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ごあいさつ

私たちは、全国にある国立病院機構、国立病院療養所の中国
四国グループ内で勤務する理学療法士の団体です。

全国の国立病院機構、国立病院療養所に勤務する理学慮法士
は163施設、1572名。うち中国四国グループ内の施設は25施設、
249名です。

このたび、令和２年度の中国・四国グループ内の理学療法士
が勤務する25施設の職場をご紹介するパンフレットを完成致し
ました。

就職活動をしている、みなさまに少しでも現場の仕事を知っ
ていただき、興味をもって応募頂けることを期待して施設紹介
のパンフレットを作成しました。

施設の紹介・特色とともに、「先輩からの一言」を添えさせ
ていただきました。現場の雰囲気が伝わっていただけるのでは
ないかと思っています。

みなさんとともに臨床の現場で働くことができることを期待
いたします。

興味・関心のある方はぜひ一度、ご連絡ください。

令和２年6月作成

国立病院理学療法士協議会
中国・四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ部会 会長 原田 敏昭
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鳥取医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地： 鳥取県鳥取市三津876
理学療法士数：18名（ 作業療法士 22名・言語聴覚士 9名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院のリハビリテーション科では、回復期病棟、重症心身障害児者、神経難病に

おいて各専門職種とのチーム医療を進めています。回復期リハでは山陰で唯一の

リハビリテーションロボットであるWelwalkを導入し、脳血管障害等で重度の麻痺

を有する患者に対して積極的な歩行訓練を実施しております。また神経難病では

全国的にも数少ないパーキンソン病短期集中リハビリテーションを実施し、発症

早期から機能回復に寄与できるように取り組んでいます。また、重症心身障害児

者に対しては排痰や車椅子作成等を通して専門性を発揮できるよう取り組んでい

ます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0857-59-1111

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指

導係とアドバイザーを配置して指導や助言を行い、自律した業務遂行の支援を

行っています。また、スタッフ個々の臨床能力やディスカッション能力を高め

ていく取り組みも行っています。勉強会は科内研修および対外的な研修会の開

催など、院内だけでなく地域への発信を目指した専門分野研修を行っています。

鳥
取
県

・学会発表：2019年度 9件、2018年度 10件、2017年度 6件

・その他：家族会主催の研修やフォーラムなど地域活動への参加、リハ科主催

の地域発信の研修等を行っています。また、同地域の理学療法士養成校への

講義等も実施しています。

先輩から
一言

当院リハビリテーション科は回復期リハビリから神経難病、重

症心身障害児者、認知症患者リハビリ等、多岐にわたる分野が

あり、その中で私達リハビリスタッフは各チーム制で日々働い

ています。また、入職1年目から社会性を重視しながら臨床経験

を積み重ねていく新人教育プログラムが始まります。職種に偏

らないサポート体制のためどのスタッフとも情報共有しやすく、

安心してスキルアップが目指せる環境です。 (入職３年目)



所在地： 鳥取県米子市車尾4－17－1
理学療法士：9名（ 作業療法士 3名 ）

病院全景 リハビリテーション室

大山の絶景が見える当院は、地域に根差した病院です。リハビリの対象疾患の特徴

は、外傷やがんの術後後療法が多い事です。整形外科からは外傷(転倒や事故による

上下肢・脊椎の骨折全般)に加え、膝疾患・骨軟部腫瘍・人工関節などの紹介があり

ます。また、各診療科から大腸がん・胃がん・乳がん・造血器腫瘍・肺がんなどの紹

介も多くあります。その他に、中国地方の国立病院機構で唯一の献腎移植・生体腎移

植施設で術前後のリハビリテーションも積極的に行っています。それぞれに在宅復帰

を意識して、早期からADL獲得を目指した運動療法を提供し、元の生活に戻る礎を築

くプロセスを重視してリハビリを実施しています。さらに、地域連携室協力のもと、

患者さん・ご家族が安心して退院また転院できるように支援しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 0859-33-7111

症例検討や学会発表などの学術活動を推進しています。1～2年目はリハビリテー

ション科内での症例検討、次のステップとして院外発表をサポートします。その過程

が何より臨床への意欲や質を高めると感じます。もちろん個々の成長度合いや、能力

に応じ声掛けも行い、働きやすい環境を目指しています。また、整形外科をはじめ、

様々な診療科や病棟のカンファレンスに定期に参加しており、医師や看護師をはじめ

として多職種と密に情報共有や活発なコミュニケーションを取ることができます。加

えて医師と画像読影について意見交換する機会もあり疾患の理解を深めることができ

ます。各自のスキルアップとして、科内勉強会も月に一回持ち回りで実施しています。

米子医療センター 鳥
取
県

・学会発表：2019年度3件、2018年度4件 2017年度3件

・その他：在宅ケア研修会

当院では、急性期から緩和ケアまで、幅広いリハビリ
テーションを学びたい方にはもってこいの場所です！
また、ワークライフバランスを大事に、メリハリのあ
る職場を心がけています。元気で明るいあなたをお待
ちしております！

病院からの大山

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神
ハンセン病
後遺症



松江医療センター

脳血管障害 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地： 島根県松江市上乃木5-8-31
理学療法士数：10名（ 作業療法士 4名・言語聴覚士 3名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院の特徴として大きく分けて3つの部門があり、①呼吸器疾患（肺癌、気胸、呼吸

不全など）に対する呼吸及びがんリハビリテーション、②神経・筋疾患（パーキンソ

ン病やALS、筋ジストロフィーなど）に対する機能維持、改善やADL向上のための環境

調整を目的としたリハビリテーション、③重症心身障害児（者）や発達障害に対する

身体機能維持や発達を促すリハビリテーションを主に取り組んでいます。また必要に

応じて電動車椅子の作製時のアドバイスや歩行補助具の検討等も行い、日常生活を有

意義に過ごされるための手助けを行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0852-21-6131

