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お問い合わせ先 
 
〒860-8518 
 熊本市北区山室６丁目８番１号 
  
社会医療法人 寿量会  
 事務部 人事課 (担当：中村) 
 
 ☎  ： 096-345-8111 
 Mail： jinji@juryo.or.jp 



募集職種 

人数 

理学療法士  １～２名 

作業療法士  ２～３名  

言語聴覚士  １～２名 

募集対象 
2022年3月に卒業見込の方及び、既卒者の方で、2022年4月に資格取得見込者及び、
有資格者の方。※採用にあたっては資格取得が必須となります。 

雇用形態 正職員 

採用後 

勤務地 

・社会医療法人 寿量会 熊本機能病院 

・社会医療法人 寿量会 介護老人保健施設 清雅苑 

試験会場 熊本機能病院  

選考方法 

・ 

採用試験 

日時 

書類選考 ※応募者が多数の場合は書類選考を行います 

採用試験 

日時 

２０２１年１１月１３日（土） 

集合 : 9時00分(予定) , 試験開始 : 9時15分(予定)  
※書類選考を実施した場合は、書類選考に合格した方のみ筆記・面接試験をご案
内します 

試験方法 

筆記試験 

・一般教養 ： 共通（選択式） 

・専門試験 ： 応募職種別 専門試験（選択式） 
面接試験 ： 個人面接  
※新型コロナウイルス感染防止の為、試験方法等が変更になる場合があります 

応募締切 ２０２１年１０月２９日（金）必着 

応募方法 

応募書類を送付先までご送付、またはご持参ください 

応募書類 

・履歴書（法人ホームページよりダウンロード） 

          【URL】https://www.juryo.or.jp/recruit/ 

 法人指定様式を上記よりダウンロード後、A3サイズに出力の上ご記載下さい。 

※採用試験日程等の詳細については、履歴書に記載してあるメールアドレ
ス宛にご案内いたしますのでお間違いないようにご注意下さい。 

なお、(Docomo/SoftBank/au等のキャリアメールアドレスをお使いの方は
jinji@juryo.or.jpからのメールを受信できるように受信設定をお願いし
ます。) 

・卒業見込証明書 

・成績証明書 

・(既に資格を取得している方のみ) 応募職種の免許証（写） 

送付先 

〒860-8518 

 熊本県熊本市北区山室6丁目8番1号 

  社会医療法人 寿量会 

    事務部 人事課 宛 

2022年度採用試験 

採用試験概要 
基本文字色：灰色80％ 
基本フォント：花園明朝A 
基本フォントサイズ：11PT 
 
標題フォントサイズ；16PT 
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理学療法士(5～6名) 
作業療法士(3～4名) 
言語聴覚士(1～2名) 



待遇 

■初任給（2020年度実績） 

  209,900円（本俸+資格手当） 

■諸手当 ※給与規程により算出いたします。 

 通勤手当：最高20,900円 

 住居手当：最高27,000円 

 扶養手当：16,000円（1人）～27,000円（3人） 

 時間外手当 等 

■賞与 

 年2回（６月・１２月） 

 2020年度実績：3.9ヶ月分（初年度は約３ヶ月分） 

  ★成長支援制度（人事考課有） 

■昇給 

 年１回 ( 4月 ) 

休日 

休暇 

 4週8休制 

 ※勤務表により日曜・祝日出勤有 

 年間休日：114日相当 

 年末年始休暇：5日(年間休日に含む) 

 年次有給休暇：10日(初年度4/1付)★次年度繰越可能 時間単位取得可 

 慶弔休暇 

 産前産後・育児休業 

 介護休暇 

 子の看護休暇 

 リフレッシュ休暇(夏季については年次有給休暇取得を推進しております) 

福利厚生 

 制服貸与 

 社員食堂クローバー 

 退職金：確定拠出年金制度・確定給付型年金制度※支給要件有 

 互助会：各種レクリエーション(忘年会・ボウリング大会・ミニバレーボル大会等) 

 慶弔金制度(結婚・出産・永年勤続等祝い金制度) 

   職員旅行 

 サザエさん計画 

 クラブ活動：スポーツ系・文化系 各種クラブ有  

社会保険  健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 完備 

野球部 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 ｱｳﾄﾄﾞｱ部 ﾃﾆｽ部 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 空手部 サッカー部 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 

