学（運動器疾患スペシャリスト）公認インストラクター陣

 ・安藤 正志：法政大学 スポーツ健康学部教授（医学博士） 上級インストラクター・他

　受講費： 5,000 円

　申込先： 以下URLリンクにて申込ください。

 http://rigakusp.ws.hosei.ac.jp/index.html

 また、メールでの申込も可能です。以下メールアドレスに

 ①受講者氏名、②希望のコース、③所属、④連絡先（郵便番号・住所）、⑤経験年数を明記の上、下記の電子メー

 ルで申し込んでください（携帯電話からも可能です）。

 申し込みアドレス：pt_mtspecialist@yahoo.co.jp

　締　切：各日程、5日前までとさせていただきます。

　主　催：標準徒手医学会・理学療法科学学会・日本スポーツリハビリテーション学会
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◉見る！知る！極める！肩関節機能への徒手療法　Part1会
　日　時： 2020年7月5日（日）10：00 ～ 16：00

　内　容： 　近年では、理学療法士がエコーを用いて、関節運動が起こった時に筋がどのように動くのか、筋間の滑走性

はどうかをみることが増えてきています。エコーで得た情報を、治療に活かすことができると考えます。

 　本講習会では、理学療法介入をする際に、どういう解剖学的知識が必要になるのか、どのように評価をした

らいいのかなどを、エコーを用いながら目の前で体験できます。午前中は講義形式で膝関節に関しての解剖の

知識を聴き、午後は実技形式でエコーを使って学べます。

　講　師： 荒川 高光 先生（神戸大学大学院保健学研究科 リハビリテーション科学領域 准教授）　

 工藤 慎太郎 先生（MKPT研究会代表，森ノ宮医療大学保健医療学部理学療法学科 准教授，森ノ宮医療大学大

学院保健医療学研究科）

　会　場： 国際医学技術専門学校理学療法学科 4階講堂および2階治療実習室

 〒451-0051　愛知県名古屋市西区則武新町3-1-46

　受講費： 早割期間：10,000円、通常期間：15,000円　

 ※早割の期間や詳細についての詳細は、MKPT研究会HPをご確認ください。

　定　員： 50名

　申込先： MKPT研究会ホームページ（http://mkptmeeting.wixsite.com/mkptk）からお願い致します。

　締　切： 定員になり次第締め切り

　主　催： MKPT研究会（協賛・後援などはありません）

◉第2回 OSCE研修会
　日　時： 2020年9月5日（土）、6日（日）

　内　容： OSCEの基礎と実践

　講　師： 金田嘉清、櫻井宏明 他

　会　場： 藤田医科大学8号館

　受講費： 1日参加2,000円、2日参加4,000円

　定　員： 50名

　申込先： 藤田療法士教育研究会　事務局 前田晃子　E-mail: fset@fujita-hu.ac.jp

　締　切： 8月22日（土）

　主　催： 藤田療法士教育研究会

　後　援： 愛知県理学療法士会（申請予定）、愛知県作業療法士会

　協　賛： 金原出版株式会社
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　「コロナウィルスに負けない」シリーズの動画を作成し、You-Tubeにて公開をしています。愛知県理学療法士会・

愛知県リハビリテーション情報センター HP からもリンクしておりますので、在宅等での運動指導にご活用ください。

DVDも作成しておりますので、ご希望の方は愛知県理学療法士会事務局までお問い合わせください。今後、他の動画・

パンフレットの作成を行いますので、在宅・施設等での指導にもご活用ください。

①	「コロナウィルスに負けない」シリーズ動画を作成しました。

　リハビリテーション情報センターでは会員のページを作成しています。各市区町村ネットワークの活動紹介や予防教

室などで活用できる資料の公開などの情報を公開しています。

　閲覧にはＩＤ・ＰＡＳＳが必要となります。

 　ID　:　jouhou　　　  PASS　:　ptotst

③	会員ページを活用してください。

　県民向けにリハビリテーションを受けられる施設検索ができるようになっています。2019年度アンケートから施設情

報を順次更新します。アンケートにお答えになっていない施設代表者方はお問い合わせページより報告をお願いします。

Webページ：www.aichi-reha-info.jp/　を是非参照してください。

④	施設情報の確認変更を実施します。

　リハビリテーション情報センターでは無料で様々な条件での求人を広く掲載し、理学療法士等人材活用に生かしてい

きたいと考えております。掲載希望の病院・診療所・事業所・養成校・行政機関ひいては自主活動団体からの情報をお

待ちしております。リハビリテーション情報センターホームページの求人掲載フォームから申し込みをお願いします。

　（掲載の内容の例）

 ＊正規職員・非常勤職員を募集したい

 ＊産育休の補充がしたい

 ＊非常勤講師を募集したい

 ＊健康教室などの講師を募集したい　等どんな雇用形態でも構いません

②	求人情報を無料で掲載します。

リハビ
リテーション情報センターのお知らせ

　リハビリテーション情報センターでは愛知県作業療法士会・愛知県言語聴覚士会の協力を得て施設情報等のリ

ハビリテーションに関わる情報を県民の皆様に広報するとともに、理学療法士をはじめ専門職に対し就業情報の

提供や地域ネットワークの支援を中心に専用ホームページを活用し情報発信を行っています。
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会員の皆様へ事務局からのお知らせ