新人教育では、当院既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して研修を

実施しています。研修は年間を通じて予定しており、各分野の基礎的な知識を習得す

ることができます。またリハビリテーション科内でも実技を踏まえた勉強会を実施し、

臨床能力の向上を図っています。専門分野の書籍やDVDなど資料も豊富にあり貸し出し

も可能です。

島
根
県

・学会発表：2019年度 6件、2018年度 6件、2017年度 5件

・その他：病院主催の研修など地域活動への参加を行っています。また同地域

の理学療法士養成校への講義や隣接している養護学校での研修等も実施してい

ます。

先輩から
一言

当院には、手術前後の周術期リハビリや、リハビリ目的の

入院患者さん、長期療養の患者さんがおられます。職場の雰

囲気は明るく、分からないことがあれば丁寧に指導して下さ

る先輩や同年代のスタッフも多いので、とても働きやすい環

境です。皆さんも一緒に働いてみませんか？

(入職4年目)



浜田医療センター

所在地： 島根県浜田市浅井町777-12
理学療法士数：16名（ 作業療法士 12名・言語聴覚士 5名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は、県西部唯一の３次救急医療から在宅復帰まで、幅広くカバーする

地域の中核病院です。理学療法は、急性期・回復期・地域包括・緩和ケアに

大きく分かれており、幅広い疾患を対象にリハビリを行っています。

病院のすぐ近くには、海水浴場、温泉、海浜公園など、アウトドアに関す

る環境が多数あります。釣り、サーフィン、キャンプ、ＢＢＱなどが手軽に

楽しめ、仕事以外でも充実した時間をすごすことができます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先： リハビリテーション科まで
電話番号（リハビリ室） 0855-28-7098

新人教育については、プリセプター制度を取り入れ、年に6回の科内新人

研修を実施しています。他にも、新人症例報告会、急性期・地域包括・回復

期それぞれの勉強会も実施しています。また、院外での勉強会にも参加しや

すい環境となっており、認定理学療法士、３学会合同呼吸療法認定士、心臓

リハビリテーション指導士、がんのリハビリテーション研修といった分野で

研鑽するスタッフが多数在籍します。

島
根
県

学会発表：2017年度１件
その他：浜田市での市民公開講座での公演、地域の准看護学校の講師と

して講義を行っています。

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

愛知県出身、浜田医療センター理学療法士2年目の吉村で

す。入職当初は不安もありましたが、優しい先輩方のご指

導もあり、同期と共に充実した日々をすごしています。ま

た、プライベートでは、趣味のサーフィンを通して地域の

方との交流の輪を広げることもでき、より充実した生活を

送っています。その他にも川・海・山など自然豊かな浜田

市で、一緒に楽しく仕事をしてみませんか？



岡山医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地： 岡山県岡山市北区田益1711-1
理学療法士数：18名（作業療法士 7名・言語聴覚士 1名）

病院全景 リハビリテーション室

当院は骨折、人工関節、脊椎疾患などの術後後療法を多く行う病院です。対

象となる疾患は、脳血管や呼吸器、循環器、がん、小児など多岐にわたります。

早期の機能回復を目的とし、介入は発症または術後当日などの早い段階から行

われます。また、心臓リハビリでは心肺運動負荷試験に基づいた運動指導や日

常生活指導などを含む、包括的かつ集学的なリハビリを行っています。また、

呼吸ケアサポートチームや緩和ケアチーム、栄養サポートチームなどにも参加

し、多職種と協同した活動も行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科

電話番号（代表）：086-294-9911

新人教育では、当科規定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して

指導係とアドバイザーを配置して指導や助言を行い、自律した業務遂行の支援

を行っています。また、スタッフ個々の臨床能力やディスカッション能力を高

めていく取り組みも行っています。勉強会は科内研修および対外的な研修会の

開催など、院内だけでなく地域への発信を目指した専門分野の研修を行ってい

ます。

岡
山
県

・学会等 発表：2019年度 11件、2018年度 19件、2017年度 13件

・その他：グループ別の研究活動、抄読会・プログレスレポート等

先輩から
一言

当院では幅広い分野・疾患を対象としており、急性期医療の中

で様々な経験や知識を得ることができます。入職当初は慣れな

い業務や環境に苦労しましたが、先輩方の手厚い指導もあり今

では日々の臨床に疑問と学びを繰り返しながら、充実した日々

を過ごしております。ぜひ一緒に理想の療法士を目指して切磋

琢磨してみませんか？ （入職2年目）



南岡山医療センター 岡
山
県

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：岡山県都窪郡早島町早島4066
理学療法士数：11名（ 作業療法士:9名 言語聴覚士:4名）

病院全景 リハビリテーション室

当院は岡山市と倉敷市に隣接する早島町唯一の病院であり、国の政策医療（神経難

病、結核、重症心身障害患者児・者に対する医療）はもとより様々な一般急性期疾患

に対する医療など幅広い医療を提供しています。主に呼吸器疾患や脳神経内科疾患、

整形外科疾患、循環器疾患などを呈する多くの疾患患者に対し、手厚く質の高いリハ

ビリの提供できるようリハビリ科職員一同日々研鑽しています。また、一般急性期患

者に対しては土日祝日を含め継ぎ目のないリハビリを提供しており、身体機能の早期

の改善とより早い日常生活への復帰のお手伝いをさせていただいています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