ｺﾞﾙﾌ部 ｳｨﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂ部 マラソン部 軽音楽部 写真部 

2022年度採用試験 

待遇・福利厚生・その他 

— 2 — 



教育 

研修 

その他 

急性期医療から回復期医療を通して、在宅までリハビリテーションの一貫した
質の高いサービスを提供するために、内部、外部それぞれの計画的な教育を
行っています。 

  

勉強会、学会への積極的な参加(実績一覧 参照) 

 ・チーム医療に伴う知識、技術の取得 

 ・外部講師による研修 

2022年度採用試験 

教育・実績一覧(2020年度) 
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講演 

職種 演者 講演会のタイトル 
開催 
場所 

熊本県理学療法士協会主催 第83回学術研修会 PT 今屋将美 臨床のための膝関節理学療法 Web 

第4回 日本リハビリテーション医学会 
秋季学術集会  

PT 三宮克彦 （ナイトセッション）JRATを語る Web 

和歌山JRAT研修会 PT 三宮克彦 災害リハビリテーションの概要 Web 

4ブロック合同現職者共通研修  
事例報告検討会 

OT 江上梨子 
「娘に手紙を送る」を目標に視床出血後に失調症を呈した
事例に対する書字獲得に向けた作業療法 

Web 

学会発表 

学会名 職種 演者 発表のタイトル 
開催 
場所 

第54回 日本作業療法学会 OT 西聡太 要介護者の自己効力感に影響を与える因子について    Web 

第11回ウェルウォーク研究会 PT 野口大助 
症例報告：運動麻痺は軽度、感覚脱失の患者で資格フィー
ドバックを活用して重心移動と接地位置の学習により歩行
が改善した症例 

   Web 

日本医療マネジメント学会 第23回  
熊本支部学術集会 

PT 東利雄 
熊本地域リハビリテーション広域支援センター事業におけ
るコロナ禍でのオンライン活用 

   Web 

掲載原稿 

職種 著者 掲載書籍名 タイトル 

2020/7/31 PT 野尻晋一 地域連携 入退院と在宅支援 Vol.13 No.3 介護ニーズの変化と対応、地域が抱える問題 

2020/9/1 PT 三宮克彦 Geriatric Medicine Vol.58 No.9 臨床に役立つQ&A 

2020/10/30 PT 三宮克彦 
回復期リハビリテーション病棟協会誌  
第19巻 3号 

コロナ対策―会員病院のグッド・プラクティス2 



法人組織図 

社会医療法人 寿量会             
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社会医療法人 

寿量会 
 

理事長 米満 弘一郎 

熊本機能病院 

介護老人保健
施設清雅苑 

熊本健康・体力 
づくりセンター 

機能デイトレ 

なないろ森の  
保育園 

有明海               
リハビリテーション     

クリニック 

熊本市北3地域包括 
支援センター 
清水・高平 

ホームケア 

サポートセンター 



所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

開設年月日  1981年5月1日  

代表者 
  理事長 米満 弘一郎 

  病院長  中島 英親 

病床数  395床  

職員数 

 総数 742 名（医師以外の非常勤含む）  

   

   

診療科目 
（19科目） 

 救急科・整形外科・形成外科・小児形成外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・ﾘｳﾏﾁ科 

 脳神経内科・内科・循環器内科・血管外科・脳神経外科 ・麻酔科 

 放射線科・外科・皮膚科・消化器外科・耳鼻咽喉科・小児科・総合診療科 

基準等 

 一般病床：7対１看護 

 地域包括ケア病棟：13対１看護  

 障害者施設等入院病棟：10対１看護  

回復期ﾘﾊ病棟：13対１看護 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝⅠ(心臓・脳血管・運動器)  他 

 

特殊センター 

 総合医療救急センター 

 地域医療連携画像診断センター 

 熊本加齢医学研究所 

 切断指(肢)再接着センター 

 国際唇裂口蓋裂センター 

 アノマリーセンター 

 創傷ケアセンター 

 神経難病センター 

 リウマチ治療センター                          

 神経生理センター 

 人工関節センター 

 訪問歯科連携センター  

 スポーツ外傷センター 

 農業外傷センター 

 骨粗しょう症センター 

 スポーツ外来・肩関節外来・頭痛外来等 

 糖尿病外来 ・禁煙外来 ・味覚外来 

 

 

