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 午前診＋昼診のシフトで、夕方が可能！

クリニックは夜間診まであり、帰宅が遅くなる印象があります

当院は、月・木・金で昼のリハビリ（13：00～15：40）を行っております。

午前と昼のリハビリで出勤の場合、夕方には退勤できます

★夜間診で働く意義

午前診・昼のリハビリはご高齢の方が多く、夜間診は若年・中高年の方の割合が増えます。

若年・中高年の方はご高齢の方に比べ、加齢による筋委縮や関節の変形が少ないです。

ご高齢の方のみを対象に携わるよりは、夜間診含め勤務し、老若男女問わず評価・治療に

携わることで、より正確な理学療法評価・治療が出来ると考えています。

 外来時間外の訪問リハビリ勤務で、その分どこかで休みを取得！

例：時間外に月4件訪問リハ実施⇒どこかで1日休み、もしくは半休2回

当院の特徴① 2種類のシフト制
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 当院では、外来リハビリと兼任していただきます
★兼任する意義

外来と訪問で学べる内容が違うため、兼任することで相互のリハビリに活かせると考えています。

兼任しても負担にならないよう、外来リハビリと同じ予約表で予約管理をしています。
訪問リハビリは移動の時間もあるため、余裕をもった予約時間の設定にしています。

 1回のリハビリは40分（稀に60分）、移動手段は電動自転車
①近隣が一方通行が多い、②運転免許を持っていないスタッフもいる、③交通安全面、など

から、電動自転車での移動を選択しております。

当院から半径3km圏内にお住いの利用者さんを対象にしており、5～15分程での移動です。

夏季用UVカットパーカー、冬季用ダウンジャケット、雨天用の雨具も支給します。

 訪問リハビリの対象疾患
整形外科疾患が多いです。脳血管疾患やパーキンソン病の方もいらっしゃいます。

 新卒採用の場合、1～2年程度は外来リハビリで勤務
まずは外来リハビリである程度各身体部位の理学療法に慣れてもらいます。

また、訪問リハビリの従事は、絶対ではありません。

興味があるか面談等で聞きながら携わってもらいます。

初めは軽度の方や、先輩と週1回ずつ交代介入でのダブル担当などを行っております。

当院の特徴② 訪問リハビリ兼任
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当院の特徴③ 産前産後リハビリ

 2021年11月より、産前産後のリハビリを特色の1つとして取り組み始めました
まだ始めて間もないため、患者数は少ないです

 女性スタッフに外部の研修を受けて担当していただきます

 参加している研修

日本ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法研究会 研究会主催研修会
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http://jspt.japanpt.or.jp/jsptwmh/seminar/index.html


当院のリハビリ運営経歴

2014年4月 施設基準 運動器リハビリテーション（Ⅱ）開始

2018年9月 訪問リハビリテーション開始

2019年7月 昼のリハビリ開始、シフト制勤務導入

2021年8月 施設基準 運動器リハビリテーション（Ⅰ）開始

2021年11月 産前産後リハビリ開始

2022年5月 訪問リハビリ従事者のシフト制勤務拡充

2023年秋 分院展開予定

目次に戻る

⚫今後の事業拡大構想
 分院展開

 自費リハビリテーションの開設



PTスタッフ構成

⚫ 常勤5名

男性1名、女性4名
（内新卒採用2名、短時間正社員1名）

30代1名、20代4名

ホームページにスタッフ紹介があります こちらをクリック

⚫ 非常勤7名

男性5名、女性2名

40代2名、30代2名、20代3名
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https://sawadaseikei.jp/rehabilitation


1日の業務の流れ
①午前診と夜間診出勤の場合
 午前診

8：45 出勤、着替え、カルテの確認など
8：50 朝礼
9：00 診療・リハビリ開始
12：20 リハビリ終了、片付け・カルテ記載
12：30～13：00 カルテ記載し終了

 休憩12：45～15：45
(空いている診察室で休憩もしくは帰宅)