先輩から
一言

働きやすい職場環境と自主自立性を大切にする職場作りを心掛けています。年間を

通じてリハビリ科各部門内勉強会を実施し、院内勉強会への参加も積極的に行ってい

ます。様々な臨床経験の中から多くの疑問を解決していく意欲を高め、各種学術集会

での発表を推進しています。また、地域に根差した医療の実践として院内外での周辺

自治体との連携による市民や町民に向けた講演会等への派遣も実施しています。院内

では各種カンファレンスへの参加を通して、医師、看護師等との密な連携を行ってお

り、日々の業務における問題解決を図っています。

1年目から様々な疾患を有しておられる患者さんを担当させてい

ただきました。養成校での実習などで関わる機会のなかった疾患

の方もおられるため不安もありますが、周りの先輩方や上司に相

談すると優しく丁寧にアドバイスをいただけるので気持ちに余裕

を持って臨むことができます。また、定期的な勉強会を行ってい

るため、日々の業務と並行して自分自身の知識や技術もより高め

ていくことができる環境でもあります。（入職２年目）

・学会発表：2019年度 2件、2018年度 2件、2017年度 1件

・その他：早島町・倉敷市主催による難病相談事業への参画、病院主催による

呼吸ケア教室・栄養健康教室の講師など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表） 086—482-1121

教育体制
勉強会など



病院全景 リハビリテーション室

リハビリテーション室では入所者様に対し、現在の能力を維持する事を目

的とした機能訓練及び高齢化に伴った疾患に対しての機能回復訓練を行って

おります。入所者様は高齢化によりできなくなる動作が少しずつ増えてきて

いるため、他職種とも連携してより生活し易くなるようにチームで活動して

います。

また夏祭りやカラオケ大会を通して入所者様とのふれあいを大切にしてお

ります。

対象疾患

学会発表

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

リハビリテーションカンファレンスやミーティングを毎日行い情報共有を

行うなど、新採用者に対してもリハビリテーション室全体でサポートできる

ような体制を整えています。岡山市内の勉強会や学会へ参加しやすい環境で

あると同時に、園内の研修会も医療安全、感染対策、BLSなど充実した内容で

す。

私は、急性期の病院より転勤し、光明園在職6年目の理学療法士です。転勤して

きたときは不安もありましたが、入所者様がとても優しく迎えいれてくれすぐにな

じむことができました。

入所者様は高齢化しており、私たち光明園職員は入所者様の一日一日をよりよく

大切に生活してもらうためチームで活動しています。私は、心の温かい入所者様と

関わることができて本当に光栄に思っています。

光明園は、理学療法士としてだけでなく人として成長できる場所だと感じていま

す。今、こうして働けることを幸せに感じています。

国立療養所 邑久光明園

・学会発表：2019年度 1件

・その他：園内にて移乗動作や転倒予防の研修会の講師等も行っています。

岡
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理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科
電話番号（代表） 0869-25-0011

所在地： 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253
理学療法士数：4名（ 作業療法士 1名・言語聴覚士1名 ）

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科
ハンセン病
後遺症



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539
理学療法士数：4名 （ 作業療法士 3名 ・言語聴覚士 1名 ）

病院全景 リハビリテーション室

従来のハンセン病後遺症に対する理学療法は、変形や拘縮の予防、二次的外傷

や合併症に対する運動療法および物理療法が主体でありました。近年では入所

者の高齢化によるADLやQOLの低下、それに伴う疾病、さらには社会的背景も考

慮した治療プログラムの立案や入所者への対応が必要であります。そのため他

部門との連携・協力し、入所者個々の必要性に合わせたリハビリテーションを

提供しています。

対象疾患

学会発表

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号：0869‐25‐0321

園内での勉強会や研修会の参加はもちろんのこと、研修会の講師や部署内での

症例検討やカンファレンスも随時行い、個人の表現力を身に付ける機会でもあ

ります。また岡山市内や兵庫県での研修会も参加が可能な環境であります。

当園は入所者ファースト、職員ファーストをモットーに全職員が日々の業務

に取り組んでいます。入所者と接する中で、ハンセン病の歴史を深く感慨す

るものと思います。また平成30年5月30日から5階建ての総合治療棟が新設と

なり、我々リハビリテーション科も1階に在室しています。新しい建物で、

清々しい気持ちで働くことができます。興味のある方は連絡をお待ちしてお

ります。

国立療養所 長島愛生園

・学会発表：2019年度 2件 2018年度 2件

・その他：園内での入所者への認知症予防講座、リハ科主催の研修会、附属看

護学校への講義等も実施しています。

岡
山
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呉医療センター
中国がんセンター

所在地：広島県呉市青山町3-1
理学療法士数：20名（ 作業療法士 13名・言語聴覚士 6名 ）

病院全景 リハビリテーション室

整形(骨折や股・膝人工関節)、脳血管(脳梗塞や神経難病)、呼吸(肺炎や

COPD増悪、肺切除術後)、心臓(心筋梗塞や心不全)疾患中心に発症・術前/術

後早期より介入し、また地域がん診療連携拠点病院でもあり、血液腫瘍や消

化器疾患など幅広く診療にあたってます。全例カンファレンスなどを通して

多職種協働し早期退院を目指しています。必要に応じてバイオテックスを用

いた筋力測定、心肺運動負荷試験や6分間歩行試験を用いた体力評価などの評

価・解析を実施し治療に活用しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0823-22-3111

新人スタッフは整形、脳血管、呼吸、心疾患の各チームリーダーによるサ

ポートのもと教育を受けるシステムを導入しています。幅広い疾患を学べる

とともに急性期で必要なリスク管理についても身につけれるように年間を通

して医療安全・感染対策などの研修会を行い、資質の向上に努めています。

教育・学術部が中心となり卒後教育・文献抄読会・科内勉強会の企画・運営、

臨床研究のサポートを行う体制をとり、症例報告会などで知識や技術の習得

の成果を発表する場を設けています。また学会や教育・学術講演活動への参

加、専門資格の取得なども積極的にバックアップしています。

広
島
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学会発表：2019年度 1件、2018年度 3件、2017年度 5件

