
常勤 12 名  常勤 3 名

非常勤 6 名 非常勤 0 名

常勤 80 名 常勤 66 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

常勤 32 名 常勤 84 名

非常勤 0 名 非常勤 1 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・頭部外傷 ・脊髄損傷
・高次脳機能障害 ・摂食嚥下障害

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

研修内容

受入施設名 医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院

１　施設の概要

輝生会（回復期～生活期）におけるチームアプローチの体感と
基礎的知識・技術の確認

回Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ

渋谷区本町3-53-3

リハビリ関連施設基準

所在地

診療科目

入院　　　　　　173　人　　　　・　　外来（通所あわせて）　110～120人

第1期：平成28年9月26日（月）～平成28年10月7日（金）の全10日間（土日除く）

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

リハビリテーション科

（うちリハ専門医）

理学療法士

研修テーマ

受入日程
及び

受入人数

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（１）

医師

作業療法士

☑訪問リハビリ（☑医療保険　☑介護保険　）
☑通所リハビリ（介護保険）

（　区西南部医療圏）

病床数 　173　床　（うちリハビリ専門病床　173　床）

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

第2期：平成29年1月16日（月）～平成28年1月27日（金）の全10日間（土日除く）

看護師

　　　　10名（内訳としてPT6名、OT6名をそれぞれ上限とする計10名）

（講義・演習）当院取組概要とチームアプローチ、回復期・生活期リハビリテー
　　ション、車いすシーティング、歩行補助具・装具、福祉用具、
　　高次脳機能障害の理解、ケア、基本動作とADL　など

　　　　11名（内訳としてPT6名、OT6名をそれぞれ上限とする計11名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計21名

担当部署 初台リハビリテーション病院　教育研修部　理学療法部門・作業療法部門

電話番号 03-5365-8500（代表）

住所 〒151-0071　東京都渋谷区本町3-53-3

　研修開始時に、早出（7：00～8：30）遅出（18：00～21：00）の見学および生活期拠点（当法人施設
在宅総合ケアセンター成城、在宅総合ケアセンター元浅草）1日見学の希望を聴取します。

訪問・通所リハビリ

言語聴覚士

（ワークショップ）ケースディスカッションやチームアプローチをテーマにした
　　ワークショップなど

①チームアプローチの体感と多職種理解

②回復期～生活期リハビリテーションの流れを知る（主に脳卒中リハ）

③患者・家族の「生活」を見る目を養う

④ケアの重要性を知る

（見学）病棟に所属しケース帯同、各種カンファレンス・ミーティング、
　　早出・遅出、生活期施設

研修目的



常勤 3 名  常勤 3 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

常勤 14 名 常勤 4 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

常勤 3 名 常勤 1 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・進行性筋疾患 ・頭部外傷
・心筋梗塞 ・糖尿病合併症 ・てんかん合併症
・関節疾患 ・腰痛 ・パーキンソン病
・脊髄小脳変性症 ・進行性神経疾患 ・スポーツ外傷
・骨折 ・脊髄損傷 ・脊椎疾患
・骨粗しょう症 ・関節リウマチ ・呼吸器疾患
・高次脳機能障害 ・摂食嚥下障害 ・がん

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

担当部署 慶應義塾大学病院 リハビリテーション科

①【リハビリテーション技術及び知識】：検査と評価・訓練
②【臨床マネジメント】：リスク管理・感染対策・個人情報管理
③【チーム医療】：各種カンファレンス・報告書作成・コミュニケーション
④【その他】：先端的リハビリテーション技術・臨床研究・患者および家族への対応

（見学）各部門の訓練・検査、BCI・HANDSなどの先端的リハビリテーション医療
（講義）急性期リハビリテーションに関する疾患・検査法および訓練法
　先端的リハビリテーション医療、チーム医療など
（質疑応答）
（見学・評価に関するレポート作成）

研修テーマ

　PT・OT・ST合わせて3人まで受入可能
平成28年10月3日（月曜日）から平成29年2月28日（火曜日）までの間で全10日間
※下記日程の中で、受講決定後に受講生と日程調整をし、日程を決定します。

