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　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らないなか、国は

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、休業要請、

テレワークの導入や不要不急の外出やイベントなどの自

粛要請があり、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きた。

　国内の新型コロナウイルス感染症数減少に伴い5月

25日緊急事態宣言解除、外出自粛・休業要請等につい

て段階的に緩和していく方針を公表した。

　当会も、密閉空間・密集場所・密接場面の回避のため

第7回公益社団法人愛知県理学療法士会定時社員総会

を書面表決で、理事会はWEB会議で行い、研修や講習

会も下半期に延期してきた。

　また、初めての試みであるが、第29回愛知県理学療

法士学術大会はWEBによるLIVE配信で開催すること

になっている。

　国は、5月14日に業種ごとの感染拡大予防ガイドライ

ンを公表、7月1日に更新している。当会も、一般社団

法人日本コンベンション協会が作成した、「新型コロナウ

イルス感染症禍におけるMICE開催のためのガイドライン

（第2版）」は、学術大会、各集合研修運営に大いに参考

となる。

　しかし、緊急事態宣言の解除後、東京都を始め再び増

加してきた新型コロナウイルス感染者数、早くも第2波

到来かと言われている時、今まで行ってきた集合研修が

行えない状態が来年も再来年も続くかもしれない。

　集合研修などこれまで行ってきたことを引き続き行う

のでなく、意識を変え、これからの研修体制について考

えて行かなければならない。WEBによるLIVE配信や

現在新人教育などで導入しているe-ラーニングの検討な

ど、新しい生活様式と同様に新しい会の運営形態を再考

しなければならない。

　最後に、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）

の徹底と新しい生活様式を実践していただきたい。

代表理事コラム

新たな会の運営　ウィズコロナ
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

6月14日 日 第7回公益社団法人愛知県理学療法士会定時社員総会開催（書面表決）

6月20日 土 愛知県理学療法士会理事会

代表理事会務報告（令和2年4月1日～ 6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

　前号でもお伝えしたとおり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「協会指定管

理者ブラッシュアップ研修」を12月6日（日）、「職域別

役職者ワークショップ（急性期・回復期・生活期・地域包

括ケア病棟）」を10月～2月にかけて、新型コロナウイ

ルス感染拡大の状況を鑑み可能な限り開催できるよう準

備をすすめております。

　しかしながら「士会主催マネジメント研修」および「協

会指定管理者研修（初級）」ならびに「ADL維持向上等

体制加算研修会」については諸事情により今年度の開催

を中止といたしました。これらの中止となった事業につ

職　能　局 予防事業推進部
部長　林　尊弘

　予防事業推進部では今年度も地域包括ケア推進委員

会の協力のもと、「介護予防推進リーダー・地域ケア会

議推進リーダー導入研修」の開催を予定しております。

本年度も昨年度同様に各リーダー導入研修の開催が1回

ずつとなります。開催日程につきましては、現在調整を



しておりますので、詳細が決まりしだい県士会ホームペー

ジ等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

解賜りますようよろしくお願い申し上げます。今後とも

予防事業推進部の活動にご理解とご協力の程、よろしく

お願いいたします。

きまして、ご期待くださっていた皆様には心よりお詫び

申し上げます。

　なお、「ADL維持向上等体制加算研修会」については、

それに代わりまして「ADL維持向上等体制加算について

のアンケート調査」の実施を企画しております。皆様に

はこちらのアンケート調査へのご協力を賜わりますよう

よろしくお願い申し上げます。

　上記の研修会・ワークショップならびにアンケート調

査については詳細が決まりしだい県士会ホームページお

よび今後の県士会ニュース等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。

社　会　局 広報部
部長　清島　大資　



　公益社団法人愛知県理学療法士会ニュースのペー

パーレス化についてのお知らせいたします。

　先号でもお伝えいたしましたが、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。
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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。本会のさら

