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『あいセーフティネット』とは
河北医療財団多摩事業部が推進する、多摩ニュータウンを中心とした医療・介護・福祉の地域ネットワーク
体制です。住み慣れた地域で安心して最期まで暮らす「地域包括ケアシステム」を推進します。

発行：社会医療法人 河北医療財団 多摩事業部　発行日：2020年4月1日
〒206-0036 東京都多摩市中沢2-5-1 天本病院5F
TEL 042-374-7168（多摩人事課 採用担当）
E-mail saiyou-t@kawakita.or.jp

Facebookもチェック

https://kawakita.or.jp
あいセーフティネット 検 索

社会医療法人
河北医療財団 多摩事業部

自分らしく成長しよう

　　理学療法士　作業療法士　言語聴覚士

採用ホームページ

採用のご案内

あいクリニック
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-375-9581

ケアプランセンターあいクリニック
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-375-9598

あい訪問看護ステーション
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-371-6888

あいフィットネスサロンさくら
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-311-5445

あい訪問看護ステーションせいせき
（サテライト）
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-371-6888

あい小規模多機能施設おきな
（サテライト）
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-311-5447

桜ヶ丘いきいき元気センター
〒206-0013 多摩市桜ヶ丘2-1-1

（多摩市委託事業）
☎ 042-311-7300

あい小規模多機能施設かりん
〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2-20-6 ゆいま～る聖ヶ丘 B棟1F
☎ 042-357-4101

あいグループホームどんぐり
〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2-21-2 ゆいま～る聖ヶ丘 C棟1F
☎ 042-357-3801

あい介護老人保健施設
〒206-0036 多摩市中沢1-17-38
☎ 042-374-7111

あいクリニック中沢
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 A棟1F
☎ 042-311-2820

あい訪問看護ステーション中沢
（サテライト）
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 A棟1F
☎ 042-371-6888

あい看護小規模多機能施設ほたる
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟3F
☎ 042-357-1870

あいグループホーム天の川
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟2F
☎ 042-311-0176

多摩市中部地域包括支援センター
〒206-0025 多摩市永山4-2-5-105
☎ 042-375-0017

多摩市中部高齢者見守り相談窓口
〒206-0025 多摩市永山4-2-5-105
☎ 042-357-8877

あいクリニック平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-350-5062

ケアプランセンターあいクリニック平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-318-1826

あい訪問看護ステーション平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-350-8615

天本病院
〒206-0036
多摩市中沢2-5-1
☎ 042-310-0333

あい小規模多機能施設こもれび
〒206-0025 多摩市永山3-12-1 多摩市西永山福祉施設
☎ 042-400-1071

（多摩市委託事業）

（多摩市委託事業）
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時代が求める人材へ

病院から在宅まで、高齢社会を支える幅広いフィールドで経験が積めます。

住み慣れた地域での暮らしを支える
超高齢社会が加速する中、時代のニーズから生まれた地域包括ケアシステム。あいセーフティネットでは、近隣
に住まうリハビリテーションを必要とする方々が、安全安心な生活を取り戻すために、介護予防～亜急性期～
回復期～生活期～終末期まで、切れ目のないリハビリテーションを提供しています。
高齢者医療に対する知見を深めることで、今後ますます社会に必要とされる人材に成長できます。