その他：がんリハビリテーション研究会での講義や院内での医療安全、呼吸

関連の勉強会の講師などを行っています。

先輩から
一言

理学療法士4年目です。当院の魅力は県内でもトップクラ

スの高度急性期医療機関であり、内科、外科問わず多様な

症例を検討できること、福利厚生が充実していてライフ

ワークバランスが保てることだと思います。また職場の上

司、先輩方も優しく、親しみやすい方ばかりです。急性期

に興味がある方は是非一度病院見学へきてください。

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科
ハンセン病
後遺症



福山医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：広島県福山市沖野上町4-14-17
理学療法士数：13 名（ 作業療法士 9名・言語聴覚士 2名 ）

病院全景 リハビリテーション室

整形外科（人工関節、脊椎疾患、骨折等）、呼吸器や循環器等の内部疾患、がん、小

児等の様々な疾患を対象としています。当院では整形外科や外科の患者様に対する、

術前からのリハビリにも力を入れており、肺合併症の危険性が予想される場合には、

呼吸リハビリ指導も行っています。術後においては早期離床、早期ＡＤＬ能力の拡大

のために手術翌日から365日体制でリハビリを提供しています。また、医師や看護師な

どの他職種との親密な連携のもと、安全で効果的なリハビリを提供し、早期自宅退院

に向けた支援に寄与しています。リハビリテーション科内では各疾患別でチーム編成

をしており、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が協働してリハビリテーションを

提供できる環境となっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：084-922-0001

新採用者に対しては一名ずつ指導係を配置するとともに、リハビリテーション科全体

でサポートする環境を育みながら、当科規程の新人教育プログラムに基づき指導を

行っています。また管理面や電子カルテ操作などの各種業務についても、それぞれの

担当者からオリエンテーションを実施し、円滑に業務に取り組めるように指導してい

ます。業務量過多にならないように、担当疾患や担当者数を調整し、臨床に慣れるま

ではできるだけ濃密に患者様と向き合える体制になっています。

広
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・学会発表：2019年度 2件 2018年度 2件 2017年度 1件

・国際学会：2017年度 1件

・論文発表：2019年度 1件

先輩から
一言

当院では、急性期の幅広い疾患・領域に携わることができます。

様々な疾患に対応することははじめは不安がありましたが、優しい

先輩方からのご指導により充実感のある日々を送ることができてい

ます。また、医師や看護師等の多職種との関わりも深く、多くの視

座を学ぶことができる職場です。福山市は温暖な気候で過ごしやす

く、街にはたくさんのバラが咲いているきれいな街です。おいしい

ラーメン屋さんもたくさんありますよ！ライフワークのバランスに

は満足しています！（入職4年目）



広島西医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：広島県大竹市玖波4-1-1
理学療法士数：14名（ 作業療法士 8名・言語聴覚士 4名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院では整形外科疾患、神経筋疾患、重症心身障害、がんを対象に専門性の高

い理学療法を実施しています。整形外科疾患では大腿骨頚部骨折術後等、地域

の病院との連携パスを通して患者さんの機能回復がスムーズにすすむように取

り組んでいます。神経筋疾患では、筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症等

の患者さんに対して呼吸リハビリの提供や車椅子の作製を行っています。機器

を用いた排痰援助も他職種と協働して積極的に行っています。重症心身障害で

は車椅子シーティング、ベッド上ポジショニングを、がんのリハビリでは血液

腫瘍等の患者さんに対してQOLを重視してADL面に介入しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号：0827-57-7183（内線2880）

新人教育では、当科新人教育プログラムに基づき毎年年間スケジュールを立て

計画的に取り組んでいます。神経筋疾患の病態理解、呼吸リハビリ(呼吸介助、

排痰手技)等をテーマに初歩から勉強会を行っています。臨床においても科内

全体で情報共有し、一緒に考えながら取り組んでいるため、困ったことがあれ

ば相談しやすい環境です。

入職当初は分からないことだらけでしたが、先輩方より熱心に
優しくご指導して頂いています。おかげで多くのことを学び、
学会発表も経験することができました。また、交流会や福祉祭
りなどで他職種や地域の方との関わりもあり、楽しく充実した
毎日を過ごせています。

(入職3年目スタッフ）

・学会発表：2019年度 7件、2018年度 3件

・大竹市健康福祉祭等地域活動への参加も積極的に実施しています。

広
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東広島医療センター

所在地：広島県東広島市西条町寺家513
理学療法士数：9名（作業療法士 5名・言語聴覚士 2名）

病院全景 リハビリテーション室

当院では、入院患者の急性期（手術前後、発症直後）からリハビリテーショ

ンを実施しています。各科から処方される全ての疾患に対応しています。脳

神経外科と脳神経内科がありますので神経難病も含めた脳血管疾患の患者が

特に多いです。急性期ということもあり特に早期離床・早期回復を目指して

おり、在宅復帰あるいは回復期病院転院まで基本動作能力訓練や環境調整等

を行います。また土日祝日であっても当日処方に対応し、不十分ながら365日

診療体制を取っています。

対象疾患

学会発表

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号 082-423-2176(内線6948)

新人教育体制は、脳血管、運動器、呼吸器・がん、心大血管チームがありま

すので、入職1年目は運動器・脳血管担当が主体となって指導しています。下

半期より先輩スタッフと2人体制で休日対応も行います。2年目以降関わる疾

患を徐々に広げています。指導者とだけでなく各スタッフと新人スタッフが

コミュニケーションを取りやすい環境を目指しています。勉強会は整形外科

医師を囲んでの月1回の手の外科領域の勉強会を行っています。

当院では急性期から様々な疾患と関われるため、より豊富な経
験と知識を得る事が出来ます。院内で勉強会も多く開催される
ため他職種との連携を図りながら他院と交流を持つ機会もあり、
刺激をもらうことが出来ます。理学療法士は身体機能改善だけ
ではなく、その人らしさを引き出し今後の生活をよりよく迎えるた
めの援助が出来る職業だと感じています。職場の雰囲気も明るく、
各スタッフが患者様と向き合いながら、先輩後輩関係なく質問し
やすい環境が整っていると思います。私たちと一緒に働きません
か？

