看護職採用のご案内

社会医療法人
河北医療財団

多摩事業部

やさしく、美しく、寄り添える人へ
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。

Kawakita Nursing Style（KNS)
◆

看護統括部の理 念

おもいやり

恕の美しい看護の探求

恕

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

◆

（おもいやり）

美しさ

自分がされて嫌なことは他人も嫌であろう、
自分 がされて 嬉しいことは他 人も嬉しいで
あろうとわが身をもって考え、誠の心から他人
をおもいやること。

立ち振る舞いや言葉遣いなどの目に見える美し
さだけでなく、心で感じられる美しさのこと。
その美しさは患者さんへ届き、循環して自分に
帰ります。

教育理 念

魅力と生きがい

活動方針

主体的に学び共に成長し合う環 境を育む

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

専門力×組織力

明石 のぞみ

能 力 開 発とは、看 護 の実 践に必 要な知
識・判断・技術などの開発だけでなく、同
じ目標を共有した人々と協働して組織や
社会に貢献するために必要な能力を獲得
することでもあります。

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

活躍の場
医療機関
◆ 天本病院

（病棟・外来診療）

◆ あいクリニック

（外来診療・訪問診療・デイケア）

◆ あいクリニック中沢

（外来診療・訪問診療）

◆ あいクリニック平尾

（外来診療・訪問診療）
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◆ あい訪問看護ステーション
◆ あい訪問看護ステーション中沢
（サテライト）

◆ あい訪問看護ステーションせいせき
（サテライト）

◆ あい訪問看護ステーション平尾

介護施設など
◆ あい介護老人保健施設
（入所・デイケア）

◆ あい看護小規模多機能施設ほたる
◆ あい小規模多機能施設かりん
◆ あい小規模多機能施設おきな
（サテライト）

◆ あい小規模多機能施設こもれび
◆ 多摩市中部地域包括支援センター

河北医療財団

永池 京子

看護統括部長
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教育研修プログラム

クリニック・訪問看護ステーションなど

新卒の方やブランクをお持ちの方からキャリア転職の方まで、一人ひとりに合わ
せたキャリア支援に力を入れています。

●学会や勉強会への手厚いサポート

訪問看護ステーションでは、年に一度は全職員が学会や外部研修に参加できるよう支援しています。業務時間
で参加でき費用負担もないため大変好評です。
学んだ知識は事業所内で伝達し、チーム全体のボトムアップに役立てられます。

●法人内研修

天本病院
年間を通じてOJTおよびOFF－JTの研 修が 受けられ、主体的なキャリア形成を支 援します。
自分の目指したい職務や職位に必要なステップが示されているので、目標をもって成長できます。
河北総合病院（杉並）での合同研修もあります。

◆ KNSクリニカルラダー認証制度 ◆

レベルⅣ 幅広い視野で予測的判断をもち看護を実践する
レベルⅡ 標準的な看護計画に基づき自立して看護を実践する

医療機器や福祉用具の使用方法など最新の情報をメーカーから直接学べる機会
もあります。

専門職的なスキルだけでなく、ビジネスパーソンに必要な研修も充実。社会人として身に付けたい基本
的なマナーから、上司や部下とのコミュニケーション術やストレスケア、管理職として必要な法的な知識
まで、ステップアップしながら学べます。河北総合病院（杉並）での合同研修もあります。

必須の研修
を受講し
ステップアップ

階層別研修

テーマ別研修

幹部管理者研修（課長以上）

レベルⅠ 基本的な看護手順に従い必要に応じ助言を得て看護を実践する

新任管理職研修
●

プリセプターによる指導（新卒）

一般研修Ⅲ

個人の進度にあわせた研修計画を立て、担当の先輩看護師がていねいに
サポートします。１年目は夜勤はなく自分のペースであせらず学ぶことが
できます。

●

ＫＮＳポートフォリオ

自分の目標や学びについて記し、１冊のファイルを作りあげていくポート
フォリオ制度を導入。研修のレポートや上司からのアドバイスなども蓄積し、
成長が実感できます。

●

e-ラーニング

自己学習を推奨するために、学研のナーシングサポートシステムを導入。
費用負担なしでパソコンやスマホからオンデマンドのプログラムが視聴でき
ます。講師陣による専門的な講義の他、振り返りテストなどの教材も充実。
新卒はもちろん、どなたでもすぐに役立つ実践的な内容です。

●

看護専門実践研修

専門的な知識と技術を習得し、地域に貢献できる看護師育成の強化を行う
ことを目的とし「認知症看護」
「褥瘡ケア」
「感染管理」
「アセスメント・看護
実践」
「緩和ケア」などの領域における研修を行っています。

（※年度によって内容に変更があります）
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気管切開についての社内勉強会

◆ ビジネスマネジメントスキル ◆

より複雑な状況において、ケアの受け手にとっての最適
な手段を選択しQOLを高めるための看護を実践する

レベルⅢ ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する

●メーカーによる研修など

全職員共有

日本看護協会の基準をベースに、獲得した能力の度合いを5段階で認証。
新卒でも中途でも技能の標準化が図れます。

レベルⅤ

毎月事業所内で開催される勉強会では、基本的な看護技術の見直しから、デス
カンファレンス（看取りの分析）など時代のニーズに合わせたテーマも取り入れて
実施しています。