　愛知県理学療法士会では、会員向け情報の提供手段としてメール通信の運用を実施しております。会員の皆様

には日本理学療法士協会マイページよりメールアドレスの登録・メール配信希望登録をお願いします。（職場・個人ど

ちらでも構いませんが、緊急連絡等もありますので、できる限り個人メールアドレスの登録をお願いします。また、

携帯アドレスでは受信できない場合がありますのでご注意ください。）

　また、今後研修会案内などにつきまして経費節減のため、メール・HPでの情報発信を中心に行うことも検討し

ております。

①	会員情報へのメールアドレス登録及びメール通信配信登録のお願い

　会員動向の正確な把握のため、所属施設をお持ちの会員の方は（可能なら非常勤の場合も）施設会員への登録

をお願いします。新年度に際し職場の異動、自宅住所等の変更があった方は速やかに日本理学療法士協会マイペー

ジより登録変更をお願いします。（会員個人で変更をしていただかないと変更できません又変更されませんと連絡不

能者となり重要なお知らせがお手元に届きません）

　士会ニュースなど個人発送物は自宅への発送も可能ですので、自宅へ郵送希望で自宅会員になられている方がお

見えになりましたら郵送物発送先を自宅へ変更し、所属施設の登録をお願いいたします。

②	所属先登録・変更のお願い

　地域支援活動・災害ボランティア活動など会員の皆様の活動は多岐にわたっております。理学療法士の活躍を

県民にお知らせするためにもニュース投稿をお願いしたいと思います。投稿を希望される方は事務局までご一報く

ださい。

④	一般会員からの情報提供・ニュース投稿のお願い

　郵送先のご希望につきましては、会員個人へお送りする郵送物に限っており、施設代表者宛に施設所属の全会

員への回覧を依頼するため郵送物をお送りする場合は、施設へお送りすることとなります。何卒ご理解いただき

ますようお願いいたします。

　施設代表者に変更がある場合は、現在の施設代表者のマイページ「施設情報登録」のところで変更が可能とな

ります。詳しくは日本理学療法士協会HPの各種異動届➡FAQ・お問合せをご参照ください。

③	施設代表者の方へのお願い

　あいおいニッセイ損保様のご厚意により、愛知県理学療法士会・愛知県理学療法学会会員の方は自動車保険等

様々な保険が団体扱いとなり保険料の割引が受けられることとなりました。詳しくは事務局までメールにてお問い

合わせください。

⑤	会員福利厚生サービスのお知らせ

　2020年度の会費納入期限は2020年3月末となっておりました。会費納入がお済みでない会員につきまして

は大至急納入をお願いいたします。尚、2020年6月末日までに会費納入が確認できない場合は自動的に未納退

会扱いとなりますのでご注意ください。未納退会後、再入会されましても生涯学習ポイントは失効し、日本理学療

法士協会各種認定資格も同時に失効いたします。また、未納会費につきましても債務は残りますのでご承知おき

ください。

⑥	2020年度（令和2年度）会費納入のお願い
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士会ニュースは紙媒体ではなくなりますが、電子

媒体に生まれ変わり今まで通り情報をお届けしま

す。より良いものに出来るよう頑張ります。

広報部　副部長　後藤　亮吉

編 集 後 記

会　　員　　動　　向

（令和1年11月1日～令和2年2月15日）　

総 会 員 数 5,768名（令和2年2月29日現在）

施 設 会 員 5,086名（所属施設 932施設）

自 宅 会 員 682名

県 外 異 動 （他県→愛知県） 31名

県 外 異 動 （愛知県→他県） 21名

新 入 会 26名

復 会 2名

休 会 109名

退 会 58名
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◀求 人情 報▶

中部メディカル　訪問看護ステーション
◦所 在 地 〒463-0048　名古屋市守山区小幡南3-17-31　B-3
◦電話番号 052-792-9802
◦募集人数 若干名
◦希望条件 常勤、非常勤問わず
◦担 当 者 熊澤
◦ホームページ http://chubu-med.com/

伊藤整形外科
◦所 在 地 〒468-0053　名古屋市天白区植田南三丁目812（地下鉄鶴舞線植田駅より徒歩7分）
◦電話番号 052-802-2811
◦募集人数 理学療法士1名

　整形外科の有床診療所です。地域に根差してスポーツ障害・外傷から高齢者まで幅広く対
応し、膝・肩の内視鏡手術（前十字靭帯再建術・半月板縫合術・腱板修復術・バンカート修
復術など）も行っています。「人の育つリハビリ室」を目指しています。

◦希望条件 非常勤
・8:30 ～12:30、13:30 ～17:00、17:00 ～19:00のうち勤務時間帯は希望に応じます。
・週3日以上勤務可能な方。　・時給1800円～（経験により）※交通費別途一部支給

◦担 当 者 水田洋平（リハビリテーション室）※施設見学随時可
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