・学会発表： 2019年度 2件 2018年度 1件 2017年度 3件
・教育・啓発活動：2019年度 2件 2018年度 3件
糖尿病公開講座や心臓いきいき公開講座など地域活動への参加や講演を行ってい
ます。

広
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脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症



賀茂精神医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：広島県東広島市黒瀬町南方92
理学療法士数：2名（作業療法士 9名）

病院全景 リハビリセンター（トレーニングルーム）

当院は中国四国グループ最大規模の精神科病院で、「急性期」「回復期」「退

院支援」「認知症」「重症心身障害」「医療観察法」の病棟機能を持っていま

す。『共に生きる』という病院理念のもと、多職種協同チームでの医療の実践

に力を入れています。理学療法は全国でも珍しい強度行動障害、重度の知的障

害、いわゆる「動く重心」 と言われる「重症心身障害児・者」を対象にリハ

ビリテーションを行っています。筋力や体力の維持・改善、ADLの拡大を目的

に、患者さんが日中過ごす場である病棟ホールでリハビリアプローチを実践し

ています。また、他部門との合同カンファレンスにも定期的に参加し、患者情

報の共有を丁寧に行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0823-82-3000

リハビリ科内では週1回のミーティングを実施しており、リハビリ内容の確認

や相談をする機会があります。また、定期的な勉強会も開催しています。未

開拓な分野でもあるため、全国のネットワークを活用し、他施設との連携も

行っています。また、院内外の研修会への参加も積極的に行っています。

当院の理学療法部門を開設して3年目になります。PT活動では、

新しい分野である強度行動障害をもつ患者さんと関わる機会

が多く、小児・重症心身障害はもちろん、精神疾患、整形疾

患や内部疾患など、幅広い知識やスキルを身につけることが

できます。スタッフ同士仲が良く、相談しやすい職場です。

是非、賀茂で一緒に楽しく働きましょう！

院内講師：2019年度 4件「離床の大切さ」「褥瘡対策について」

「トランスファー研修」「排痰方法について」

その他：町内福祉まつりなど、地域の交流行事に参加しています。

広
島
県



脳血管障害 運動器 呼吸器 心臓 がん

神経難病 重症心身障害 発達障害 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：山口県下関市長府外浦町1-1
理学療法士数：16名（ 作業療法士 11名・言語聴覚士 3名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院の理学療法は、脳神経疾患・整形疾患の2チームに分かれ、各専門性を高

めています。脳神経チームでは救命救急センターやICUからの介入や、神経難

病患者の機能維持・呼吸管理・外科術後の機能回復など超急性期から慢性期ま

で幅広い疾患を診療します。整形疾患チームは下肢の骨折や膝の靭帯・半月板

損傷術後からスポーツや職場復帰までのサポートや心疾患の急性増悪後や術後

の介入をそれぞれ他職種と連携して診療にあたっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで

電話番号（代表）：083-241-1199

新人教育は、新人スタッフ1名につき、指導者を1名配置しています。加えて、

リハビリスタッフ全体で情報の共有を行い、指導・助言を行います。この体制

は1年間継続し、この間はできるだけ1人の患者様をゆっくり診療できるよう配

慮しています。勉強会や研究活動も行っており、幅広い分野の勉強が行えます。

また、がんのリハビリテーションや心臓リハビリテーション・呼吸療法認定

士・糖尿病運動指導士など多数の資格取得者が在籍しており、資格取得に関す

る支援も行っています。

病院からは海が見えるなど景色もよく、毎日さわやかな

気分でリハビリ業務に取り組んでいます！当院は、脳疾

患や骨折などの運動器疾患・神経難病など幅広い分野に

関わることができ、PT･OT･ST間で刺激し合って切磋琢磨

しています。いつも笑顔のたえない職場で、一緒に働い

てみませんか？

関門医療センター

主にバイオメカニクス・運動器の学会に複数エントリーして毎年学術発表を

行っています。

山
口
県



山口宇部医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：山口県宇部市東岐波685
理学療法士数：9名（ 作業療法士５名・言語聴覚士４名）

病院全景 リハビリテーション室

当院は、肺がん、悪性胸膜中皮腫、COPD、間質性肺炎、結核を含めた様々な呼

吸器疾患患者と、重症心身障害児（者）に特化した専門医療機関病院として位

置づけられ、これらの対象患者に対して業務を行っています。また術後すぐの

急性期から緩和病棟患者のような末期患者まで幅広く対応し、ADL・QOLにアプ

ローチできるよう心がけています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0836-58-2300

新人教育は、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して理学

療法士全員で関わり助言・指導を実施しています。そして日々の業務遂行が早

く自立できるように目指しています。勉強会も適時実施し、知識理解を深める

ようにしています。

山
口
県

・学会発表：2019年度 4件、2017年度 2件

・その他：地域から依頼される市民公開講座、病院主催の講演会（がんフォー

ラム）や学会の特別講演依頼、院内認定看護師研修の講師依頼にも積極的に対

応しています。

先輩から
一言

私は学生時代、呼吸器疾患などの内科系疾患は苦手科目の一つ

でした。しかし入職し実際患者様と関わる事で呼吸器リハビリ

テーションに興味をもち、深めることができました。呼吸器疾

患が得意な方はもちろん、苦手な方も興味をもち、スキルアッ

プするチャンスだと思います。是非、一緒に働きましょう。

(入職3年目)