 夜間診
15：45 出勤、着替え、カルテ確認
16：00 診療・リハビリ開始
19：40 リハビリ終了、片付け・カルテ記載
19：30～20：15 カルテ記載後、退勤
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1日の業務の流れ
②早上がり出勤の場合

 午前診
8：45 出勤、着替え、カルテの確認など

8：50 朝礼

9：00 診療・リハビリ開始

12：00 リハビリ終了

 休憩12：00～13：00（リハビリ室で休憩しています）

 昼～夜間診
13：00 リハビリ開始

15：40 昼のリハビリ終了、カルテ記載、夜間診準備

16：00 夜間診・リハビリ開始

17：25 リハビリ終了、カルテ記載

17：30～18：15頃 カルテ記載後、退勤
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1日の業務の流れ
③遅出出勤の場合

 午前診
10：45～ 着替え、出勤、カルテの確認

10：50 診療・リハビリ開始

12：20 リハビリ終了、カルテ記載、昼診の準備

13：00 昼のリハビリ開始

14：45 昼のリハビリ終了

 休憩14：45～15：45
（空いている診察室やレントゲン室で休憩）

 夜間診
15：45 カルテ確認

16：00 夜間診・リハビリ開始

19：45 リハビリ終了、カルテ記載

19：30～20：15頃 カルテ記載後、退勤
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1日の業務の流れ
④新人研修

 水曜・土曜の午後を研修のみで出勤

実技は先輩複数人で指導

研修内容

 当院の診療ルール

 薬物療法の理解

 軟部組織モビライゼーション（ストレッチなど）

 関節モビライゼーション

 モーターコントロール・運動療法

 自主トレーニング指導

 生活指導

 基本動作練習 など
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長い休憩時間も、ストレスなく過ごせるように

 空いている診察室やレントゲン室を
半個室様にして、個々でゆっくりと過ごしています。
休憩のスタッフどうしで近隣へ外食もしています。

 自宅が近いスタッフは帰宅している方もOK

 院内のWi-Fiルーター経由で、無料でインターネットを利
用してもらえます。

 参考図書、理学療法ジャーナル、過去に参加した研修
の資料等、参考資料はある程度蔵書しています。
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効率よく、残業が少なく、働けるように
常に業務の改善を図っています

 電子カルテ使用（院内に9台設置）

 予約制でのリハビリ
1日最大19単位（1単位20分）

1単位もしくは2単位で介入します。1単位の患者さんが多いです。

外来リハの特性上、雨天や体調不良等によりキャンセルがあります。

そのため、平均すると1日で14～15単位です。

1人のPTにキャンセルが多発している場合、他のPTから患者さんを移行させます。

皆が概ね同じぐらいのリハビリ時間になり、1人だけに負担がかかりません。

 物理療法治療、リハビリの予約業務は、基本的にはリハビリ受付さんが実施

 残業時間は月平均2～3時間程度
1日15～30分程で、定時で退勤できる日の方が多いです。

残業時間には、後述するリハビリカンファレンスも含んでいます。
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リハビリ以外の業務内容
 松葉杖指導

 リハビリカンファレンス（月1回、土曜日）
診療終了後、12時半頃から30分～1時間程度（残業扱いになります）

 消防訓練（半年に1回、ローテーション）

 診察券や患者さんへの説明用の資料など、院内で手作りしている
物の作成・印刷・修正

 当院のホームページ等の簡単な修正作業

 リハビリカンファレンスや研修参加の報告を当院の公式Facebook・
Instagramへアップ
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外来患者の年齢別の患者数(2022年5月)

平均年齢69.5歳 合計人数341人

目次に戻る
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外来患者の疾患部位別の患者数(2022年5月)

※ 複数箇所を罹患されている方もいます
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外来患者の特徴
 高齢者が最も多い。1/3は中高年の方で、若年層は少なめ
高齢者の主な疾患：骨折、変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症など

