
白岡中央総合病院
リハビリテーション技術科紹介

「地域の皆様が
その地域でその人らしく暮らせるよう支援します」

当院リハビリテーション技術科の理念



白岡中央総合病院 埼玉県の白岡市にあります



白岡市
白岡市は人口約52,000人の都市です。
2012年より白岡町から白岡市へと変わりました。
県内住みよさランキング5位、安心度は1位！

※三菱UFJ不動産 2019年度

【電車でのアクセス】
JR宇都宮線白岡駅下車徒歩約7分
新宿・上野から45分、大宮から15分



病院紹介
病床数256床（一般148床・回復期41床

地域包括ケア病床14床・障害53床）

常勤職員数439名 常勤医師数 26名

診療科目

内科／神経内科／消化器内科／循環器内科／腎臓内科／

小児科／外科／消化器外科／乳腺外科／整形外科／脳神経
外科／皮膚科／泌尿器科／眼科／耳鼻咽喉科／放射線科／
麻酔科／リハビリテーション科

救急科／地域診療科／血液浄化療法（血液透析)／

人間ドック・各種健康診断

訪問看護／訪問リハビリテーション



施設基準

•脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
•運動器リハビリテーション料Ⅰ
•呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
•心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
•回復期リハビリテーション料病棟入院料Ⅰ
•がん患者リハビリテーション料

近隣の方々をはじめ、地域のニーズに合わせた医療を提供でき
るよう努めています。

急性期から回復期さらに生活期まで幅広い病期に対応していま
す。



リハビリテーション技術科人数構成

ST 14名
OT 27名
PT 58名
助手 2名
計 101名

2020.6現在



リハビリテーション技術科チーム体制

内科
チーム

回復期
チーム

整形・外来
チーム

1～3年目までは、内科・整形・回復
期チームを1年間ずつローテーション
4年目以降は可能な限り希望の
チームへ配置予定

訪問チーム 地域包括ケア
チーム

STは内科チームと回復期チームに所属



リハビリテーション技術科教育体制
（クリニカルラダー制度）

初級ラダー（1～3年目）
指導の下、業務を学ぶ時期

中級ラダー（4～6年目）
自立して、業務を遂行する時期

マネジメントラダー
人事・環境管理

スペシャリストラダー
専門資格を極める

多様な働き方



新人育成体制

4月 5月 6月 7月

目標単位数
12単位

目標単位数
14単位

目標単位数
16単位

目標単位数
18単位

7月以降は
18単位を維持

プリセプター制度

各チーム5年目以上のスタッフがプリセプターとなり基本
業務から臨床業務のアドバイスをしています。

入職後4ヶ月間の業務量の目安



職種別紹介



ST紹介 ①人員構成 14名（男3：女1１）
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STチーム紹介

内科チーム
対象は摂食嚥下障害の方がメイ
ンとなります。急性期から生活期
まで幅広くみていくことができます。

回復期チーム
対象は脳血管障害による失語症、
その他の高次脳機能障害、運動障
害性構音障害が主です。



ST室です。

広々していて患者さんも落ち
着いてリハビリに励んでいま
す♪

検査道具もたくさん揃ってい
ます。OTとタッグを組んで高

次脳機能障害のアプローチ
もしています。

今年度購入した舌圧測定器。
時代に沿った必要な物品をST

で話し合って購入してもらって
います。



「言語聴覚士」の資格の取得は働くための入り口です。そこから更に自
分の専門性を深めていくことで、より充実したSTになれると思います。

当院では様々な資格を取ることを全面的に支援しています。研修のため
に必要な費用や時間の支援はもちろんバックアップがあります。
また、資格を持った先輩から取得のための支援も積極的に行います。

専門資格取得の支援

意欲のあるSTを歓迎します！
一緒に勉強していきましょう♪



ディサースリア認定セラピスト

構音障害の患者様と関わる時、一様のアプローチになって
しまいがち…運動生理学も改めて理解した上で自分の引き
出しを増やしたくて取りました。
当院のSTメンバーにも技法を伝達して広めています。