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：山口県岩国市愛宕町1-1-1
理学療法士数：19名（ 作業療法士 8名・言語聴覚士 4名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院では入院患者を対象とした急性期のリハビリテーションを主体に実施し

ています。整形外科疾患（四肢や脊椎の骨折、人工関節術後など）・脳血管

疾患（脳外科術後、脳梗塞、脳出血など）をはじめ、呼吸器疾患（急性呼吸

不全、慢性呼吸不全など）、心疾患（心外術後、心筋梗塞、心不全など）、

がん（肺がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、造血器がんなど）など幅広い

理学療法を展開しています。また、疾患別チームに別れ365日理学療法を提供

しています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0827-34-1000

新人教育は、指導係を配置し2年間で各チームをローテーションするようにし

ています。新人に応じた指導を行うように配慮し、相談しやすい環境を心が

けています。また、研究においても、具体的な研究計画や統計解析など学会

発表や論文発表ができるようにサポートします。勉強会は、患者急変時シ

ミュレーション研修など行っています。

当院では脳血管疾患、循環器疾患、整形外科疾患、呼吸器疾

患、がんなど、幅広い疾患を経験することができます。それ

ぞれの疾患に応じた急性期リハビリを提供するために豊富な

知識やリスク管理が求められ、自らのスキルアップにもつな

がると思います。疾患ごとにチームに分かれているため、先

輩からの指導も受けやすい環境です。ぜひ一緒に働いてみま

せんか。

岩国医療センター

・学会発表：2019年度 3件、2018年度 10件、2017年度 10件

・その他：がんのリハビリテーション研修会の講師

山
口
県



柳井医療センター

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科 ハンセン

所在地： 山口県柳井市伊保庄95
理学療法士数：7名（ 作業療法士 5名・言語聴覚士 3名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院ではパーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症などの神経難

病や重度心身障害児（者）、外科手術後、人工透析等の患者のリハビリテー

ションを主に支援しています。近年では脳卒中後遺症や整形外科等の患者のリ

ハビリテーションにも積極的に介入しています。理学療法では、神経難病の患

者や重度心身障害児（者）に対して呼吸補助装置を用い積極的に関わっていま

す。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0820-27-0211

臨床では病棟担当制（チーム制）を導入し、経験のある職員が新人職員へマン

ツーマンで指導・助言を行っています。毎朝チームで情報共有を行ったり、毎

月チーム会を開いてチームで支える取り組みも行っています。また新人教育プ

ログラムを用いて計画的に業務全般を習得できるように進めています。

勉強会は、自主参加で週に１回開催しています。

学会発表：2019年度 1件 2017年度 1件

発表テーマ「神経難病の呼吸理学療法」など

先輩から
一言

私は平成27年4月に柳井医療センターへ採用され、当院の特色で

もある神経難病・廃用症候群・整形疾患・療養介護病棟の重度心

身障害児（者） の患者様のリハビリに携わっています。緊張感

のある臨床現場の中でも、優しい先輩方に囲まれ貴重な経験をし

てきました。病院ごとの特色がある国立病院機構では、そんな専

門的な治療を行っている患者様と一緒に、その後の生活を考えな

がら理学療法を行うことができます。これからの社会を支える理

学療法士を目指している方を歓迎します。 （入職6年目）

山
口
県



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神
ハンセン病
後遺症

所在地：徳島県板野郡板野町1-1
理学療法士数：5名（ 作業療法士 3名 言語聴覚士 1名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は結核病棟20床、重心病棟156床、一般病棟100床のうち地域包括ケア病棟

が60床あり、「やさしい笑顔と よりそう医療」を病院の理念とし、地域に貢

献する医療を実践しています。特に在宅復帰を目指して、多職種のみなさんと

協力しながら行うチーム医療の実践を経験することができます。また、循環器

疾患や呼吸器疾患などのリハビリテーションを担当することが多いため、幅広

い知識と技術を身につけることができます。さらに、重度心身障害児（者）病

棟では主に脳性麻痺患者を対象に車いすの作成やポジショニングの指導などを

行っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 088-672-1171

新人教育では、先ず先輩職員の訓練を見学してもらい、雰囲気に慣れたころ

に少ない人数から担当します。担当してからは、できるだけゆっくり診療して、

成功体験を築くようにします。また、院内の勉強会、グループ内施設への研修

制度やブロック主催の研修参加も奨励されています。さらに、臨床研究などの

学術活動にも精力的に取り組んでいます。

東徳島医療センター

学会発表実績：2019年度 2件 2018年度 2件

論文掲載実績：2019年度 2件

各種研修会への参加を推進、月１回のリハビリテーション科勉強会の開催、近

隣の機構施設とのインターネットを利用した勉強会などの開催を行っています。

徳
島
県

理学療法士になり16年目になります。東徳島医療センターで

のリハビリテーションは多岐にわたっております。転勤時は

重心病棟でのリハが未経験であったため不安に思いましたが、

諸先輩方が丁寧に指導して下さったり、声掛けもして下さり

風通しが良く、非常に働きやすい環境でした。比較的患者様1

人に時間を掛けられるので、ゆっくりと仕事に慣れることが

できると思います。



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

病院全景 リハビリテーション室

対象疾患

学術活動

機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

徳島病院
徳
島
県

所在地： 徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

理学療法士数：10名（ 作業療法士 4名・言語聴覚士 3名 ）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