中高年の主な疾患：五十肩、椎間板ヘルニア、慢性の頚部痛・肩こり・腰痛

 部位としては、胸腰部＞＞肩＞頚部・膝
ここ1～2年間で、肩の患者さんが増えております。

近隣の総合病院より、

当院の肩のリハビリに対して評価をいただいているとのことで、

紹介していただける件数が増えております。

 近隣病院からの保存療法・術後フォロー
肩腱板損傷保存療法・術後のフォロー、骨折術後、TKA術後、

アキレス腱断裂術後、脊柱管狭窄症の術後、等

 学生のスポーツ障害（野球肘、シンスプリント、オスグッド病）
若干名はいますが、そう多くはありません。

思春期以下の学生については、同性の理学療法士で対応するようにしています

目次に戻る



当院の理学療法コンセプト
 特に何かの手技・コンセプトをしないといけないということはありません。
基礎理学療法を質を保って行うこと
が重要と考えております。

 関節可動域練習（徒手療法含む）、運動療法、自主トレーニングの指導、セル
フケアの指導、生活指導を、
必要に応じてバランス良く行うこと
を大事にしています

 新人の間は難しいですが、最終的には、
臨床推論（クリニカルリーズニング）
を行いながら治療を進めることを目標としています

 理学療法のみに固執しすぎない
理学療法での改善が難しいと判断した場合、素早く医師と連携をとり、内服の切り替えや

関節内注射の導入の必要性等、他の治療方法も検討します。

理学療法があくまでも治療手段の1つということを念頭におき、治療に取り組んでおります。

目次に戻る



新人の業務拡大の流れ・目安

 ４～６月は見学・模倣・研修・雑務を中心です。
６月以降もしばらくの間は、介入時間・カルテ記載の時間以
外は

 1日に診る患者数・単位数は徐々に増やしていきます

目安

※ 4月は免許到着の時期によります

 担当する疾患・重症度も徐々に増やしていきます
対応する疾患の順序の目安
腰部・膝・頚部・指 ⇒ 軽症の肩・手関節・ ⇒ 重度の肩など

軽度患者 ⇒ 重症・リスクのある患者

月 4 5～6 7～8 9～12 1～3

単位数 ～4 4～8 8～12 12～16 16～19
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新人教育

 1つずつ丁寧に研修
PTに必要な知識・技術は多岐にわたります。
そのため必ずではないものの、
ある程度疾患と症状に対する
マストな内容を指導していきます。
その疾患に必要な内容を研修してから、
患者さんを診てもらいます。
個々の患者さんに関する個別指導は、その都度行います。

 内容のマニュアル化
マニュアル化しチェックすることで

評価・治療のし忘れの確認や

復習がしやすくようにしています。
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新人教育マニュアル①(一部抜粋)

目次に戻る※マニュアルは変更・改善する可能性があります



新人教育マニュアル②(一部抜粋)

目次に戻る※マニュアルは変更・改善する可能性があります



医師の診療との共通ルールや迷いやすい方針も
ある程度マニュアル化しています

診療ルールのマニュアル（目次のみ抜粋)

 理学療法介入に関すること

 単位数

 介入頻度の目安

 終了の目安

 介入内容

 介入時間

 介入部位

 PT担当制

 書類・記録に関すること

 カルテ記載

 計画書の目標期間

 診察・検査に関すること

 レントゲン検査がある方

 診察で行う治療の把握

 診察で禁止していること

 診察で行う自主トレ指導、生活指導

 その他

 「痛み止め」という表現

 整骨院・鍼灸院への通院

 患者さんはフルネームで声掛け
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新人研修以外の研修・勉強会
●院内研修

 月1回のリハビリカンファレンス（土曜、診療後）

 外部へ依頼しての薬物療法の研修会（月に1～3回）

 月１～2回、理学療法士同士での勉強会
症例検討、ハンドリングの練習、伝達講習など

●院外研修

 外部研修への参加を推進しています
平日・土曜の研修も有給にて参加可。内容は少し検討しますが、1週間などの長期の研修も

推進します

 院長が参加される整形外科学会学術大会へ同行できます（参加費全額補助）

●個人での研修材料

 「メディカルプレス 月刊理学療法」年間購読 内容の詳細はこちらをクリック

 その他、参考図書、過去に参加した研修会の資料なども蔵書してます
⚫ 研修材料は貸し出しも可能にしてあります
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リハビリカンファレンスの様子