◆ 天本病院
介護予防通所リハビリテーション

（デイケア）
◆ あいフィットネスサロンさくら

（デイサービス）
◆ 桜ヶ丘いきいき元気センター

（多摩市委託事業）

◆ 天本病院
入院
・地域包括ケア病棟
・回復期リハビリテーション病棟
・特殊疾患病棟（一般）
・一般病棟

外来リハビリテーション

◆ あい介護老人保健施設
（入所・デイケア）

◆ あいクリニック
（デイケア）

◆ あい訪問看護ステーション
（訪問リハビリテーション）

◆ あい訪問看護ステーション平尾
（訪問リハビリテーション）

向上心を持って
自ら学べる人

さまざまな分野に積極的に
興味を持ち、自ら学び知 識
を広げることができる

チームワークを
大切にする人

誰にでも感謝を忘れず敬意を
もって接することができる

リハビリテーションを
通じて

地域貢献できる人

地域に目を向け、広い視野を
持ってリハビリテーションを展
開できる

やりがいと成長が実感できる毎日を
わたしたち河北医療財団多摩事業部では、事業計画の重点
目標のひとつに「自ら成長し働き続けられ、やりがいのある
環境づくりの促進」を掲げています。それは伸びる芽が伸び
る環境づくりとも言えます。多様なニーズに対応できる働き
やすい環境づくり、そして人財として成長し続けられる教育
体制の構築を進めています。ぜひわたしたちと一緒に職業人
として高みを目指して成長していきましょう。

副理事長
多摩事業部事業部長　

明石 のぞみ
日本内科学会認定内科医
日本老年医学会老年病専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医

「あいセーフティネット」の礎となる天本病院が1980年に設立された
当時、世間では認知症をはじめとする高齢者医療に対して先入観や
偏見がありました。「老人病院」と言えば人里離れた場所にあるのが一般
的。そんな中、天本宏は多摩ニュータウンの市街地に病院を開設。

「暮らしの場での医療」を提唱し、入院中も寝たきりにさせないリハビ
リを積極的に導入し在宅復帰を支援、当時はまだ制度化されていな
かった訪問リハビリも独自に開始しました。40年たった今、住み慣れた
地域で暮らし続けるためのリハビリは国も推進するところとなり、その
重要性はますます増しています。 理事長相談役　医師　天本 宏

History 時代に先駆け、高齢者のリハビリの重要性を伝える

学び（心で感じ）考え 行う

求める人物像
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新卒でも転職でも。なりたい姿を応援します
あいセーフティネットなら、入職してから組織内でどのようにキャリアップしていく
のか、キャリアパスとして明確に示されています。次のステップが見えるから、目標
をもって日々前向きに成長していくことができます。

教育研修プログラム

　わかば研修
入職後、配属先の事業所でのリハビリ業務に
慣れてきたころ、他の事業所で１日体験できる
研修。事業所別の視点や事業所連携を肌で感じ
ることができる。

　なかば研修
臨床で数年経験を積んだ後に、他事業所を1日
体験できる研修。法人や地域での各事業所の
役割を知ることができる。今までにない視野を
広げ、今後のキャリアアップに活かすための貴重
な1日となる。

ほうれんそうの会
毎月１回、全リハビリ職種が集まり、トレンドに
合わせた勉強会を開催。
また、担当している利用者の情報共有の場を設
けている。病院を退院後に訪問を利用している
利用者等、その後の経過を知ることができる。

外部研修・外部セミナー
業務外でも積極的に外部研修やセミナーに参加する
職員が多い。自分で極めたい分野、足りていない
分野や興味のある分野を深めることができる。
自己研鑽支援制度を利用し、参加費用の負担を減ら
すことができる。

リハビリ職種としての基礎的
知識・技能を有し、必要時に
先輩・上司の指示を仰ぎな
がら日常業務をこなせる者

新入職者研修
理事長講義、財団基礎知識
習得、心のケア研修、接遇
とコミュニケーション

＜基礎的＞
知識・技術研修参加および地域系研究発表会への

参加および発表
（法人内発表・都士会新人プログラム・都士会学会など）

リハビリ職種としての基礎
的知識・技能を有し、適時
先輩・上司の指導を受けな
がら、ほぼ独力で日常業務
をこなせ、なおかつ新卒職
員への助言を行える者

リハビリ職種としての基礎
的知識・技能を有し、ほぼ
独力で日常業務をこな
せ、なおかつ後輩の指導・
教育にあたれる者

＜専門的＞
知識・技術研修参加およ
び全国研究発表会への参
加および発表（専門研修
会・職能協会学会など）

病院・老健ジョブローテーション

外部研修・学会発表

リハビリ職種における要件

通所・訪問

見学実習対応

1年目
2～３年目

４～５年目

教育および実習指導者 プリセプター

リハビリ職種としての応用的知識・技能
を有し、後輩の指導・教育にあたり中堅
としての役割を担い、上司を補佐できる
者。複数の部門への異動を経験している
ことが望ましい。法人内外で他職種・他
部門との連携チームに参加できる者