住所 〒160-8582 新宿区信濃町35

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　235　　　　人　　　・　　　外来　11　　　　人

訪問・通所リハビリ

所在地

研修目的

研修内容

電話番号 03-5363-3833（直通）

□訪問リハビリ（□医療保険　□介護保険　）
□通所リハビリ（介護保険）

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

（区西部医療圏）

病床数 1,044　床　（うちリハビリ専門病床　4　床）

理学療法士

受入日程
及び

受入人数

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（２）

医師

作業療法士

言語聴覚士 看護師

診療科目

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、腎臓・内分泌・代謝内科、血液内科、
リウマチ内科、漢方内科、感染症内科、腫瘍内科、外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、心
臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、内視鏡外科、移植外科、腫瘍外科、麻酔科、整形外科、
形成外科、小児科、産科、婦人科、眼科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、頭頸部外科、精
神科、放射線治療科、放射線診断科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、救急科、病理診断
科、臨床検査科

（うちリハ専門医）

受入施設名 慶應義塾大学病院

１　施設の概要

急性期大学病院での脳血管疾患等リハ、運動器リハ、呼吸器リハ、心大血管リ
ハ、がんリハにおけるリハビリテーション技術および知識の向上

心Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者

新宿区信濃町35

リハビリ関連施設基準



常勤 2 名  常勤 2 名

非常勤 名 非常勤 名

常勤 6 名 常勤 3 名

非常勤 3 名 非常勤 1 名

常勤 2 名 常勤 2 名

非常勤 1 名 非常勤 1 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・心筋梗塞 ・スポーツ外傷
・呼吸器疾患 ・高次脳機能障害 ・摂食嚥下障害
・がん

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

受入施設名 公益財団法人東京都保健医療公社　豊島病院

１　施設の概要

急性期病院で多岐にわたる疾患に対する知識とリハビリテーションを学ぶ

脳Ⅰ、廃Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、心Ⅰ、がん患者

東京都板橋区栄町33-1

リハビリ関連施設基準

　　415床　（うちリハビリ専門病床　4　　床）

□訪問リハビリ（□医療保険　□介護保険　）
□通所リハビリ（介護保険）

研修目的

所在地

診療科目
内科、循環器内科、神経内科、精神科、緩和ケア科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、形
成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、
歯科口腔外科、感染症内科、麻酔科、乳腺外科、救急科、病理診断科

（うちリハ専門医）

理学療法士

（　区西北部医療圏）

病床数

住所 〒173-0015 東京都板橋区栄町33-1

担当部署

訪問・通所リハビリ

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　　　　　　75人　　　・　　　外来　　　　20　人

研修テーマ

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

言語聴覚士

リハビリテーション科・脳神経外科・精神科・緩和ケア科・整形外科・内分泌代
謝科などの各診療科医師による疾患等の講義と当院でのリハビリテーションの実
際（ＩＣＵ、ＨＣＵ、ＳＣＵなども含む）

第1期：平成28年10月3日（月）～平成28年10月17日（月）の全10日間（土日祝除く）

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（３）

医師

作業療法士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計18名

看護師

受入日程
及び

受入人数

研修内容

豊島病院　地域医療連携室

電話番号 03-5375-1212（直通）

　　　　PT5名・OT1名の計6名

第2期：平成28年11月7日（月）～平成28年11月18日（金）の全10日間（土日除く）

　　　　PT4名・OT2名の計6名

第3期：平成28年12月5日（月）～平成28年12月16日（金）の全10日間（土日除く）

　　　　PT4名・OT2名の計6名

急性期病院で多岐にわたる疾患に対する知識とリハビリテーションを学ぶ



常勤 17 名  常勤 12 名

非常勤 18 名 非常勤 2 名

常勤 36 名 常勤 31 名

非常勤 2 名 非常勤 5 名

常勤 12 名 常勤 86 名

非常勤 2 名 非常勤 7 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・頭部外傷 ・関節疾患
・腰痛 ・パーキンソン病 ・脊髄小脳変性症
・骨折 ・脊椎疾患 ・関節リウマチ
・高次脳機能障害

