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日立港病院
医療法人惇慈会

日 立 港 病 院 介 護 医 療 院

〒319-1223  

茨城県日立市みなと町 11番 10号  

TEL 0294（52）3576（代表） 

URL http://hitachikoh-hp.com 

２０２１年５月 新築移転
日立市初の「介護医療院」併設

摂食嚥下リハビリテーションを行っています

看護師・介護士 募集中！！
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〒311-4141          
  茨城県水戸市赤塚1丁目1番地 （赤塚駅北口地区＜ミオス＞内） 
≪お問い合わせ≫   TEL：029－309－5000（代表） 
≪地域医療連携室≫ ＴＥＬ：０２９－３０９－６５４６      ＦＡＸ:０２９－３０９－６６４1 
 

診療科 
内    科：呼吸器、消化器、循環器 
外    科：甲状腺、乳腺、消化器 
整形外科：一般整形外傷 
                良性皮膚／軟部腫瘍 

★看護師・看護助手（未経験可）を募集しております★ 

稼働病床【127床】 急性期病棟（46床） 地域包括ケア病棟（81床） 

地地域域のの皆皆様様ののたためめにに  

  安安全全でで質質のの高高いい  

    心心ののここももっったた医医療療をを提提供供ししまますす  

0296-75-5776
TEL 0296-34-1033 FAX
0296-34-1034
TEL 0280-84-0180 FAX
0280-84-4460

五霞町原宿台 4-27-4
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

  

  

カカララダダとと心心ににややすすららぎぎをを届届けけたたいい。。  

おお年年寄寄りりととごご家家族族ににももっっとと笑笑顔顔をを増増ややししたたいい。。  

ロロンンググラライイフフははおお約約束束ししまますす。。  

ごご家家族族ががいいつつままででもも一一緒緒にに暮暮ららせせるる  

高高齢齢社社会会のの道道をを追追求求しし、、  

皆皆様様ととととももにに歩歩みみつつづづけけるるここととをを・・・・・・  
 

営業時間 AM 9：00～PM 5：00（土曜日・日曜日・祝日定休） 

 

      株式会社 ロングライフ  

 

福福祉祉用用具具販販売売・・レレンンタタルル・・住住宅宅改改修修  
 

元元気気でで長長生生きき応応援援ししまますす！！  

 

TEL 029-257-2345  FAX 029-257-2567 

TEL 029-295-7843  FAX 029-295-0739 

TEL 029-841-2422  FAX 029-841-4404 

TEL 0296-75-5775  FAX 0296-75-5776 

TEL 0296-34-1033  FAX 0296-34-1034 

TEL 0280-84-0180  FAX 0280-84-4460 

 

本  社  〒311-4164 茨城県水戸市谷津町細田 1-8 

那珂営業所 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷 5487-4 

土浦営業所 〒300-0872 茨城県土浦市沖新田 40-5 

筑西営業所 〒309-1116 茨城県筑西市横塚 61-1 

結城営業所 〒307-0015 茨城県結城市鹿窪向原 1305-20 

五霞営業所 〒306-0306 茨城県五霞町原宿台 4-27-4 
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順不同・敬称略

〈学会誌広告〉

医療法人惇慈会　日立港病院

社会福祉北養会　介護老人保健施設くるみ館

医療法人社団白帆会　小川南病院

国家公務員共済組合連合会　水府病院

株式会社 ロングライフ

〈協賛〉

医療法人惇慈会　日立港病院

国家公務員共済組合連合会　水府病院

社会福祉法人北養会　医療専門学校水戸メディカルカレッジ

社会福祉法人北養会　介護老人保健施設はなみずき

社会福祉法人北養会　いばらき中央福祉専門学校

社会福祉法人北養会　特別養護老人ホームもみじ館

2021.10末現在

協賛ご芳名
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大　会　長 磯　野　　　敦 一般社団法人 茨城県言語聴覚士会　会長

実行委員長 岡　野　　　忍 一般社団法人 茨城県言語聴覚士会　

実 行 委 員 諸　岡　信　裕 一般社団法人 茨城県医師会

 小野寺　鏡　子 公益社団法人 茨城県歯科医師会

 須　藤　礼　子 公益社団法人 茨城県看護協会

 種　村　　　閑 公益社団法人 茨城県薬剤師会

 伊　藤　久美子 公益社団法人 茨城県栄養士会

 竹　田　志　保 公益社団法人 茨城県理学療法士会

 柘　植　哲　洋 公益社団法人 茨城県作業療法士会

 伊　藤　浩　一 一般社団法人 茨城県介護福祉士会

 中　里　和　浩 一般社団法人 茨城県言語聴覚士会

 中　条　朋　子 一般社団法人 茨城県言語聴覚士会

   

事　務　局 佐　藤　弘　行 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 大曽根　賢　一 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 下　村　哲　志 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 宇都木　淳　弘 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 佐　藤　　　誠 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 太　田　幸　人 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 飯　島　弥　生 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 高　橋　由希子 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

 藤　田　麻　奈 一般社団法人 茨城県リハビリテーション専門職協会

茨城県総合リハビリテーションケア学会　事務局
一般社団法人　茨城県リハビリテーション専門職協会

〒 310-0034
　　茨城県水戸市緑町 3-5-35（茨城県保健衛生会館内）
　　　　　電話番号：029-306-7765
　　　　　FAX番号：029-353-8475
　　　　　Mail：ibaraki.rehacare＠gmail.com

実行委員会組織