NST専門療法士

栄養障害に関わる資格。食事を摂取することは「栄養」を
摂っていくことです。資格取得に必要な研修も業務で通わ
せてもらい、病院からの公費で受講させてもらいました。
バックアップがあったからこそ取れました！

摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
摂食嚥下障害にまつわる分野は多岐に渡り、
そしてまだまだ発展途上な分野であると思います。
この業界で先陣を切ったSTになりたくて取りました。

主な資格取得STの声



幅広い領域で関わることが出来る！

経験年数の幅が広い！

勉強できる機会が多い！

当院は急性期から回復期、生活期、そして訪問リハ
ビリテーションと幅広く患者さんと関わることが出来
ます。入院した患者様のあらゆる期に関わることで、
患者様の全体像をとらえる力をつけられます。

1年目から15年目まで様々な経験年数のSTがい

ます。経験年数が上の人に相談しやすい環境も
整っていますし、若者のアイディアで業務を進め
ることもあったり、チームワークよく業務を行って
います。

リハビリテーション技術科内や院内など様々な規
模で、その時々必要な勉強会を開催しています。
また、外部で勉強する機会も支援しています。疑
問に思ったことを追求できる環境です。

STはさらにこんなところも！



OT紹介 ①人員構成 27名（男8：女19）
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OTチーム紹介

整形外科病棟・外来チーム
手の外科や大腿骨頚部骨折、腰
椎圧迫骨折を対象としています。

手の外科に関しては外来でもリハ
ビリを行なっています。

内科病棟チーム
脳卒中の急性期や肺炎、心不全
の方のリハビリを行なっています。
早期離床とADLの拡大を実施して
います。

地域包括ケア病棟チーム
急性期の治療を終了し、在宅
復帰を目指す患者様が対象
自宅復帰に向けたADLの獲得
に力を入れてます。

回復期病棟チーム
脳血管疾患や大腿骨頚部骨折、
脊椎圧迫骨折の患者様が対象
IADLや園芸、Activityなどを行って
います。

訪問チーム
急性期や回復期病棟から退院し、リ
ハビリの継続を必要とする方が対象

自宅での生活が行いやすいように
アプローチを進めていきます。



PT紹介 ①人員構成 ５８名（男３７：女２１）
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PTチーム紹介

整形外科病棟・外来チーム
・骨切・靭帯損傷
・変形性関節症など

外来ではスポーツ疾患などにも
対応しています。

内科病棟チーム
・肺炎・心不全
・脳卒中の急性期・廃用症候群

リスク管理と早期離床に力を入れて
います。

地域包括ケア病棟チーム
・急性期の治療を終了し、在宅復帰を
目指す患者様が対象
自宅復帰に向けたADLの獲得に力を
入れてます。

回復期病棟チーム
・脳血管疾患・大腿骨頚部骨折
・脊椎圧迫骨折

在宅生活を見据えた退院調整に
力を入れています。

訪問チーム
・急性期や回復期病棟から退院し、
リハビリの継続を必要とする方が
対象

自病院のスタッフ、地域のケアマ
ネージャーとの連携に力を入れて
います。



各職種インタビュー



セラピストインタビュー ST
◆白岡で今、頑張っていること

当院では2018年度からSTの集団リハビリテーション療法を始めました。

私はメンバーとして、課題の作成や実施に携わっています。患者様同士が

関わることになるので楽しい雰囲気作りが大切です。始めは大勢の前で話

すことに緊張しましたが、徐々に落ち着いて話せるようになってきました。

患者様に「次も参加しようかな」と言ってもらえると嬉しく思います。

◆白岡の良いと思うところ

STは内科と回復期の2つのチームに分かれています。それぞれの分野を

深く勉強することができ、専門性を高められます。休みも取りやすいので

院外の勉強会に参加する予定を立てやすく学びやすい環境だと思います。

◆アピールポイント

現在、STは14名で働いています。他の病院に比べると充実した人数だ

と思います。話しやすく頼りになるSTばかりです。何でも相談しやすいと

思います。



セラピストインタビュー OT

◆入職のきっかけ

学生での臨床実習で、バイザーの先生方にとても親切、丁寧に教
えて頂き勉強になりました。今でもリハビリ介入の際に実施してい
ることがいくつもあります。また、急性期、回復期、維持期があり
幅広い疾患に対しての経験ができると思い当院に決めました

