
たてやま整形外科クリニック

事業所紹介パンフレット



触察から地域リハまで、

幅広い経験を



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



クリニック概要



当院は温暖な
千葉県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

館山市



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



勤務時間

出勤日

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



リハビリスタッフ

⚫理学療法士｜9名

⚫作業療法士｜2名

⚫受付・体操指導｜3名

事業内容

⚫外来リハビリ

⚫通所リハビリ

⚫訪問リハビリ

⚫地域リハビリ活動



外来リハビリ

⚫ 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



⚫ リハビリテーションに特化した
短時間型通所リハビリ事業所です

⚫ 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



⚫ 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
当院の訪問リハビリの
大きな特徴です

訪問リハビリ



地域リハビリ活動

⚫ 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

⚫ 館山市でシームレスなリハビリ提供体制を
構築す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

ロコモクラブ健脚道場｜たてやまかいごフェスタに出展



教育制度



新人教育

⚫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



令和3年度の新人教育のスケジュール

課題 担当疾患 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1-2名

6月 肩関節の評価 腰部/股関節疾患の保存療法 午前2名/午後3名

7月 足部・頚部の評価 肩関節疾患の保存療法 午前3名/午後4名

8月 足部の評価 頚部疾患の保存療法 午前4名/午後5名

9月 足部の評価／症例報告準備 午前5名/午後5名

10月 手関節の評価／症例報告 足部疾患の保存療法

午前5名/午後6名11月 肘関節の評価 手関節疾患の保存療法

12月 肘関節疾患の保存療法

⚫ 新卒者でも無理なく症例を担当できるよう、計画を立てています

⚫ 月に1度の面談で、診療面だけでなく、健康・生活面での相談にも乗り、
安心して当院での業務に慣れていけるようサポートしています



作業療法士

R2年4月入職

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れます

⚫ 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



⚫画像所見と身体所見、
社会的背景などの情報を
共有したうえで、
患者様の治療方針について
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



教育制度

⚫PT・OT協会の生涯学習制度と連動した
キャリア支援を行っています

⚫学会・研修会参加への支援制度もあります

院内勉強会学会発表 セミナー開催



TOC体表解剖勉強会

⚫ 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

僧帽筋のマッピング 勉強会風景



触察で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

理学療法士

H28年4月入職

千葉県館山市出身

千葉医療福祉専門学校



リハスタッフへのアンケート

全編はこちら



臨床もしくは業務で力をいれていること

⚫ 患者様に寄り添い、患者様と共に
問題解決に向けてのゴールを目指すこと

⚫ 先輩療法士の行動や対応の仕方など、
見て参考にすること

⚫ 活動参加へ繋がるリハビリの実施

⚫ 体表解剖をベースに正確な筋の触察を
行うこと

⚫ 身体機能だけではなく、
環境面へのアプローチを重要視すること

⚫ 患者様の訴えにしっかり耳を傾けること

⚫ 医療人・社会人として成長できる
環境づくり など



⚫フィッシング

⚫ツーリング

⚫サーフィン

⚫ジョギング

⚫スイミング

⚫自然で子供と遊ぶ

⚫野球

⚫家庭菜園

⚫映画鑑賞

⚫勉強

⚫スポーツの指導 など

趣味・休日の過ごし方



館山・南房総エリアで働く魅力

⚫ 綺麗な空気、海、山

⚫ 歴史のある街、神社、寺がある

⚫ 地域密着型の特性がある

⚫ 自然豊かで温暖な地域である

⚫ 人が温かくて、生活しやすい

⚫ 自然豊かで治安も良く、
都心へのアクセスも良い

⚫ 星が綺麗に見える

⚫ 事業所をまたいだ専門職同士の
つながりがある など



理学療法士の募集



理学療法士募集中！

⚫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理学・作業療法士を募集しています。

⚫今年度は、個別対応で、対面もしくはオンライン形式に
よる就職説明・施設見学会を開催しております。

⚫ご希望される方は、当院ホームページの採用情報の
施設見学・web就職説明会お申し込みフォームにて
お申し込みください。

⚫ホームページでは、クリニックの雰囲気や自然豊かな
安房地域で働くイメージがお伝えできるよう情報を発信
しております。安房地域での就職をお考えの方は、
是非ご覧ください。



お問い合わせ先

〒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)

HP：https://www.tateyama-seikei.com

たてやま整形外科クリニック
ホームページ