私たちは、24時間体制で救急医療からリハビリテーション医療を通して在宅医療までの一貫した医療を実施します。 

日常の健康管理から、救急医療、リハビリテーション医療さらには社会への完全復帰をお手伝いできるよう、充実した
体制で地域の皆様のお役に立ちます。 

熊本機能病院 概要 

社会医療法人 寿量会 

  医師 ： 51 名(常勤のみ) 

 薬剤師 15名  診療放射線技師 15名  理学療法士 82名 
 看護師 299名  臨床検査技師 23名  作業療法士 62名 
 看護補助者 33名  歯科衛生士 2名  言語聴覚士 22名 
 介護福祉士  8名  管理栄養士 8名  事務職 95名 

 社会福祉士 14名  その他 13名 

— 5 — 



所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

代表者 
 理事長 米満 弘一郎 

 施設長 野尻 晋一   

開設年月日  1988年10月1日 

定員 
 ・ベッド数80床（ショートステイ含む） 

 ・通所リハビリテーション  140名／日 

職員数 

 総数 130名 （医師以外の非常勤含む）  

サービス内容 

1988年10月に熊本県第一号の老健施設として開設しました。 

当施設は併設の熊本機能病院、熊本健康・体力づくりセンター及び地域ケア支援セン 

ター（居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問看護、訪問介護など）と連携 

し、施設の理念である『QOLの向上とノーマライゼーションの実現』に向けたリハビリ 

テーション・ケアを実践しています。 

施設は80床で家庭復帰率は90％以上です。 

通所リハは140名の定員で月約3,000件の利用があり、病院、老健の退院退所後の方や在 

宅で生活機能が低下した方の生活が、主体的で活動性の高いものとなるように支援して 

います。 

在宅サービスを含め生活期を担当するセラピスト（リハビリスタッフ）を36名配置し生 

活の再建とQOL向上に取り組んでいます。 

併設施設 

在宅における支援体制も充実させています。  

 ■訪問看護ステーション清雅苑 

 ■訪問リハビリテーションセンター清雅苑 

 ■居宅介護支援事業所 熊本機能病院在宅サービスセンター 

≪附設施設≫ 

 ■熊本市北3地域包括支援センター 

 （熊本市高齢者支援センターささえりあ 清水・高平） 

 ※平成27年4月現在  
 

介護老人保健施設 清雅苑 概要 

社会医療法人 寿量会 

 医師 ： 1 名 (常勤) 

 看護師 22名  介護福祉士 60名  理学療法士 21名 

 准看護師 1名  管理栄養士 1名  作業療法士 14名 

 ケアキャスト(介護員) 5名  社会福祉士 2名  言語聴覚士 1名 

 事務 2名 
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所在地  〒860－8518 熊本市北区山室６丁目８番１号   

代表者 
 理事長 米満 弘一郎 

 所長  原田 栄作 

開設年月日  2000年6月19日 

職員数 
 総数  11  名     

 健康科学トレーナー：8名 看護師：1名 理学療法士：1名 事務：1名 

サービス内容 

当センターは、健康・体力の維持増進や、スポーツの競技力向上、外傷障がい予防 

などのための指導および支援を医療機関と連携しながら行います。 

スポーツ選手のみならず、一般の方の体力づくりに必要なプログラムを専門的に提 

供しており、身体的側面だけでなく、心理面、栄養面、メンタルトレーニングや食 

事メニューの作成など、それぞれの専門知識や資格を有するトレーナーが利用者の 

方のサポートをしています。 

主な事業内容 

 

健康づくり 

コース 

糖尿病、肥満やメタボの予防・改善、健康・体力づくりを目的 

とします 

介護予防事業 

県内市町村と契約し、高齢者の健康寿命の延伸のために介護予 

防事業を行っています。また、介護予防サポーター育成も行っ 

ています 

スポーツ 

コース 

競技スポーツに取り組む方を対象に、競技力向上、外傷・障が 

い予防や競技復帰を目的としたトレーニングプログラムを提供 

します 

体力測定 
1人1人に合ったトレーニングプログラムを作成するために体力 

測定を行います 

地域社会 

活動 

ウォーキング教室や、各種健康イベントへの講師派遣を行って 

います 

指定運動療法施設 熊本健康・体力づくりセンター 

関連施設 概要 

社会医療法人 寿量会 
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社会医療法人 寿量会 

所在地  〒860－8518 熊本市北区山室6丁目8番1号  

開設年月日  2020年11月16日開設 

代表者  理事長 米満 弘一郎   

職員数 
 総数  3  名   
  健康科学トレーナー：1 名 看護師：1名  事務：1名 

サービス内容 

 