なる地域活動発展と、他団体や行政機関との連携を強

化することを目的に、2021年6月からご所属施設の所

属ブロックが変更します。具体的には「愛知県地域医療

保健計画」の二次医療圏をご確認ください。理学療法

士会のブロック割が、二次医療圏と同一となります（県

行政に従い、名古屋・尾張中部医療圏は一体的なブロッ

クとして扱う。また東三河北部と南部医療圏はひとつの

東三河ブロックとして扱う）。

　メリットは県の地域医療・福祉計画と基盤情報を利用

でき、県民・行政・他団体にも「見える化」すると同時に、

市区町村単位の理学療法士活動がさらに活発になるた

めの基盤形成です。

　多くのご所属施設が「配属先ブロックの変更や名称の

変更」となる大きな改変です。新ブロックでは市区町村

単位の理学療法士ネットワーク形成や療法士活動に予算

配分し、地域活動を支援する計画を準備中です。本件

につき今年も説明と意見交換会を各地で行いますので、

ご案内を確認のうえ、リモートでのご参加など何卒宜し

くお願いします。
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NPO法人愛知県理学療法学会
学術局　学術誌部　部長　越 智 　 亮

第32巻1号

　愛知県理学療法学会誌第32巻1号をホームページに掲載しました。本号の掲載論文は下記の通りです。本学術誌はオー

プンジャーナルとなっていますので、ホームページ上でどなたでも閲覧できます。ご覧くださいますようお願い申し上げ

ます。

研究報告
河田龍人	（いえだ整形外科リハビリクリニック）

	 「上腕三頭筋長頭の硬さと肩関節可動域との関連性」

小川佳太	（介護老人保健施設清風苑　）

	 「住民主体の運動教室参加者における参加継続の要因」

彦坂　潤	（豊橋創造大学）

	 「片脚着地動作における着地姿勢の違いが膝関節内旋運動へ与える影響」

辻有佳子	（藤田医科大学ばんたね病院）

	 「高齢呼吸器疾患患者の6分間歩行距離の決定因子に対するサルコペニアの影響」

川口大輔	（愛知県三河青い鳥医療療育センター）

	 「痙直型脳性麻痺児の歩行時の立脚期における膝関節屈曲角度と下肢の分離運動能の関係」

鈴木一輝	（豊橋市民病院）

	 「人工膝関節全置換術後患者に対するNon-Gravity	ROM	Machine®の効果」

症例報告
鈴木章仁	（第二成田記念病院）

	 「ウェルウォークWW-1000による歩行練習が移乗動作に及ぼす効果」

宮澤裕輝	（愛知県済生会リハビリテーション病院）

	 「測定感覚刺激を併用した体重免荷式トレッドミルトレーニングにより歩行対称性に改善を認めた足部感覚

障害を有する脳卒中片麻痺の一症例」

平井達也	（名春中央病院）

	 「肩関節機能と立位バランスの関連	―高齢肩疾患症例の臨床観察による考察―」

西野雄大	（いえだ整形外科リハビリクリニック）

	 「肩甲背神経圧迫に伴う肩甲背部痛を呈した一症例」

伊藤憲生	（吉田整形外科病院）

	 「デッドリフト中に上殿皮神経障害が生じた1症例	～エコーを用いた疼痛発生要因の推定を通じて～」

中村晴菜	（渡辺病院）

	 「めまいによる回避行動のため活動性が低下した一症例に対する介入効果」

岩佐厚志	（大隈病院）

	 「延髄外側梗塞によりlateropulsionを呈した症例に対する触圧覚刺激の有効性について	―体圧分布測定シ

ステムを用いた検討―」
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愛知県士会・愛知県学会・協会主催の学会・研修会

　今般の新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の感染拡大防止の観点から、また、それに付随する状況を鑑みて、

本年11月7日・8日に開催を予定しておりました ｢第36回東海北陸理学療法学術大会｣ の中止を決定致しました。

　本学会の開催にあたりご協力・ご支援いただいたみなさま、ご参加予定のみなさまには、ご迷惑をお掛けすることを

心よりお詫び申し上げます。また、本学会に向けて一般演題登録を予定していたみなさま、すでにご登録いただいたみ

なさまには、このような結果となり大会準備委員一同責任を痛感しているところでございます。

　尚、本学術大会は、今回掲げた学術大会テーマ「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―の魂を持ち続け、再来年度以降に改めて再始動したいと考えております。