地域系発表会への発表および指導ができる者
（法人内発表・都士会学会など）

リハビリ職種としての知識・技能に熟練
し、中堅の指導・教育にあたり導くこと
ができる者。複数の部門への異動を経
験していることが望ましい。役職または指
導的役割を担える能力を有する者。法人内
外で他職種・他部門との連携チームを牽
引できる者

リハビリ職種としての知識・技能に熟練
し、指導役の相談にのり導くことができ
る者。複数の部門への異動を経験してい
ることが望ましい。役職または指導的役
割を担える能力を有し、リハ部門に関す
る管理運営・経営的視点を有している
者。法人内外で他職種・他部門との連携
チームの指導的役割を担える者

全国研究発表会への発表および指導ができる者
（職能協会学会など）

初めの部署に戻るまたは3か所目への異動 適材適所への配属

臨床実習指導者研修を受講し指導ができる者

6～８年目
９～１１年目

１２年目～

一般研修Ⅰ
（入職３年目）

財団の理念・目的・方針、コ
ミュニケーションと心のケア
研修、接遇/ビジネスマナー研
修、仕事の成功/失敗体験の
共有から学ぶ今後の成長

一般研修Ⅱ
（入職4・５年目）

財団の理念・目的・方針、
コミュニケーションと心の
ケア研修、接遇/働き方ディ
スカッションなど

一般研修Ⅲ
（入職8年目）

財団の理念・目的・方針、
コミュニケーションと心の
ケア研修、ハラスメント研修、
施設長講話

中堅研修
（副主任・主任・係長）

理事長講義、中間管理職の役割を理解する、メンタル
ヘルス研修、労務管理基礎

幹部管理者研修
（課長以上の管理者）

理事長講義、最新のトレンド
に合わせた研修

【テーマ別研修など】　（副主任以上）
コンプライアンス研修/採用面接官研修
新任管理者研修①（ハラスメントの基礎知識）/新任管理者研修②（労働基準法・目標管理制
度の理解）、ラウンジai（新任役職者対象）、人事労務勉強会

新任管理職研修
（新任管理職）

理事長講義、メンタルヘルス
研修、評価者研修

新入職員
フォローアップ研修

入職から半年後に行う振り
返りと今後の目標

あいセーフティネット
連携研修（半年～２年目）
業務に対する姿勢の振り返
り、他事業所との連携や今
後の働き方について考える

職種を問わず
財団共通で行う
階層別研修

（半日または1日）

◆ キャリアパス
年数は新卒の想定です。中途採用の方は今までの経験や能力を考慮します。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専
門
職
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キ
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ビ
ジ
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ス
・
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ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
キ
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新卒で入りました

人事課の採用担当者が、入職者の気になるその後をインタビュー。

ー入職してもうすぐ1年ですね。新卒で色々と経
験されたかと思いますが、振り返ってみてどのよ
うな１年でしたか？
「私が配属された地域包括ケア病棟は、在宅復帰
を目指す患者さんが多くいらっしゃるのですが、
思っていた以上に生活を重視したリハビリをする
ことに驚きました。退院後の生活を見据えたリハ
ビリが中心で、カンファレンスでも多職種で話し
合って患者さんを支えるんですね。私も作業療法
士として他のリハ職の方とも協力し、提案できる
ようになってきました」
ー独り立ちした実感はありますか？
「カンファレンスでは最初は先輩と見学するとこ
ろから始まり、徐々にひとりで出席できるように
なって。看護師や理学療法士、管理栄養士など
の多職種と話し合いリハ職としての提案をして
います。それぞれ専門とする領域に違いがある
ので、別の視点も入って勉強になりますね。難し
いケースの時は先輩がアドバイスしてくれるので
心強いです」