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

　理学療法士・作業療法士合わせて10人まで受入可能
　申込書に希望する科を記載すること　　　　　　　　　　　※詳細は別紙のとおり

別紙「平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入」のとおり

研修テーマ

受入日程
及び

受入人数

研修目的

研修内容

平成28年11月28日（月曜日）から平成28年12月9日（金曜日）までの間で全10日間
（土日除く）

住所 〒131-0034　墨田区堤通2-14-1

担当部署 東京都リハビリテーション病院　事務室　経営企画係

電話番号 03-3616-8600（代表）　内線214

☑訪問リハビリ（□医療保険　☑介護保険　）
□通所リハビリ（介護保険）

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（４）

医師

作業療法士

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　　152人　　　・　　　外来　　32人

言語聴覚士 看護師

訪問・通所リハビリ

所在地

診療科目 リハビリテーション科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、歯科、眼科

（うちリハ専門医）

理学療法士

（区東部医療圏）

病床数 165床　（うちリハビリ専門病床　131床）

受入施設名 東京都リハビリテーション病院

１　施設の概要

回Ⅱ、脳Ⅰ、運Ⅰ

墨田区堤通2-14-1

リハビリ関連施設基準



東京都リハビリテーション病院

理学療法科 作業療法科 地域リハビリテーション科

研修テーマ
回復期脳卒中片麻痺患者のリハビリ
テーション

当院におけるリハビリテーションの評
価とアプローチ

維持期のリハビリテーションの実際

研修目的

講義・見学・実技・事例検討などを通
じて、中枢神経系疾患のリハビリテー
ションに関する専門的知識と技術を習
得し、理学療法実務能力の向上を図
る。

講義・見学・実技・事例検討などを通
じて、リハビリテーションの専門的知
識・技術習得を図る。

①訪問リハビリテーションの理解
②非リハビリ専門職（介護職、家族等）に
おける地域リハビリテーションの理解
③在宅医療における地域リハビリテーショ
ンの理解

①中枢神経系疾患のリハビリテーショ
ンに関する基礎知識講座

①回復期リハビリテーション病棟：リ
ハビリテーションの流れ、上肢機能訓
練、ADL訓練等（早出・遅出訓練含む）

①訪問リハビリテーションの見学

②基本的理学療法評価および治療技術
実技練習

②整形外科病棟：評価と実践、スプリ
ント作製研修等

②訪問リハビリテーションについての講
義、演習等

③臨床見学および治療参加
③高次脳機能障害：評価と結果の解釈、
具体的症状へのアプローチ、グループ訓
練

③地域リハビリテーションと地域連携に関
連する会議、研修会の見学

④事例検討およびグループワーク
④在宅復帰アプローチ：生活行為向上マ
ネージメントの運用、福祉用具選定、住宅
改修

④訪問診療同行

⑤リハビリテーション専門医・脳卒中認定
看護師・社会福祉士による特別講義、等

⑤障害者の自動車運転評価と指導
⑤地域リハビリテーションで求められる知
識を学ぶ

⑥関連業務見学（カンファレンス・装具
診、等）

受入体制

○研修期間：　平成28年11月28日～12月
9日　（土・日を除く10日間）
〇研修時間：8:30～17:00
（日程の詳細は、受入決定後、応相談）

○受入人数：3名（理学療法士）
○講師：理学療法科主任級（脳卒中認定
理学療法士含む）

○研修期間：　平成28年11月28日～12月
9日　（土・日を除く10日間）
〇研修時間：8:30～17:00
（日程の詳細は、受入決定後、応相談）

○受入人数：3名（作業療法士）
○講師：作業療法士主任級

○研修期間：平成28年11月28日～12月9
日（土・日を除く10日間）
〇研修時間：8:30～17:00
（日程の詳細は、受入決定後、応相談）

○受入人数：4名（理学療法士、作業療法
士）
○講師：医療福祉連携室　リハビリテー
ション専門医、地域リハビリテーション科
作業療法士

その他

別紙　「平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修 受入」

研修内容

※上記内容から、受講生と事前調整の上、研修の目標と内容を決定する。

お申込みの際に提出する『実務研修受講申込書（個票）』の「受講希望時期」欄に、 

受講を希望する科（理学療法士科・作業療法士科・地域リハビリテーション科のいずれか１つ）を記載してください。 



常勤 1 名  常勤 0 名

非常勤 1 名 非常勤 1 名

常勤 16 名 常勤 16 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

常勤 7 名 常勤 0 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・頭部外傷 ・関節疾患
・腰痛 ・骨折 ・呼吸器疾患
・高次脳機能障害 ・摂食嚥下障害

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

＊事前に賠償責任保険等の加入をお願い致します。
＊研修期間中のご来院に関しては、公共交通機関、当院送迎バスのご利用をお願い致します。
　 車等でのご来院をご希望される場合は、事前にご相談いただきますようお願い致します。
＊研修期間中は、実技を行う場合もございますので、各自白衣等と靴をご持参ください。
＊更衣室はございますが、ロッカーの準備ができない場合がございますので、貴重品は各自管理を
　お願い致します。
＊昼食は、各自でご持参いただくか、当院にて弁当の注文、自動販売機のご利用が可能です。