◆入職してよかったこと

上司、先輩方がとても親切で、仕事の上で分からない事があると
こちらが理解するまで丁寧に説明してくださいます。また、PT、
ST、看護師といった他職種とも密な連携がとれていて、患者様一人
一人に対して親身に考え目標に向かっていけるので、とてもよかっ
たと思いました。

◆新人教育体制

入職した際の研修や、初級ラダーでの症例発表といった新人教育
システムが整備されており、とても勉強になりました。特に、症例
発表は緊張しますが、先輩方の考えや知識を多く聞かせていただけ
るので良い経験になると思います。



セラピストインタビュー PT

◆産休・育休制度を利用して

白岡に就職し、結婚妊娠出産を経て現在、時短で勤務させていた
だいています。妊娠中も初期から体の負担にならないようにと、勤
務形態、業務内容、お休み等の配慮をしていただき、大きなトラブ
ルやストレスなく産休に入るまでの期間、安心して働くことができ
ました。

◆復職後の働き方

育児休暇期間を終えてからは時間短縮制度を利用し復職していま
す。子供の体調不良や行事などのお休みを頂くことも多く、周りの
スタッフへ負担をかけてしまうことも多々ある中、皆さん快く対応
して頂き、働きやすい職場だと思います。

また、日々仕事の相談だけでなく、子育ての悩みなども相談でき、
充実した日々を過ごせています。



1日の業務内容

8:30

・チーム朝礼
・スタッフ間での情報共有
・患者さんカルテの情報収集

8:50～
12:00

・入院、外来リハビリ
・カルテ記載

12:00～
13:00

・1時間休み
・日によってチーム内勉強会

13:00～
17:30

・入院、外来リハビリ

17:30

・遅番（19:00まで勤務 月1回 ）
・日によって伝達講習会
・退勤



休暇

•週休2日以上の公休があります

公休年間120日（10日／月）

•入職後3ヶ月で3日、半年で＋7日
（有休消化率 82,2％ 2018年度）

有給休暇

•特別休暇（新婚旅行）：本人5日以内

•配偶者の出産付添等2日以内

特別休暇、出産



勤務例：勤務年数2年目のA君の4月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5
日曜日勤務

6 7
有給休暇

8 9 10
ミーティング

11

12 13 14 15 16 17
公休

18

19 20 21 22
公休

23 24 25
土曜日勤務

26
日曜日勤務

27
公休

28 29
祝日勤務

30
公休

ポイント：土日勤務は月3回。土日・祝日勤務の分平日に公休があります。
有給は平均月1～2日の消化。月に1度19時までのミーティングがあります。



子育て支援

産前・産後休暇

• 産前6週間、
産後8週間

• 毎年数名の
方が利用して
ます

育児休暇

• 子供が1歳に
なるまで

• 毎年数名の
方が利用して
います

その他の支援

• 短時間勤務：
子供が3歳まで
通常勤務時間
（8時間）より最大
2時間減らして勤
務することが可能



見学～応募までの流れ

電話（０４８０－９３－０６６１）

インターン（1日体験見学）

・病院、リハ科の概要説明

・病院案内

・リハビリ見学

・カンファレンスなど参加

院内見学（約2時間）

・病院、リハ科の概要説明

・病院案内

・患者さん1人見学

応募

※7月1日現在、感染症拡大予防のため病院見学・インターンシップは見合わせてい
る状況ですが、詳細をご説明致しますのでご連絡ください。

交通費と昼食支給！



みなさんお待ちしています！