ー実際のリハビリの現場ではどうですか？
「患者さんとの対応などで悩むこともあります
が、先輩たちがとても話しやすい雰囲気で接して
くださり、相談にのってくれるので安心して働け
ます。失敗を報告し落ち込んだ時も『誰にでも同
じことが起きる可能性があるんだから、みんな
に教えてあげないと、くらいの気持ちでいいんだ
よ』とフォローしてくださって。こちらから提案す
るときもまず意見を尊重してくださって、ここは
もっとこうしたら？とプラスアルファのアドバイス
をくれます。本当に気軽に相談できる関係性の
中で教えていただきながら成長できた感じです。
最初は自分に余裕がなく時間に追われてやって
いたリハビリも、今では患者さんの心情や目的を
きちんと理解しながらできるようになり、自分の
中でも『今日はよいリハビリができたな』と納得
できる毎日になってきました」
ーお話する表情からも充実した様子が伝わって
きます。これからもがんばってくださいね。応援し
ています。

答えてくれた人
天本病院　作業療法士
専門学校を卒業後、2019年新卒
で天本病院へ入職。地域包括ケア
病棟へ配属中。

Voice

入職してどうだった？
ホントのところ、
教えてください

新卒を強力バックアップ
自ら考える力を大切にしながら、きめこまやかなサポートでプロフェッショナルへ
と育てます。

社会人デビューを応援！

学校では座学中心…
臨床でやっていけるの？

しっかり見守るから大丈夫
最初はだれでも新人です。
まずはマンツーマンのプリセプ
ター制度で先輩が手取り足取り教
えます。慣れてきたら自分でプロ
グラムの立案からチャレンジ。その
人らしさを大切に「やってみた
ら？」とやさしく背中を押す風土が
あるので、新人でも安心してのびの
び成長できます。

仕事はがんばりたいけど
正直残業が心配です

ワークライフバランス◎
医療の仕事を行う上で、職員の
心身の健康やプライべートの充
実は仕事の質にも直結します。
法定に則った休日・残業管理は
もちろんのこと、シフトの希望な
ども最大限配慮し、みんなが休
みやすく、健康で長く働ける環
境整備に力を入れています。
（→ｐ12、15）

自分がどんな領域に向いて
いるかわからない…

いろいろ経験できます
あいセーフティネットなら、病院・
クリニック・訪問・施設など色々
な事業所があります。新卒はまず
は病院で基礎を学び、数年でそ
の他の事業所へ異動することも
よくあります。経験を積むことで
自分の視野がひろがり、適性や目
標が見えてくることがきっとある
はず。一緒に探していきましょう。

何でも

聞きや
すい

雰囲気
で安心

チャレンジする気持ちを
応援します

身につく実感があるから、自信をもって患者さんに対応できる！

こんな不安はありませんか？

どこまでできているか
チェックシートで
項目毎に細かく確認
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職場紹介

体操の時間には、脳
トレの要素も取り入れ
ながらみんなが楽し
く参加できる内容を
考えます。

介護職のスタッフに
リハビリの視点から
アドバイスをすること
もあります。知識を共
有し、チーム全体の
スキルアップを大切
にしています。

利用者さんには定期
的に認知機能テスト
を行い、個別性を重
視したリハビリに活
かしています。高次脳
機能障がいの方など
にも対応しています。

ゆるやかに仕切られ
た広い空間では、マ
シントレーニングや
手仕事、囲碁やテレ
ビなどが楽しめます。

あい介護老人保健施設

病気や年齢を重ねても役割を持っ
て生活いただけるように、利用者
さんとともに近隣の清掃活動にも
取り組みます。利用者さんのでき
ることを一緒に考え、実践すること
は、とてもやりがいになります。