・学会発表：2019年度 2件、2018年度 3件、2017年度 5件

・その他：吉野川市保健所主催のパーキンソン病に特化した講演会や地域に向

けた当院主催の健康増進活動に関する講演会など地域に密着した活動も行って

います。また、病院機構や理学療法士会の研修会や学術集会への参加も積極的

に行えるような環境です。

当院は、政策医療であるパーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロ

フィーなどの神経筋疾患とスポーツ整形外科などを対象に医療サービスの提供

を行っています。特に、パーキンソン病に特化した短期集中リハビリテーショ

ン入院を10年以上にわたって継続しています。また、先進医療としてロボット

スーツHALを用いたロボットリハビリテーションも積極的に取り入れています。

リハビリテーション部門全体で１回／週の勉強会を実施しています。国立病院

機構主催の研修会はもちろん、院内や各種学会・研修会への参加・発表にも積

極的です。また、認定理学療法士や各種資格等の取得にむけても個々に自己研

鑽しています。

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0883-24-2161

わたしは、転勤１年目で神経筋疾患のリハビリテー
ションに関わった経験が乏しく当初は不安もありま
したが、科内の同僚スタッフの助言をもらいながら、
質の高いリハビリテーションを提供できるように頑
張っています。環境の良いこの徳島病院で私たちと
一緒に働いてみませんか？ (機構入職５年目)



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：香川県高松市新田町乙8
理学療法士数：3名（ 作業療法士 2名・言語聴覚士 1名 ）

病院全景 機能訓練室

主に呼吸器疾患、神経・筋難病患者への理学療法を行っており、整形疾患や脳

血管疾患の患者さんも少数ですが入院されています。現在、パーキンソン病患

者さんの短期集中リハビリテーション入院を立ち上げるために取り組んでいま

す。また、香川県の難病ネットワークの領域別拠点病院として、地域への支援

を担っています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 087-841-2146

リハビリテーション科では週に１度の症例検討会を実施し、日本理学療法士協

会や県士会で行われる研修会への参加や学会発表も大切な教育の一環と位置付

け、支援していきます。

高松医療センターに配属され8年目になります。当院では神
経難病を中心に、呼吸器内科、内科、整形外科と様々なリハ
ビリテーションを経験し学ぶ事ができます。リハビリテー
ションスタッフが6人のため規模は比較的小さいですが、そ
の分日々の連携や意見交換が行いやすい環境です。興味のあ
る方、私たちと一緒に働いてみませんか？

高松医療センター

ＡＬＳ香川県支部研修会講師、難病支援事業、その他の地域活動への参加など

香
川
県



当院では、急性期から生活期、またこどもからおとなまでを対象に

幅広い疾患に対するリハビリテーション業務を実施しています。

院内の教育プロ グラムや勉強会なども多く、入職後のスキルアッ

プをサポートする体制も整っております。さらに国立病院機構に

は、異なる専門性を有する医療機関の間での交流機会も多く、研究

活動への支援体制も整っており、多様な経験を積むことが可能です。

ぜひ私たちと一緒に働いてみませんか。 (入職2年目）

四国こどもとおとなのセンター

所在地 ： 香川県善通寺市仙遊町２-１-１
理学療法士数：16名（作業療法士５名 言語聴覚士５名）

病院全景 リハビリテーション室

当院のリハビリテーション科では、幅広い年齢、多様な患者様に対して、各専門職と連

携し患者様のニードに沿ったリハビリテーションを提供しています。理学療法では、全

ての年齢層の疾患に対して、発達支援、運動・呼吸療法、日常生活訓練、退院時指導、

車いす、装具の作成など行っています。作業療法では「こころとからだのリハビリ」を

テーマに、こどもの領域では遊びを通して、手の動きや物の操作が向上するように支援

し、、大人の領域では、整形外科、脳神経外科の外傷や疾患における上肢の運動障害、

高次脳機能障害、また内科疾患治療後に起こる廃用症候群に対してリハビリを行ってい

ます。言語聴覚療法では、子供のことばの遅れ、発音、吃音、広汎的な発達の遅れ、自

閉症、口蓋裂、難聴などの疾患に対して評価、療育を実施し、大人の方には病気や事故

による失語症、声や発音、摂食、嚥下の問題に対して、検査・評価・訓練を実施してい

ます。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期
機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：0877-62-1000

新採用者に対して指導係を配置して綿密なコミュニケーションをとりながら指導や助

言を行い、新採用者の臨床や業務での疑問点など質問しやすい雰囲気で、自律した業務

遂行のために必要な能力を養うことができます。また、臨床能力やディスカッション能

力を高めていく取り組みも行っており、当科で実施されている勉強会では各疾患に対す

る臨床知識などを学ぶことができます。

・学会発表：2020年度 2件 2019年度 3件

・その他：家族会主催の研修やフォーラムなど地域活動への参加、リハ科主催

の地域発信の研修等を行っています。

先輩から
一言

香
川
県

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：香川県高松市庵治町6034-1
理学療法士数：2名（ 作業療法士 1名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当園の医療対策とは、ハンセン病の基本治療を既に終了し、ハンセン病の後遺

症治療と一般疾患治療を必要な医療としており、後遺症治療は皮膚科、眼科、

耳鼻咽喉科、外科、整形外科等の診療科で治療が行われ、一般治療では内科、

心療内科、婦人科、泌尿器科等で、悪性腫瘍、脳血管障害、心臓病、高血圧症、

生活習慣病、認知症等入所者の高齢化に伴う医療内容が最近では大きな比重を

占めています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション部門まで
電話番号（代表）：087-871-3131

各種委員会チーム会主催の講演、部署内での勉強会、レクリエーションへの

参加などを行っております。また園内の研修については、可能な限り参加で

きる環境を整えています。

今年度より理学療法士が１名増員となりました。入所
者の平均年齢は約85歳と高齢化しています。入所者各個
人の思いに沿いながら、今後も安心して生活ができるよ
うに多職種と連携を図り、リハビリに取り組んでいます。