・月1回・土曜日に実施

・医師へ相談したい担当患者を挙げ、症例検討を行います

・画像所見や検査結果、治療方法などを検討します

目次に戻る



勉強会の様子

大円筋のストレッチ ショパール関節の関節モビライゼーション

目次に戻る



学会への参加

第95回日本整形外科学会学術総会

目次に戻る



部分的に英語でのリハビリカルテ記載
 リハビリカルテの記載はSOAP形式

 英語に見慣れていく取り組みとして、部分的に英語でのカルテ記載をしています

英語で記載しているのは、関節/筋/運動方向/姿勢などの限られた部分だけです

 直接英語を入力するのではなく、日本語で初めのひらがな3文字を入力して変換
すれば、英語が表記できるようにしてあります

 過去の記録でわからない英語があっても、選択して変換すれば日本語で表記され
てわかるようにしています

目次に戻る



福利厚生①
社会保険 協会けんぽを選択可
 社保完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）

◆ 健康保険は「協会けんぽ」への加入を選択できます
診療所では医師国民健康保険(以下、医師国保)の職場も多いです。
医師国保は定額のため、医師などで高所得であればメリットが大きいです。
デメリットとして、
①扶養家族が増える毎に保険料が増える

②万一の病気やケガにおいて傷病手当金がない（都道府県による）

③育児休暇中の保険料の免除がない

などがあります。
インターネットで検索すると違いが記載されたサイトもあります。ご検討ください。
当院では、どちらでも選択することが可能です。
 月額健康保険料の目安（当院の新卒理学療法士の月給23万円、40歳以下、
扶養家族がいない場合の想定。2021年11月時点の保険料で計算）：
医師国民健康保険⇒月額18,500円
月給に関係なく定額、賞与での保険料なし、扶養家族がいれば1人につき＋15,000円

協会けんぽ⇒月額11.833円
月給により変動（月額が医師国保と同じ18,500円になる月給は約36万円）
賞与にも健康保険料がかかる（賞与23万円の場合11.833円）
扶養家族が増えても保険料は増えない
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福利厚生②
日本理学療法士協会年会費を全額補助
 日本理学療法士協会年会費を全額補助（2万円＋税）
日本理学療法士協会へ入会するメリット
⚫ 生涯学習制度により、制度に沿って研鑽することで、

一定以上の知識・技術の維持・向上が可能になります

⚫ 日本理学療法士協会 クラブオフ利用可能
会員限定の優待サービスで、
カラオケ・レジャー・宿泊などの割引等の
優待を受けられます。
詳細はこちらをクリック

当院のPTも、全員が登録理学療法士以上
の取得ができるよう目指しています。

現在の常勤PTは、
認定理学療法士1名
登録理学療法士2名
前期研修修了3名です

生涯学習制度の詳細はこちらをクリック
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福利厚生③
休暇・その他・設備・貸与品・支給品
 夏季休診（令和4年度3日）

 年末年始休診（令和4年度7日）

 有給休暇（法定通り）

 出産・育児休業休暇（男性スタッフも取得歴あり）

 介護休暇

 短時間正社員制度

 交通費支給（月額2万円まで）

 制服（スクラブ・ポロシャツ・ズボン）貸与、靴支給
訪問リハ用夏季UVカットパーカー、冬季用ダウンジャケット、雨具支給

 職員用トイレ

 職員用ロッカー（男性スタッフは荷物置きラック）

 電子レンジ・冷蔵庫・ウォーターサーバー

 院内Wi-Fi利用可

 健康診断（血液検査）

 インフルエンザ予防接種補助(無料)
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