デイサービスは要支援、要介護の方を対象とし、アットホームな雰囲気でフィットネスを楽し 

む事ができるデイサービスです。 

熊本ロボケアセンター 

機能デイトレ 
 医師 1名  

 准看護師 2名  理学療法士 1名  作業療法士 １名 

 介護福祉士 1名  事務 2名  その他 3名 

所在地  〒860－0084 熊本市北区山室６丁目9番１号   

代表者  理事長 米満 弘一郎 園長 肥野 眞紀子 

開設年月日  2016年4月1日 

職員数 

  総数  16  名   

  

 

定員  25名 (職員枠18名，地域の方枠7名) 

保育料  熊本市が定める保育料の3/2 （残り3/1は法人が負担します） 

伝えたいこと 

・安心と安全：お子さんの体調不良時には救急受診、小児科病院への相談などの対応をします。 

・そばにいられる：職場と隣接しているため、すぐにお子さんに会いに行くことができます。 

・木のぬくもり：木をふんだんに取り入れた「木育」で豊かな心をはぐくみます 

なないろ森の保育園     

関連施設 概要 

※熊本市の認可保育園です(地域型保育事業) 

 保育士 12名  栄養士 1名  調理員 3名 

※2020年11月16日にオープンしました 

所在地  〒860－8518 熊本市北区山室6丁目8番1号  

開設年月日  2020年11月2日開設 

代表者  理事長 米満 弘一郎   

サービス内容 

 

脳卒中や脊髄損傷などによる後遺症により、自立で立ったり、歩いたり、腕を動かしたりする 

ことが難しくなった方を対象とし、HALという機器を身体に装着することで、自らの意思に従 

った運動をサポートします。 

※2020年11月9日にオープンしました〈南九州初〉 
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社会医療法人 寿量会 

所在地  〒861－4125 熊本市南区奥古閑町4375番地3  

開設年月日  2000年6月19日開設 

代表者 
 理事長 米満 弘一郎 

 院長   梶原 瑞恵 

職員数 

 総数  ９ 名  （非常勤含む） 

  

診療科目 

リハビリテーション科・神経内科・整形外科・リウマチ科、通所リハビリテーションセンター 

を持ち、介護保険給付対象者の皆様の日常 生活支援を行っています。(専用リフト車で送迎致 

します。) 

隣接する当法人グループの特別養護老人ホーム天寿園と共に、医療・保健福祉のまちづくりに地 

域に関わってきています。  

開設年月日  2005年7月1日開設 

サービス内容 

 健康・文化・教育的な交流や活動を行う地域コミュニティの 

 拠点として、開放しています。 

・市民塾ホール 

・健康生活相談コーナー 

・健康生活図書館 

・多機能交流センター 

・訪問歯科連携センター 

・モッコス珈琲館 

・和食処 加喜右衛門 

 

地域交流館 

有明海リハビリテーションクリニック 

 医師 1名  

 准看護師 2名  理学療法士 1名  作業療法士 1名 

 介護福祉士 1名  事務 1名  その他 2名 

所在地  〒860－0084 熊本市北区山室６丁目9番１号   

代表者 
 理事長 米満 弘一郎  

 園長  西田 美津子    

開設年月日  2016年4月1日 

職員数   総数  15  名   （内 保育士 11 名）  

定員  25名 (職員枠18名，地域の方枠7名) 

伝えたいこと 

■安心と安全：お子さんの体調不良時には救急受診、小児科病院への相談などの対応をします。 

■そばにいられる：職場と隣接しているため、すぐにお子さんに会いに行くことができます。 

■木のぬくもり：木をふんだんに取り入れた「木育」で豊かな心をはぐくみます 

なないろ森の保育園    ※熊本市の認可保育園です(地域型保育事業) 