始業
今日のスケジュールやメールをチェック。
利用者さんのお迎え
月に数回は送迎車に同乗し、ご自宅の玄関まで
お迎えに行きます。

リハビリテーション
体操をはじめ手工芸や認知症支援などプログラムが
充実。外部講師の方や他職種と連携して行います。

リハビリテーション会議
ご本人やご家族、ケアマネジャーと一緒に生活状況
の確認や課題を話し合います。ひとり7件程担当。

ランチタイム

生活動作評価
トイレや入浴などの介助をしながらＡＤＬを評価します。

終業
利用者さんを見送り、業務内容の記録を行い終了。

集団体操・レクリエーション
紙芝居を行ったり、利用者さんが主役となって
発表してもらうことも。

 9：00

  9：30

10：00

12：00
13：00

14：00

15：00

17：30

やりがいPointやりがいPoint

デイケアの1日

職場紹介

400㎡を超える広々
としたリハビリ室で
は、入院患者さんや
デイケアの利用者さん
がリハビリに励んで
います。

在宅復帰のためのシ
ミュレーター。トイレ
や浴室の手すりの位
置などを具体的に検
討します。

歩行分析装置で、関節
や筋肉の動きを確認。
体成分分析装置も導
入しています。

カンファレンスでは、
リハビリ職の他に、
医師・看護師・薬剤師・
管理栄養士・相談員
が参加し、活発に意
見交換しています。

天本病院

天本病院では、担当した患者さん
の退院後、ご自宅に訪問リハビリ
に伺ったり外来リハビリの担当に
なることもできます。退院後もフォ
ローできることで生活に密着した
リハビリの意義を実感できます。

始業
今日のスケジュールをチェック。夜勤の看護職や
介護職から患者さんの容態の申し送りなど。
リハビリテーション
1対1のリハビリを1日6 ～7人ほど担当。
記録
担当したリハビリの内容と進捗をカルテに入力。代診
の人が読んでもわかるよう明瞭簡潔に記述します。
休憩
院内の職員食堂で格安で昼食が食べられます。
カンファレンス
週に2回、多職種からなるチームで患者さんの情報
を共有します。

業務終了
月に数回勉強会や会議があります。外部研修で学ん
だ知識を伝達したり、担当しているケースについて
共有・相談します。

リハビリテーション
記録

 8：30

  8：50

11：50

12：10

13：30

14：30
16：30
17：00

基本ＤＡＴＡ

やりがいPick upやりがいPick up

回復期リハビリテーション病棟の１日

■病床数 179床
・地域包括ケア病棟
・回復期リハビリテーション病棟
・特殊疾患病棟（一般）
・一般病棟

■介護予防デイケア
　定員　午前11名、午後20名
■外来リハビリテーション

基本ＤＡＴＡ

■入所　定員150名
■デイケア　定員50名
■訪問リハビリ
夏祭りなどのイベントでは
職員一丸となって盛り上げる
チームワークの良さも◎
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先輩メッセージ

財団の支援制度を利用して資格を取得。
専門知識を高め、日々の業務に活かしています
当法人には自己研鑽支援制度があり、研修への参加をバックアッ
プしてくれる環境があります。資格取得の補助もあり、何より努力
に対しての支えがある風土です。それらを利用し、日本糖尿病療養
指導士を取得しました。
また、専門分野の研究および学会発表なども先輩がアドバイスや
手伝いをしてくれます。それ以外にも、地域リハビリテーションを
はじめ多くの地域活動にも関わることもできます。やりたい事がある
人、これから探す人にとっても良い環境だなと感じています。現在も
次の資格を取るために支援制度を利用しています。 

天本病院　理学療法士
日本糖尿病療養指導士

産休取得率の高い職場なので、ママになっても
自分らしく仕事が続けられます
子どもを出産後、育休を取得し職場復帰をしました。子育てをしな
がらの仕事は大変なことも多いですが、周囲のスタッフのフォロー
を受けながら、無理なく続けられています。今では後輩が産休を取
得することもあり、情報交換をしたりママ目線での助言をさせても
らうこともあります。
現在はパート勤務を選択したので子どもと関わる時間が増えまし
た。幼稚園の行事にも参加し、プライベートを充実させることで、
仕事に対する意欲もより高まります。
自分らしく、家庭も仕事も欲張りになれる職場です！