国立療養所 大島青松園

学会発表：2018年度 1件 2017年度 1件

香
川
県



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地： 愛媛県松山市南梅本町甲160
理学療法士数：5名（作業療法士 1名、言語聴覚士2名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は都道府県がん診療連携拠点病院であり、2019年にはがんゲノム医療拠点病院に

指定されました。また緩和ケア病棟や地域包括ケア病棟も併設されており、がん患者

の急性期から看取りまでケアする体制が整備されています。リハビリ内容は、呼吸器

外科・消化器外科・頭頚科・泌尿器科・乳腺外科・骨軟部腫瘍などの周術期リハビリ

や、化学療法・放射線治療患者に対する有害事象に配慮しながらの維持的リハビリ、

リンパ浮腫に対する集中排液、緩和期のリハビリなど多岐にわたっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）： 089-999-1111

当院のセラピストは「がんリハビリテーション料」を算定できることが必須であるた

め、赴任後は全員、可及的早期に「がんリハビリーション研修会」を受講しています。

新人教育では、当科既定の新人教育プログラムに基づき、新採用者に対して指導係と

アドバイザーを配置して指導や助言を行いながら、診療が遂行できるようにサポート

しています。また週1回、リハ医・セラピストによる文献抄読会を行っており、輪番制

でがんに関する和英文献をもとに最新の知見を共有する勉強会を実施しています。そ

の他にも毎年、整形外科と共同で四国で唯一上記の「がんリハビリテーション研修

会」を主催しており、講師やファシリテーターなどを務めています。

がんのリハビリテーションが中心ですが、周術期の呼吸リハ

ビリや、骨転移等の整形疾患、脳転移等の脳血管疾患など幅広

く対応しています。治療を行う際の副作用や合併症を考慮しな

がら総合的にアプローチし、より良いリハビリを提供できよう

精勤しています。PT・OT・STの距離も近く、雰囲気よく勤務し

ています。勉強する環境も十分整っています。一緒にがんリハ

のエキスパートを目指して、知識を深めていきましょう。

四国がんセンター
愛
媛
県

・学会・研修会発表：2019年度 4件 2017年度 5件 2018年度 5件

・学術論文：2019年度 6本 2017年度 6本 2018年度 1本

・その他：院内のリハビリ・肝臓病・リンパ浮腫教室における講義等を行っています。



脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：愛媛県東温市横河原366
理学療法士数：8名（ 作業療法士 4名・言語聴覚士 3名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院は政策医療と地域医療を2本柱とし、政策医療では神経難病、重症心身障

害、結核の専門医療施設の役割を果たし、またポストNICU病床を設け小児医

療にも関わっております。地域医療ではH28年4月から松山医療圏の二次救急

輪番病院に参加しております。その為、リハビリテーション対象疾患は脳神

経内科、整形外科、循環器内科、呼吸器内科、身体障害児者と大変幅広く、

理学療法士として色々な経験を積むことが出来る環境にあります。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：089-964-2411

新人教育プログラムを始め、科内勉強会を実施しております。PT・OT・ST共

に報告、相談をし、連携を取りながら実務に取り組んでおります。院内では

各種委員会へ参加、多職種と協力のもと研修・ラウンド等実施。また機構内

研修、各種学会への参加や発表、各種資格取得の為の環境が整っています。

福利厚生が整っており、各種休暇が利用や学会への参

加がしやすい環境にあります。また政策医療、二次救急

に対応していることから幅広い疾患に携わることが出来

ます。院内委員会活動やカンファレンスを通して、多職

種と関わる機会も多い為、良い刺激のもと業務に関わる

ことが出来る職場です。

愛媛医療センター

学会発表 2019年度 1件（感染予防の為に中止有）

2018年度 4件 2017年度 7件

院内各診療科と協力の元、研究への参加や各種学会発表。地元での講演会、

健康フォーラム、親子医療体験学習への協力。学会発表、資格取得支援があ

ります。

愛
媛
県



高知病院

脳血管 運動器 呼吸器 循環器 がん

神経難病 重症心身障害 小児 精神科
ハンセン病
後遺症

所在地：高知県高知市朝倉西町1-2-25
理学療法士数：8名（ 作業療法士 3名・言語聴覚士 2名 ）

病院全景 リハビリテーション室

当院では、主に呼吸器疾患、整形疾患、がん、重症心身の患者様に対して理学

療法を行なっております。呼吸器に関しては、平成23年8月に呼吸器センター

を設立し、医師、コメディカルと協力して包括的に診療することができるよう

になっております。整形疾患では、脊椎疾患、人工関節、骨接合術後の患者様

が多く早期から関わっています。

対象疾患

学術活動

高度急性期 急性期 回復期 慢性期機能区分

特徴

教育体制
勉強会など

先輩から
一言

理学療法の施設紹介に関するお問い合わせ先：リハビリテーション科まで
電話番号（代表）：088−844−3111

理学療法士はもちろん、作業療法士や言語聴覚士など職域を超えて指導・助言

を受けることができる環境になっています。

理学療法スタッフは、呼吸療法認定士3名、がんのリハビリテーション2名と資

格を有しており、臨床業務や学会発表などの他、資格取得へのサポートも行っ

ています。勉強会はリハビリ部門で執り行われる勉強会のほか、病院・看護師

主催の勉強会への参加も可能です。

学会発表：2019年度 2件

学術活動の他、院内研修の講師などを行なっています。

高
知
県

患者様の退院後の生活を見据え医師や看護師とコミュニケー
ションを取りながらチーム医療を提供しております。
また他療法士とも関わりやすく臨床での問題点やわからない

事は先輩に相談しアドバイスをもらいながら理学療法士として
成長できる環境です。ぜひ、私たちと一緒に働きましょう！