第1期：平成28年9月26日（月）～平成28年10月7日（金）の全10日間（土日除く）

　　　　計6名

第2期：平成28年11月28日（月）～平成28年12月9日（金）の全10日間（土日除く）

第3期：平成29年1月23日（月）～平成29年2月3日（金）の全10日間（土日除く）

　　　　計6名

①回復期リハビリテーション病棟を中心とした各期の基本的流れ、役割を理解する。

②リハビリテーションに必要な基礎的知識、技術の確認。

①回復期リハビリテーション病棟を中心に臨床場面に触れ、基本的流れ、役割を
　理解する。

②外来、療養病棟、通所・訪問などの見学を通して、生活期の様子を知る。

③リハビリテーションの基本的な評価・治療を確認し、習得する。

受入日程
及び

受入人数

研修目的

研修内容

受入施設名 医療法人財団利定会　大久野病院

１　施設の概要

回復期から生活期におけるリハビリテーションの関わり方

回Ⅱ、脳Ⅰ、廃Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ、がん患者

東京都西多摩郡日の出町大久野6416

リハビリ関連施設基準

訪問・通所リハビリ

所在地

診療科目 内科、皮膚科、リハビリテーション科

（うちリハ専門医）

理学療法士

（西多摩医療圏）

病床数

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

158床　（うちリハビリ専門病床　50床）

□訪問リハビリ（□医療保険　□介護保険　）
☑通所リハビリ（介護保険）

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　　　　　　　約80人　　　・　　　外来　　　　　　　約10人

言語聴覚士 看護師

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（５）

医師

作業療法士

研修テーマ

住所 〒190-0181　東京都西多摩郡日の出町大久野6416

担当部署 大久野病院　リハビリテーション部

電話番号 042-597-0873（代表）

④事例検討やグループワークなどを通して、プログラムの立て方、目標設定の考え方を
　学ぶ。

　　　　計6名

※PT、OTの人数配分に関しては、申込状況に合わせて調整します。　　　計18名



常勤 4 名  常勤 2 名

非常勤 名 非常勤 名

常勤 28 名 常勤 16 名

非常勤 名 非常勤 名

常勤 5 名 常勤 20 名

非常勤 名 非常勤 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・頭部外傷 ・骨折
・脊髄損傷 ・脊椎疾患 ・関節リウマチ
・呼吸器疾患

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

　損害賠償保険に加入していると望ましい。

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（６）

受入施設名 独立行政法人国立病院機構村山医療センター

住所
〒208-0011
東京都武蔵村山市学園２－３７－１

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　延　　400.6　　人　　　・　　　外来　延　　1.7　　　　人

診療科目
内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、リウマチ科、外科、整形外科、泌尿器外科、
リハビリテーション科、放射線科、歯科、麻酔科

担当部署 北多摩西部医療圏地域リハビリテーション支援センター事務局（担当：齊藤）

電話番号 042-561-1221（代表）

１　施設の概要

所在地 武蔵村山市学園２－３７－１ （　　　北多摩西部医療圏）

訪問・通所リハビリ
□訪問リハビリ（□医療保険　□介護保険　）
□通所リハビリ（介護保険）

リハビリ関連施設基準 地域包括、回Ⅰ、脳Ⅰ、運Ⅰ、呼Ⅰ

病床数 303床　（うちリハビリ専門病床　40床）

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

医師 （うちリハ専門医）

理学療法士 作業療法士

言語聴覚士 看護師

■作業療法士

第1期：平成28年11月28日（月）～平成28年12月 9日（金）の全10日間（土日除く）

第2期：平成29年 1月16日（月）～平成29年 1月27日（金）の全10日間（土日除く）

第3期：平成29年 2月 6日（月）～平成29年 2月17日（金）の全10日間（土日除く）

①回復期リハ病棟、②地域包括ケア病棟、③脊髄損傷専門病棟、④整形外科病
棟の各領域での臨床を経験する。

村山医療センターが有する各病棟における最新のリハビリテーション技術等の
実践

※1クールあたり3名を上限にして受入を行う。

①回復期リハ病棟、②地域包括ケア病棟、③脊髄損傷専門病棟、④整形外科病
棟の各領域での臨床を理解するとともに、それらに必要な臨床技術、知識の確
認。

研修テーマ

受入日程
及び

受入人数

研修目的

研修内容

■理学療法士

第1期：平成28年 9月 5日（月）～平成28年 9月16日（金）の全10日間（土日除く）

第2期：平成28年10月17日（月）～平成28年10月28日（金）の全10日間（土日除く）

第3期：平成28年11月 7日（月）～平成28年11月18日（金）の全10日間（土日除く）

第4期：平成28年12月 5日（月）～平成28年12月16日（金）の全10日間（土日除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計21名