天本病院　言語聴覚士

新卒で入職し10年以上。さまざまな事業所での
経験が自分の財産になっています
新人として天本病院に配属され、病院に勤務しながら訪問リハビ
リ、デイケアとの兼務を経験しました。9年目にあい介護老人保健
施設へ異動し、昨年よりリハビリテーション科の管理職として、
言語聴覚士の業務と管理業務に携わっています。
病院に在籍しながら在宅部門を経験したことは大きな財産となっ
ています。退院後の生活を想像しながらリハビリを提供すること
の大切さを学びました。老健では時間が限られる中、利用者さん
がより豊かな生活を送るためにできることを考えています。他職種
と協働して利用者さんの「やりたいこと」を実践できるようリハビ
リスタッフ全体で日々試行錯誤しています。

あい介護老人保健施設　言語聴覚士

職場紹介

車を運転し利用者さん
のご自宅へ。ご本人
だけでなくご家族との
コミュニケーションも
重要です。

訪問先では筋トレや
自主トレの指導、転
倒予防の環境設定、
屋外歩行やバスなど
を利用した外出訓練
など幅広く行います。

訪問では常にひとり
で対応するため、時
には煮詰まることも。
他のスタッフに相談し
意見をきくことで別
のアプローチが見つ
かります。

外部研修で学んでき
たことを勉強会で共
有したり、職員同士
でスキルを高め合う
風土があります。

あい訪問看護ステーション

機能強化型訪問看護ステーション
☆訪問インセンティブ制度あり☆

訪問件数が一定数を超えると
別途手当の支給があります！

訪問リハビリは、実際の生活環境
での問題点に対しアプローチがで
きます。難しいことも多いですが、
器具や環境が整っていない中で「そ
の人らしい生活とは何か」を考え支
援することにやりがいを感じます。

始業
今日のスケジュールをチェック。利用者さんの記録
の確認や看護職との情報共有などをします。

訪問リハビリテーション
ご自宅でのリハビリを午前午後合わせ1日最大7件
担当します。

休憩
事務所に戻り職員食堂で昼食。格安で美味しいです。

カンファレンス
週に1回、担当しているケースについてリハビリ職
種内で情報共有。違った視点からのアドバイスが
とても役立ちます。

チームミーティング
チームリーダーに本日の業務を報告。カルテの記
載やケアマネジャーへの電話連絡などの事務仕事
もします。

訪問リハビリテーション

 8：30

  9：30

12：00

13：15

14：15
16：30

17：00 終業

基本ＤＡＴＡ

やりがいPointやりがいPoint

訪問リハビリテーションの1日
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福利厚
生

うれしい制度がいっぱい
長く勤めてほしいから、働きやすさとやりがいの持てる職場環境を整備しています。

就業支度金10万円！
実務経験をお持ちの中途採用の方

（常勤）に、就業のための支度金として
１０万円をお渡ししています。貸与方
式でのお渡しとなりますが、入職後
１年以上お勤めいただける場合返還
免除となります。

転居交通費5万円！
入職に際し転居を伴う方（常勤）に転
居交通費（上限５万円とする実費）を
支給しています。何かと費用のかかる
遠方からの転居ですが、交通費の負
担を減らし安心してお越しいただけ
ます。

自己研鑽支援制度
お休みの日などに業務外で外部研修
や外部セミナーに参加した際に発生
する参加費用を支援しています。勤続
年数が増えるにつれて支援額も増え
るので、知識や技術の引き出しをどん
どん増やせます。
ほとんどの職員が支援
制度を利用してスキル
アップに努めています。

永年勤続表彰
勤続年数が５年、１０年、１５年など
５年毎の節目に、永年勤続表彰として
有給の特別休暇または功労金を受け
取 れま す（3万円～20万円）。連 休 を
とって海外旅行に行くもよし、欲し
かったものを買うもよし、貯めるも
よし♪長い間がんばった自分へのご褒
美としてぜひ活用してください。

子育て支援
育休取得者多数！
復帰後も育児と仕事の両立をバック
アップ。時短制度を利用し保育園の
送迎時間を確保したり、子の看護休暇
制度を利用す
ればお子さん
が急に体調不良
になっても安心
です。

職員紹介謝礼制度
入職後にお知り合いをご紹介いただき
職員として採用された場合、紹介して
いただいた方に謝礼金をお渡しして
います。お友達や前職のお仲間で就
職活動をされている方がいれば、ぜひ
ご紹介ください！ 職員みんなで仲間
を増やしていきましょう♪

