
たてやま整形外科クリニック
事業所紹介パンフレット



これは何という筋肉でしょう?

※正解は最後のページです

① ②



クリニック概要



就職活動をする皆さんへ
安房地域は、温暖で過ごしやすい地域で
ある一方、非常に高齢化の進んだ地域です
当院は、リハビリテーションに力を
入れており、外来・訪問・通所リハビリに
加え、館山市の介護予防事業に協力する
ことで、地域のお年寄りの健康寿命の伸延に
貢献しています
また、ＪリーグFC東京のチームドクター
として得た経験を臨床に生かし、
スポーツ傷害の治療にも力を入れています
私たちの仲間として、一緒に頑張ってくれる
人材を求めています!

院⾧ 高幣民雄



千葉県南端の館山市にあります
 温暖な地域で、1月でも花摘みや
イチゴ狩りが楽しめます

 自然豊かな地域なので、
マリンスポーツなどの
レジャーを楽しめます

 ショッピングモールや
スーパーもあり、
買い物にも困りません

 都市部へのアクセスも良く、
アクアラインを利用すると
都内・横浜まで1時間30分程で
移動できます



クリニックの概要

診療科目
整形外科、
スポーツ整形外科、
リハビリテーション科、
リウマチ科、内科

設備
 MRI装置、DR装置、
DEXA装置、
血圧脈波検査装置、
超音波診断装置



リハビリテーションセンター



勤務時間
月・火・木・金曜日｜8:30～17:30
水・土曜日｜8:30～12:15

休日
日曜、祝祭日、水・土曜日午後、夏季休
暇、 年末年始休暇、特別休暇、有給休暇
※時間を有効に使い、自己研鑽や趣味活動
を充実させることができます



リハビリテーションセンターの概要

事業内容
外来リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
地域リハビリテーション活動

リハスタッフ
 PT:10名、OT:2名



外来リハビリテーション
～幅広い症例を経験できます!～

高齢者の運動器疾患や
スポーツ障害を中心に
個別リハビリを行っています

人工関節置換術や
前十字靱帯再建術などの
術後リハビリも経験できます

※手指の腱の再建術や
高位脛骨骨切り術など、
希少な症例の術後リハビリも
経験できますコンビットでの筋力測定



 リハビリテーションに特化した
短時間型通所リハビリテーション
事業所です

 全ての利用者に対し、療法士に
よる個別リハビリに加え、
トレーニング機器を使用した
体力作りもしっかり行ない、
生活機能の維持・向上を図ります

 活動・参加レベルでの目標達成
した上での通所リハビリからの
卒業を目指し、取り組んでいます

通所リハビリテーション
～高齢者の健康寿命を延ばすために～
マシンでのエクササイズ



 通院困難な方を対象に
自宅を訪問しリハビリを
提供しています

 利用者が住みなれた地域で、
いきいきと生活できるよう
支援しています

 骨折後や退院・退所後の
亜急性期から回復期の症例に
在宅で関わる事ができるのが
当院の訪問リハの
大きな特徴です

訪問リハビリテーション
～在宅での自分らしい生活を支えます!～

訪問リハチーム



地域リハビリテーション活動
～地域リハの時代がやってきます!～

 住民が中心となり運営のする「元気がでる体操教室」の
立ち上げ・運営を支援をしています(館山市介護予防事業)

 当院独自の介護予防教室「ロコモクラブ」を開催しています
 館山市・南房総地域の地域リハビリテーションを
進めるためにリハビリ専門職(PT・OT・ST)や関連団体との
ネットワーク作りを積極的に進めています

ロコモクラブ

※撮影許可を得ています

健脚道場｜たてまかいごフェスタに出展



20代
7名

30代
4名

40代
1名

年代

理学療法士・作業療法士の年齢層

フレッシュな若手と
面倒見の良い中堅
経験豊富なベテランが、
バランスよく
勤務しています



北海道｜1名新潟県｜1名
石川県｜1名
山梨県｜1名

千葉県｜7名
(安房地域｜5名)

沖縄県｜1名

理学療法士・作業療法士の出身地

スポーツ～介護保険分野まで幅広くリハビリを経験したい、
体表解剖の知識や技術を身につけたいといった目的で、
全国からスタッフが集まってます



リハスタッフの余暇活動

0 1 2 3 4 5

アニメ鑑賞
お弁当づくり

キャンプ
ドライブ・ツーリング

祭礼への参加
野球

映画鑑賞
サーフィン

釣り
ジョギング

トレーニング
晩酌

その他、スポーツ観戦、ピラティス、ヨガ、ゴルフ、フットサル、剣
道、手芸、水泳、読書などの余暇活動も挙がりました



教育制度



 各種疾患の画像所見や治療方針などについて話し合います
※経験豊かなドクター陣から直接指導を受けることが
でき、画像所見の診かたも学べます!