常勤 1 名  常勤 1 名

非常勤 1 名 非常勤 1 名

常勤 6 名 常勤 5 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

常勤 3 名 常勤 0 名

非常勤 0 名 非常勤 0 名

３　利用の多い症例（疾病）

・脳血管疾患 ・頭部外傷 ・関節疾患
・骨折 ・高次脳機能障害 ・摂食嚥下障害
・がん

４　実務研修概略

５　研修内容に関するお問い合わせ先

６　備考（申込時の注意など）

別紙「若手の理学療法士及び作業療法士実務研修　概要」のとおり

住所 〒189-8511　東京都東村山市青葉町1-7-1

担当部署 多摩北部医療センター　リハビリテーション科

電話番号 042-396-3811　　内線2250

受入日程
及び

受入人数

研修テーマ

研修目的

研修内容

第1期：平成28年11月28日（月）～平成28年12月9日（金）の全10日間（土日除く）

第2期：平成28年12月5日（月）～平成28年12月16日（金）の全10日間（土日除く）

理学療法士：第1期・第2期合わせて最大2名。

作業療法士：第1期・第2期合わせて最大2名。

　※詳細は別紙のとおり

別紙「若手の理学療法士及び作業療法士実務研修　概要」のとおり

平成２８年度若手の理学療法士及び作業療法士実務研修受入実施センター　一覧

（７）

医師

作業療法士

　344　床　（うちリハビリ専門病床　2　床）

□訪問リハビリ（□医療保険　□介護保険　）
□通所リハビリ（介護保険）

２　スタッフの充足状況（平成28年4月1日時点)　※リハビリテーション部門のみ

受入施設名 公益財団法人東京都保健医療公社　多摩北部医療センター

理学療法士

（　北多摩北部　医療圏）

病床数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計4名

1日あたり
ﾘﾊﾋﾞﾘ実施人数

入院　ＰＴ　80人／ＯＴ　45人　・　外来　ＰＴ　1～2人／ＯＴ　10～12人

言語聴覚士 看護師

訪問・通所リハビリ

１　施設の概要

急性期におけるリハビリテーション評価と治療

脳Ⅰ、運Ⅰ、廃Ⅰ、がん患者、歯リハⅡ

東京都東村山市青葉町1-7-1

リハビリ関連施設基準

①

所在地

診療科目
内科、内分泌代謝内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、血液内
科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外
科、精神科、小児科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科

（うちリハ専門医）



 

 
若手の理学療法士及び作業療法士実務研修 概要 

 

研修テーマ： 

急性期におけるリハビリテーション評価と治療 

研修日程： 

 理学療法士・作業療法士ともに１０日間 

  第１期：平成２８年１１月２８日（月）から１２月９日（金）まで 

 第２期：平成２８年１２月５日（月）から１２月１６日（金）まで 

研修目的： 

 当院における急性期のリハビリテーション（主に脳血管リハビリテーション、運動器リハビリ

テーション）に関して、講義・見学・治療・事例検討などを通じて基礎的知識および技術を確

認していく。 

研修内容： 

① 急性期のリハビリテーションの基本的な流れや役割を理解する。 

② 事例を通じてリハビリテーションの基礎的知識を確認する。 

③ 基本的な評価方法や治療技術を確認する。 

④ リハビリテーションに関連する業務を見学・経験する。 

（リハビリテーション診察、救急外来診察、ボツリヌス治療、手術見学、院内で開催する

カンファレンスや勉強会への参加など） 

受入体制： 

理学療法士：第１期・第２期合わせて最大２名。 

作業療法士：第１期・第２期合わせて最大２名。 

備考： 

・賠償責任保険等の補償制度に加入していることが望ましいです。 

・研修時間…８時３０分～１７時１５分。初日は８時３０分までにリハビリテーション外来受付

までお越しください。 

・被服の貸与を行いません。普段使用している白衣や靴、名札、筆記用具を持参してください。 

・お昼は院内レストランまたは売店で購入していただくか、ご持参ください。 

・研修期間中の欠席、遅刻などの緊急連絡は下記までご連絡ください。 

 

公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

〒189-0014 東京都東村山市青葉町 1-7-1 

TEL：042-396-3811（代表） 

担当：理学療法士 新倉・神田 

作業療法士 菊地・石田 
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