　ご不明な点やご質問等がございましたら下記メールまでお気軽にお問い合わせください。

　　　E-mail：event-medical@tkp.jp

第 36 回東海北陸理学療法学術大会中止のお知らせ
第36回東海北陸理学療法学術大会　大　会　長　石田　和人

準備委員長　冨田　秀仁

　既に協会ホームページに公開されていますが、2020年度上期の対面研修の開催中止に伴い、2020年度認定理学

療法士（新規）、専門理学療法士（新規・更新）申請は受け付けず、2021年度に延期となりました。詳細は、協会マイペー

ジ、会員専用コンテンツ内の認定理学療法士・専門理学療法士をご参照ください。

◎ 2020 年度認定理学療法士・専門理学療法士申請について

＊現在、9月までの学会や研修会は延期ないし中止とし、10月以降の開催予定となっております。愛知県士会で開催

予定の理学療法士講習会も10月以降の開催とし、以下の理学療法士講習会が予定されています。開催方法については、

県士会の指針に準じて行います。

◎愛知県開催の 2020 年度下半期理学療法士講習会のお知らせ



令和２年８月１日

7

開 催 予 定 講 習 会
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10月31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・技術）「関節可動域制限に対する治療手技の基本（膝関節編）」

日　　　　時：	令和2年11月29日（日）

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-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：	22730

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3年1月31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

4．理学療法士講習会（基本編・理論）「産業保健理学療法　基礎講座（総論）」

日　　　　時：	令和3年2月13日（土）

会　　　　場：	大同病院・だいどうクリニック

新人教育プログラム単位：C-5	地域リハビリテーション

履修ポイント：		神経（脳卒中・専門）、運動器（運動器・専門）、内部障害（呼吸・代謝・専門）、

	 	 生活環境（地域・健康増進・参加・介護予防・補装具・専門）

セミナー番号：	22732

5．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：	未定

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
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その他の研修会

◉見る！知る！極める！肩関節機能への徒手療法

日　時：	2020年9月27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肩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。

	 　また、本講習会では、参加区分を①会場参加、②Live参加、③録画視聴とすることを検討しております。会

場に来られない先生方にも、肩関節に対する知見・技術を学ぶ場を提供できたらと思っております。

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：	参加区分として、①会場参加、②Live参加、③録画視聴を計画しております。参加区分・受講費等の詳細が決

まりましたら、HPやSNSにてアップさせて頂きます。

定　員：	検討中。決定次第、HPやSNSにてアップさせて頂きます。

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
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　例年愛知県理学療法士会では、対面研修にて新人理学療法士研修会・新人教育プログラムを実施しておりますが今

年度は新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、対面研修の実施は中止となりました。下記の通りの対応となります

ので受講をお願いします。

① 新人理学療法士研修会

　WEBでの開催を準備中です。詳細は決定次第HPでお知らせしますのでしばらくお待ちください。

内容：	愛知県理学療法士会・学会、日本理学療法士協会概要及び紹介

	 	 理学療法士としての心得（倫理）

	 	 生涯学習システムについて

	 	 その他これから理学療法士として必要な知識について等

② 新人教育プログラム

　e－ラーニングにて実施します。日本理学療法士協会マイページより受講申し込みを行い各自受講してください。

費用：2020年度新入会員は当該年度のみ無料

　新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、対面研修・事業については開催を延期又は中止をしておりましたが、8

月9日（日）第29回愛知県理学療法学術大会（Web開催）よりWeb開催又は感染予防対策を講じながらの開催を進

めてまいります。詳細につきましては順次HPへ掲載してまいりますので確認をお願いします。

　尚、今年度の研修事業等につきましては日本理学療法士協会事前参加登録システムを基本に参加者の確認を行いま

すのでマイページへのログイン方法についてご確認をお願いします。
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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、必ず確認のできるメールアドレスのご登録を

お願いします。

　今後、研修会連絡等などにつきましては、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のでご

協力をお願いします。

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 会員所属先登録・変更のお願い

　　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

　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広報部又は事務局までご

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

　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。詳しくは下記取扱代理店までお問い合わせください。詳しくは巻末資料をご参照く

ださい。

　取り扱い代理店：（有）Y.S.Kサービス　TEL：052 ｰ777 ｰ7599　担当：八木

⑤ 会員福利厚生サービスのお知らせ
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公益社団法人 愛知県理学療法士会 会員の皆さまへ 

一般契約と比べて割安！ 
 

集団扱の分割払契約は分割割増なし。 
一括払なら、一般契約の一時払に比べて５％割安です。 
 
 

払込みは便利な口座振替！ 
 

初回の保険料は原則始期日から 
２か月後の口座振替となります。 
 
 