休暇制度
有給休暇は入職日当日に付与！入職後
すぐにお使いいただけます。1時間
単位や半日単位での取得も可能なの
でとても便利です。他にも夏季休暇、
特別休暇や有効期限のないストック
休暇など、必要なシーンに合わせて
使える有給休暇が
揃っています。

昼食補助
食 堂のある事 業 所では、美 味しい
昼食が1食250円でお召し上がりいた
だけます。管理栄養士により考えら
れた健康的で温かいご飯なので毎日
の活力がつ
きますよ。

ストレスケア
希望者には臨床心理士による面談を
実施しています。仕事のことや家庭の
ことなんでも構いません。
新卒入職の方へは必ず面談を実施。
相談内容は秘密にされるので、日頃は
話しにくいこ
とも打ち明け
ることができ
ますよ。

交流イベント･忘年会補助
年に数回職員交流イベントを開催♪
高尾山にハイキングに行ったり、ビア
ガーデンでワイワイ盛り上がったり。
もちろん参加は自由です。

クリスマスケーキ
職員全員にクリスマスケーキをワン
ホールプレゼント。いろいろな種類の
中からお好きなケーキをお選びいた
だけます。

サークル
有志による公式サークルも活発に活
動中。ランニング、バンド、茶道、手仕
事、園芸など趣味を共有できる仲間に
出会えます！
他事業所の
仲間を増や
すことがで
きます♪

※各種制度には条件があり変更される場合があります。
　詳しくは採用担当者へお尋ねください。

遠方からの転居には
費用が掛かるので

助かりました 時間休を取得し
私用を済ませてから
出勤することも！

職場とは違う
仲間の意外な一面が
見られて面白いです♪

興味のある分野を
深められる！

毎年この時期を
楽しみに

待っています
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地域を知って、もっとつながる。深める。
あいセーフティネットのリハビリ職は、病院や施設内の業務だけにとどまりません。
多世代が交流する地域イベントや健康講座の開催、介護予防の講師派遣なども積極的に協力しています。
地域包括ケアシステムは、誰もが住み続けられるまちづくりのこと。地域の特性や生活への理解を深め、
リハビリの専門知識を地域に還元することで、コミュニティ全体の健康増進へ貢献しています。