カンファレンス
～貴重な学びの場です!～



新人教育
～安心して業務を覚えることができます!～

 新人教育のための カリ
キュラムがあり、 進捗状況
を確認しながら 確実に業務
を覚える ことができま
す

 プリセプター制度を採用し
新人一人一人に
指導担当者がつくので、
分からないことがあったら、そ
の都度相談できるので、
安心して業務を身につけること
ができます

新人指導の一コマ



片桐 遥奈｜作業療法士
R2年4月入職｜1年目
千葉県館山市出身
千葉医療福祉専門学校

安心して診療に当たることができます

 整形外科分野という未知の領域
への就職でしたが、先輩方に
サポートしていただきながら、
安心して診療に当たれています

 1月に1つの関節の評価や治療を
学び、翌月にその関節疾患の症
例を担当するので、混乱なく診
療業務に入ることができました

 診療後も気軽に先輩療法士に、
相談したり、評価・治療技術の
指導を受けることができるの
で、着実にスキルアップできま
す



新人教育のスケジュール
課題 症例担当 担当症例数

4月 膝関節の評価 見学のみ、担当症例なし
5月 腰部/股関節の評価 膝関節疾患の保存療法 午前1-2名/午後1-3名
6月 肩関節の評価 腰部/股関節疾患の保存療法 午前3名/午後3名

7月 足部の評価(9月まで実施) 肩関節疾患の保存療法 午前3名/午後4名
8月 頚部の評価 午前4名/午後5名
9月 症例報告準備 頚部疾患の保存療法 午前5名/午後5名
10月 症例報告 足部疾患の保存療法 午前5名/午後6名
11月 手関節の評価 症例報告の保存療法 午前5名/午後6名
12月 肘関節の評価 手関節疾患の保存療法 午前5名/午後6名
1月 肘関節疾患の保存療法 午前5名/午後6名

※月に1回、新人指導担当者との面談あり(健康・生活・診療などについて)



教育制度
～専門家としての腕を磨きましょう!～

 質の高いリハビリテーションを提供するために
勉強会を積極的に開催しスタッフの知識と技術の向上を
図っています

 学会・研修会参加への支援制度があります

院内勉強会千葉地域リハフォーラム セミナー開催



 全身の筋肉を正確に触り分ける能力を身につけ、
評価の精度・治療技術を高めることを目的に行なっています

 ①解剖・触察方法の講義 ②触察実習 ③治療実習を通して、
スタッフ間での知識と技術の共有を図ります

TOC体表解剖勉強会
～触れることが療法士の基本です!～
僧帽筋の筋マッピング 勉強会風景



理学療法士
宮本 翔平｜5年目
H28年4月入職
千葉県館山市出身
千葉医療福祉専門学校

触察する力がつくと診療が楽しくなります

 TOC体表解剖勉強会での
解剖の講義や触察実習を通して、
筋の構造や触察方法が
分かるようになってきました

 体に描いた筋肉のラインを頼りに
触察の練習を重ねることで、
明確なイメージを持ち筋肉を触察
する事ができるようになりました

 治療の練習も併せて行なうので、
臨床に活かすことができ、
日々の診療が楽しくなります



福利厚生



福利厚生
～部門を超えたチームワークを生み出します!～
新年会・忘年会・懇親会・職員旅行・ボーリング大会な
どのイベントがあり、スタッフ間の親睦を深めています

市内のスポーツクラブを無料で利用できます
※現在は、開催を見合わせています

職員旅行

セントラルスポーツクラブ



理学療法士・作業療法士の募集



理学療法士・作業療法士募集中!!

平成27年4月に新クリニックに移転しました
地域の皆さんに信頼されるクリニックを目指し、
ともに歩んでくれるスタッフを募集しています

スタッフは、北は北海道、南は沖縄まで、
全国から集まっています

ホームページ、ブログにて当院の活動や
勉強会の様子をご覧いただけます(次項参照)

クリニックの見学を随時受け付けております
お気軽にご連絡ください



理学療法士
青瀬 美緒｜1年目
R2年4月入職
新潟県新潟市出身
新潟医療福祉大学

新人理学療法士からひとこと
～一緒に体表解剖を学びましょう!～

 理学療法士として、しっかりと患者様の
評価・治療をするためには、正確な触察
技術を身につけることが大切であると考え、
体表解剖学に力を入れて臨床を行っている、
たてやま整形外科クリニックでに興味を
持ちました。

 たてやま整形クリニックは、外来リハだけ
でなく、通所・訪問リハ、介護予防事業も
行っている地域と密着したクリニックで、
リハビリを通して、館山市の地域の皆様に
貢献したいと強く感じた点が、就職を決め
た最大の決め手です。

 体表解剖を身につけ、幅広くリハビリを
経験したい方は、
ぜひ、私たちと一緒に働きましょう!



就職説明・施設見学会の中止について
令和2年度に開催を予定しております、当院主催の就職
説明・施設見学会について、新型コロナウィルス感染拡
大の状況を鑑み、皆様、患者様、職員の健康と安全を
第一に考慮しました結果、開催を中止させていただく
ことを決定いたしました。

なお、個別での施設見学やwebによる就職説明会にて、
対応いたしますので、当院への就職をご検討されている
方は、お気軽にご連絡ください。

また、ホームページやブログにて、当院の様子や安房
地域の特徴をお伝えできるよう情報を発信してまいり
ますので、ご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。



興味をお持ちの方はこちらをご覧ください
たてやま整形外科クリニックホームページ
http://www.tateyama-seikei.com

たてやま整形外科クリニックスタッフブログ
http://tatesei.exblog.jp

PT-OT-ST.NET 求人掲載
http://www.pt-ot-st.net



問い合わせ先
〒２９４-００４３
千葉県館山市安布里２２９
医療法人社団 志高会
たてやま整形外科クリニック
電話番号:０４７０-２４-７７７８
担当者:高橋(リハビリテーションセンター)

質問の答え｜①前鋸筋上部線維 ②肩甲下筋
※ぜひ一緒に働きながら勉強しましょう!



平砂浦海岸
撮影：中島大悟(PT)