等級（等級別割引・割増制度）は 
そのまま継承できます！ 
 

他の保険会社や、JA共済、全労済からの 
切替もOKです（一部の共済を除きます）。 
  
 

ご本人以外のお車でも、 
下記の条件を満たすお車であればご加入いただけます！ 
 

Ⅰ．保険契約者が下記の場合 
 （１）集団の所属員（下記①～⑤のいずれかの方）            （２）集団自身 
  ① 集団の役員・従業員     ④ 集団を構成する集団の構成員 
  ② 集団の構成員        ⑤ 上記④の役員・従業員 
  ③ 上記②の役員・従業員 
 

Ⅱ．記名被保険者・ご契約のお車の所有者が下記の場合 
  ① 保険契約者またはその構成員 
  ② 保険契約者の役員・従業員 
  ③ 上記①・②の配偶者 
  ④ 上記①・②またはその配偶者の同居の親族 
  ⑤ 上記①・②またはその配偶者の別居の扶養親族 

■代理店・扱者 お問合わせ先                 ■引受保険会社              

有限会社 ワイ・エス・ケイ・サービス      あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

        保険事業部                   名古屋支店 名古屋第二支社 

      
                                        〒453-6117 名古屋市中村区平池町4-60-12-17F 

 ＴＥＬ：052-563-9419  ＦＡＸ：052-563-9473 

（2019年10月承認） GB19A011004 

このチラシは集団扱制度の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各種自動車保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧くださ
い。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、必要に応じて引受保険会社のホームページでご参照ください。もしくは、
代理店・扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。 

令和2年1月以降保険始期用 

〒465-0005 名古屋市名東区香流１－８２５ 
ＴＥＬ：052-777-7599 ＦＡＸ：052-777-7602  
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 ① この見積依頼書 
 ② 現在ご加入の証券コピー（表面・裏面すべて） 
 ③ 車検証のコピー 

お預かりしたお客さまに関する個人情報につきましては、お客さまに対して、代理店・扱者の取扱う保険商品・サービスのご提案に利用させていただきます。 

ＦＡＸの場合、右記の3点を052-777-7602 
(有)ﾜｲ・ｴｽ・ｹｲ・ｻｰﾋﾞｽ (担当 八木)までご送付ください。 

お車の使用目的（注1）は？ 

 □業務使用（注2）  □通勤・通学使用 □日常・レジャー使用 
 

（注1） 業務使用 
      ご契約のお車を年間を通じて（注3）月15日以上業務（仕事）に使用する場合 

       通勤・通学使用 
      「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を年間を通じて（注3）月15日以上 
       通勤・通学（最寄りの駅等への送迎は含みません）に使用する場合 

      日常・レジャー使用 
      「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 

（注2） ご契約のお車を事業にのみ使用する場合は、タフビズ事業用自動車 
       総合保険（一般総合自動車保険）でのご契約となります。 
（注3） 「年間を通じて」とは、始期日以降1年間をいいます。保険期間の中途で 
     使用目的が変更になる場合は、その時点以降1年間をいいます。  

お見積り 
ご連絡方法は 

見積りは紙面で見たい！という方 

記名被保険者（注）の年令（始期日時点）は？ 
（注）ご契約のお車を「主に使用される方」等 
 

                             才 

記名被保険者の運転免許証の色は？ 
※運転免許証の現物でご確認ください。 

 □ゴールド  □ブルー、グリーン  □その他(注) 
 

（注）運転免許証をお持ちでない場合や国際運転免許証のみお持ちの場合は、 
    「その他」をお選びください。 

1 

FAXで 
送付 

勤務先へ 
送付 

ご自宅へ 
送付 

電話で聞きたい！という方 

ご自宅へ 
TEL 

携帯へ 
TEL 

勤務先へ 
TEL 

2 

3 

記名被保険者の次回運転免許更新年月 
    

               年     月 

ご契約のお車を運転される方の範囲をご確認のうえ、 
チェックしてください。 

 □① 本人   □② 配偶者 
 □③ ①または②の同居の親族 
 □④ ①～③以外の方   

上記5の質問で「①本人」以外をチェックされた場合、 
上記①～③の方のうち一番若い方の年令は？ 
 

                             才 

現在のご契約期間中に事故はありましたか？ 

      □ あり     □ なし 

ご家族でお車を2台以上所有されていますか？ 

      □ はい    □ いいえ 

4 

5 

7 

8 

6 

（フリガナ） 

お名前   
会社名 

 
社員番号 

  