関連施設 概要 
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寿量グループ 

所在地  〒861-4125 熊本市南区奥古閑町4375番地１ 

代表者  理事長   米満  淑恵  

施設名   

社会福祉法人 寿量会 

関連法人 
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NPO法人 

熊本県骨バンク協会(事務局) 
NPO法人  

ソーシャルインクルージョン研究センター 

代表者 
理事長     宮本 健史 
組織管理者 中根 惟武  

代表者 理事長 米満 弘之 

基本 

理念 

熊本県骨バンク協会は、同種骨移植 
手術を要する人々に対し、安心・安
全な同種骨を安定的に供給し、人々
の健康及び移植医療の発展に寄与し
ます。 

基本 

理念 

社会や家族から独立し排除、差別されて 

いる人々(障がい者･高齢者･刑余者･貧困 

層等)に対して健康で文化的な生活の実現 

につながるよう、社会の構成員として、 

包み支えあうための社会福祉の実現に寄 

与することを目的とする。 

NPO法人 

ジ・アース「かぼちゃの家」 
NPO法人 

熊本高齢社会活性化研究センター 

代表者 
代表者 米満 弘之 

施設長 東 明美  
代表者 

理事長   米満 弘之 

センター長 二塚 信 

基本 

理念 

障がい者を中心に高齢者や子育てに
渡る、広範な人に対するサービスを
提供することで、相互のつながりを
深めコミュニティ形成を促進するこ
とにより、地域社会の公益に寄与す
ることを目的とする。 
 

基本 

理念 

超高齢社会の到来が目前に迫る今日、介 

護や療養を必要としない高齢者を増加す 

るための方法、健康な高齢者の就労支援 

の方法、地域包括ケアのなかでの活動の 

方法などを探求し、健康寿命の延伸や社 

会参加を通して、健やかで生き甲斐のあ 

る高齢社会の実現に寄与することを目的 

とする。 

特別養護老人ホーム 
  天寿園（72床） 

デイサービス 
ひらき橋 

デイサービス 
今町ホーム 

小規模多機能居宅介護 
 銀座通りハウス 

アスカスタジオ 
地域密着型特別養護老人ホーム 

天寿園 ＮｅO  

グループホーム 虹の家 ケアハウス 宝光庵 



交通アクセス 

熊 本 機 能 病 院 
清 雅 苑 
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寿量グループ 

関連法人 

NPO法人 

健康と幸せの会 

代表者 副理事長 米満 弘之 

基本 

理念 

熊本市北部地域を中心とした市民全般に 

対して、健康を幅広く捉え、医療・保 

健・福祉、文化面に至るまでの各分野の 

専門家による講演会開催事業を行い市民 

のより健康で幸せな生活づくりに寄与す 

ることを目的とする。 

≪バスでお越しの場合≫ 

  桜町バスターミナル17番のりば 

  熊本電鉄バス「国道経由菊池温泉市民広場・菊池プラザ」行き乗車 

  ●乗車時間30分程度 

  「KMバイオ前」(旧 化血研前）または「熊本機能病院前」 

   で下車後、徒歩1分 

  

≪お車でお越しの場合≫ 

 国道3号線（旧清水バイパス）と国道387号線（飛田バイパス）の交差点（リン
ガーハットが目印）より200m程度、阿蘇・菊池方面に進むと進行方向右側に当院
がございます。 

KMﾊﾞｲｵ･ 



2022年度募集要項 



2022年度 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 募集案内 

 
寿量グループ 
 
社会医療法人 寿量会 
   熊本機能病院 
  介護老人保健施設 清雅苑 
  ホームケアサポートセンター 
  指定運動療法施設 熊本健康・体力づくりセンター 
  なないろ森の保育園 
  有明海リハビリテーションクリニック 
  熊本市北3地域包括支援センター 
  機能デイトレ 
  熊本ロボケアセンター 

 
社会福祉法人 寿量会 
  特別養護老人ホーム天寿園 
  グループホーム虹の家 
  デイサービス今町ホーム 
  デイサービスひらき橋 
  小規模多機能居宅介護 銀座通りハウス 
  ケアハウス宝光庵 
  地域密着型特別養護老人ホーム天寿園ＮｅＯ 
  アスカスタジオ 

  熊本市南5地域包括支援センター 
 
株式会社 エンタープライズ暖 
 
NPO法人 熊本県骨バンク協会(事務局) 

NPO法人 ジ・アース「かぼちゃの家」 
NPO法人 健康と幸せの会 
NPO法人 ソーシャルインクルージョン研究センター 
NPO法人 熊本高齢社会活性化研究センター 