体成分分析装置「InBody」を導入し、イベントで
も提供しています

無料の測定会は
アドバイス付きで好評
無料の測定会は

アドバイス付きで好評

財団の支援で「笑いヨガインストラクター」の
資格を取得し活躍する理学療法士もいます

コミュニティセンターに
出向いて健康教室

コミュニティセンターに
出向いて健康教室

毎年多摩センター駅前で開催される
「落合夏祭盆踊り大会」に出店しています

夏祭りの模擬店で
子どもたちとほのぼの交流
夏祭りの模擬店で

子どもたちとほのぼの交流

測定結果を蓄積し、個別にアドバイス付きのレ
ポートを提供し喜ばれています

老人クラブの体力測定会では
正しい計測方法などを指導
老人クラブの体力測定会では
正しい計測方法などを指導

院内で開催する介護者向け講座では、多くのリハ
ビリ職が活躍しています

市民向けの公開講座や
体験会で講師を担当
市民向けの公開講座や
体験会で講師を担当

毎年永山駅周辺で開催される「永山フェスティ
バル」に出店しています

多職種と一緒に
地域イベントにブース出店

多職種と一緒に
地域イベントにブース出店

CSR・地域活動

筋肉量や
体脂肪率を
見てみましょう

健康や介護予防に
関する知識を普及

市の委託事業でも
介護予防を推進中

各種測定に
工作教室など
盛りだくさん

おさかな
釣れた？

柔軟性も
介護予防に
大切です

データで見るあいセーフティネットのリハビリ職

見学・お仕事説明会

事業所説明・職種説明・見学・懇談など、ここでしか
わからない情報がたくさん。都合がつかない方も個別に
見学できますのでご相談ください。

１日体験はもちろん、長期インターンシップも受入れ可能。
しっかり臨床で体験していただき、応募前に就労中
のイメージが掴めるので安心です。

インターンシップ随時受付中

お仕事説明会毎月実施中

年齢

20代 41％

男
37％

女
63％

老健
10％

訪問リハ
14％

通所介護 2％ その他 3％

通所リハ
15％

4～6年目
21％

1～3年目
32％

7～9年目
18％

10年目～
29％

30代 43％

40代
14％

50代 2％

配属先

経験年数 男女比

残業時間

８時間55分／月平均

主な出身校
社会医学技術学院
多摩リハビリテーション学院
日本リハビリテーション専門学校
東京医療学院大学
北里大学
東都リハビリテーション学院
専門学校東京医療学院
健康科学大学
国際医療福祉大学　　　など

有給取得日数

１日／月平均

病院
56％

（2020年1月）

（2020年1月）

（2020年1月） （2020年1月）

(　　　　　 )2019年4月～2019年9月
天本病院 (　　　　　 )2019年4月～2019年9月

天本病院



永山

唐木田

多摩センター 若葉台

新百合ヶ丘

聖蹟桜ヶ丘

多摩市 稲城市

京王相
模原
線

小田急多摩線

京王線

『あいセーフティネット』とは
河北医療財団多摩事業部が推進する、多摩ニュータウンを中心とした医療・介護・福祉の地域ネットワーク
体制です。住み慣れた地域で安心して最期まで暮らす「地域包括ケアシステム」を推進します。

発行：社会医療法人 河北医療財団 多摩事業部　発行日：2020年4月1日
〒206-0036 東京都多摩市中沢2-5-1 天本病院5F
TEL 042-374-7168（多摩人事課 採用担当）
E-mail saiyou-t@kawakita.or.jp

Facebookもチェック

https://kawakita.or.jp
あいセーフティネット 検 索

社会医療法人
河北医療財団 多摩事業部

自分らしく成長しよう

　　理学療法士　作業療法士　言語聴覚士

採用ホームページ

採用のご案内

あいクリニック
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-375-9581

ケアプランセンターあいクリニック
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-375-9598

あい訪問看護ステーション
〒206-0012 多摩市貝取1431-3
☎ 042-371-6888

あいフィットネスサロンさくら
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-311-5445

あい訪問看護ステーションせいせき
（サテライト）
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-371-6888

あい小規模多機能施設おきな
（サテライト）
〒206-0011 多摩市関戸1-2-11 スマイラス聖蹟桜ヶ丘1F
☎ 042-311-5447

桜ヶ丘いきいき元気センター
〒206-0013 多摩市桜ヶ丘2-1-1

（多摩市委託事業）
☎ 042-311-7300

あい小規模多機能施設かりん
〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2-20-6 ゆいま～る聖ヶ丘 B棟1F
☎ 042-357-4101

あいグループホームどんぐり
〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2-21-2 ゆいま～る聖ヶ丘 C棟1F
☎ 042-357-3801

あい介護老人保健施設
〒206-0036 多摩市中沢1-17-38
☎ 042-374-7111

あいクリニック中沢
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 A棟1F
☎ 042-311-2820

あい訪問看護ステーション中沢
（サテライト）
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 A棟1F
☎ 042-371-6888

あい看護小規模多機能施設ほたる
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟3F
☎ 042-357-1870

あいグループホーム天の川
〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟2F
☎ 042-311-0176

多摩市中部地域包括支援センター
〒206-0025 多摩市永山4-2-5-105
☎ 042-375-0017

多摩市中部高齢者見守り相談窓口
〒206-0025 多摩市永山4-2-5-105
☎ 042-357-8877

あいクリニック平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-350-5062

ケアプランセンターあいクリニック平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-318-1826

あい訪問看護ステーション平尾
〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F
☎ 042-350-8615

天本病院
〒206-0036
多摩市中沢2-5-1
☎ 042-310-0333

あい小規模多機能施設こもれび
〒206-0025 多摩市永山3-12-1 多摩市西永山福祉施設
☎ 042-400-1071

（多摩市委託事業）

（多摩市委託事業）