見積書 
送付先 〒 

（   ご自宅   ・   勤務先   ） ←どちらかに○をしてください。 
連絡先 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

無料お見積り･診断サービス実施中！ 
お問合わせは ０５２－７７７－７５９９ までお気軽にどうぞ！ 

あいおいニッセイ同和損保は夜間・休日も、平日と変わらない事故対応 
初期対応から示談交渉まで、あいおいニッセイ同和損保の社員がすべて対応します。 
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編 集 後 記
　新型コロナウイルス感染症拡大により学会や研

修会等が中止や延期となってしまいました。こん

な時だからこそ前向きに自己研鑽に努めたいもの

です。　　　　　　広報部　副部長　後藤　亮吉

会　　員　　動　　向

（令和2年2月16日～令和2年5月31日）　

総会員数 5,813名	（令和2年5月31日現在）

施設会員 5,125名	（所属施設953施設）

自宅会員 688名

県外異動 （他県→愛知県） 73名

県外異動 （愛知県→他県） 76名

新 入 会 112名
（2019年度7名　2020年度105名）

復 会 47名

休 会 70名

退 会 36名
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Memo
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訪問リハビリ看護　緑の家　　（訪問看護ステーション）
リハビリデイサービス　緑の家（通所介護）

◦所 在 地 〒491-0862　愛知県一宮市緑4-10-25
（車通勤可／名鉄バス「馬見塚」バス停	徒歩3分）

◦電話番号 0586-76-5433　もしくは　ultras.inc@gmail.com
◦募集人数 適当人数（事業拡大目的）
◦希望条件 常勤・非常勤ともに積極的・柔軟に採用
◦担 当 者 総務部　奥村　豊
◦ホームページ http://ultras.co.jp

ブラザー健康保険組合　老人保健施設瑞穂
◦所 在 地 〒467-0846　名古屋市瑞穂区荒崎町6番29号
◦電話番号 052-824-2411
◦募集人数 1名
◦希望条件 常勤

勤務時間：8：30 ～17：30（休憩75分）
賃 金 計：219,000円～　※経験等考慮致します
賞　　与：年2回　年約4.5ヶ月（昨年実績）
　　　　　年間休日119日　日曜日定休（行事などで年2～3日程度出勤の場合あり）
　　　　　入所、通所リハビリ、訪問リハビリの3部門を行っています。
　　　　　現在PT8名　OT5名　ST1名在籍　リハビリ室は200㎡とリハビリしやすい環境です。

◦担 当 者 リハビリ部　松本
◦ホームページ http://www.mizuho-brother.jp/

南大高整形外科リハビリクリニック
◦所 在 地 〒459-8002　名古屋市緑区森の里一丁目302番（JR南大高駅徒歩10分）
◦電話番号 052-505-0250　株）シィ・エム・エス　「南大高整形外科リハビリクリニック」採用係　担当　中山
◦募集人数 2020年9月リハビリテーション重視の整形外科クリニック開業のため、理学療法士の方々の力が

必要です。常勤３人　非常勤　若干名
◦希望条件 経験者処遇優遇しますが、新卒、常勤、非常勤ともに歓迎です。

常　勤：基本給　180,000円～240,000円、資格手当　20,000円
　　　　勤務手当17,000円、（前職、経験によって優遇）。交通費20,000円上限で至急。
パート：時給　1,500円～1,600円　夕　土曜日は加算あり。

◦担 当 者 株）シィ・エム・エス「南大高整形外科リハビリクリニック」　採用係　担当　中山　および、
院長柴田芳宏　yo_shira@me.com

◦ホームページ https://minmi-odaka-seikeigeka-rihabil.jimdofree.com

◀求 人情 報▶

医療法人正進会　名古屋泌尿器科病院
◦所 在 地 〒454-0818　名古屋市中川区松葉町5丁目34番地
◦電話番号 052-352-1222
◦募集人数 1名　泌尿器科の専門病院です。

入院患者のADL維持のため、リハビリが必要です。リハビリ室あり。
◦希望条件 非常勤

月曜日～金曜日　午後2～3時間の勤務（午前の勤務も可能です）
パート時給　2,000円　交通費支給

◦担 当 者 小倉亮治（事務長）
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公益社団法人
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