一般研修Ⅱ

8年目

中堅研修（副主任・主任・係長）

一般研修Ⅰ
オンラインを活用した院内勉強会

いつでも
どこでも
学べる♪

4 ～ 5年目
3年目

新入職者研修・あいセーフティネット連携研修

他の事業所や職種の
方と一緒に研修を受講。
受講ごとに顔なじみが
増えますよ

10年目～

・理事長講義
・コンプライアンス研修
・採用面接官研修
・ハラスメント研修
・労働基準法
・目標管理制度
・人事労務 など

自分の所属する事業所以
外も見学でき、あいセーフ
ティネットの連携を肌で
感じることができます

1年目

新入職者研修で、
財団の歴史やコアサービスの
認知症支援などを学べたので、
あいセーフティネットの一員
として実感できました

感染管理の専門実践
研修を受講後、現在は
院内の感染管理委員
として知識を活かして
います

あいセーフティネット連携研修

新入職者研修
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目標やライフステージに対応

仕事の夢やライフスタイルは人それぞれ
あいセーフティネットなら、看護師一人ひとりの個性や自己実現を大切にしながら、
患者さんとじっくり向き合える看護ができます。
資格取得

Voice

急性期から在宅へ、初めての転職

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

専門性
子育て

管理職

答えてくれた人
未来の自分がイメージできた

認定看護師の知識を活かす

准看護師として新卒で入職して
10年。現在は正看護師を目指し
通信教育で勉強中です。
（天本病院）

慢性呼吸器疾患看護認定看護
師を取得し、訪問看護師として
後輩育成の視点を大切に
難病の方の在宅療養を支えて
産休・育休を経て職場復帰。
大学院で学びを深め、所長とし
います。
現在は夜勤のないクリニックに
て管理業務を担当。現場にも出
（あい訪問看護ステーション平尾）
異動して、家庭と仕事を両立し
ながら、職員の育成も大切にし
ています。
ています。
（あいクリニック平尾）
（あい訪問看護ステーション）

あい訪問看護ステーション 看護師

運転中に見る多摩市の
豊かな自然も
気に入っています！

短大卒業後、系列の大学病院に10年以上
勤務。2019年に当財団へ転職。

子どもと一緒に成長中

こんな疑問はありませんか？

今までは急性期。
もっと患者さんと
丁寧に向き合いたい

未経験・ブランクありでも
大丈夫？

インターンシップで体験

在宅分野への転職が増えてます

小人数制でしっかりフォロー

就労後の具体的なイメージをつかむ
ために、ぜひインターンシップにご参
加ください。職場や職員の雰囲気を
肌で感じていただき、ギャップを解
消することは職場選びに重要です。
複数の事業所を体験し、あなたに
あった就業先を見つけることもでき
ます。いつでもお気軽にお問い合
わせください。

急性期の大病院でのキャリアの
なかで、退院後の生活に興味を持
ち在宅医療分野に転職される方
が多くいます。病院にいては叶え
ることが難しい患者さんの希望
も、在宅なら多職種連携のチーム
が一丸となって実現できることも
あります。患者さんと一緒に分か
ち合う喜びはひとしおです。

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。ブランクのある方もて
いねいにサポートし、研修などを
通じて最新の情報をキャッチでき
ますので安心してください。自分
のペースやプライべ―トとの両立
を大切にしながら働けます。

職場の雰囲気や
人間関係が気になります
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入職してどうですか？
ホントのところ、
教えてください

ー 訪 問 看 護 師になって1年が 経ちました。振り
返ってみていかがですか？
「急性期の大学病院である程度の経験は積んでい
ましたが、在宅の現場は初めてだったため、訪問看
護師としてやっていけるのか最初は不安でした。まず
は先輩方と一緒に利用者さんのお宅に行き、訪問
ならではの作法なども教えていただきながら、その
後ひとりで行くようになりました。ケアについて悩む
ことも日々ありますが、ステーションに戻れば先輩
たちが親身に相談にのってくれます。人間関係が
とても良いので、私もこれまでの経験を活かしなが
ら学ばせていただいているところです」

ー転職後、ご自身の成長は感じられますか？
「はい。在宅ならこんなことまでできるんだ！という
驚きをたくさん経験しました。大学病院にいた時に
は、自宅に帰りたい、畳の上で死にたいと言いなが
ら病室で亡くなる方を大勢見てきました。その時は
共感しつつも在宅医療の知識が不足していたので
心残りのことも多くて。今なら
『帰れるよ』
と言って
あげられると思うんです。退院から在宅へとつなぐ
色々なサービスもありますし、病院ではできなかっ
たことが在宅では叶えてあげられる。利用者さん
が満足している顔が見れることが嬉しいです」

ーそれがやりがいにつながっているんですね。
「はい。こちらに来て担当した利用者さんで、とても
ラグビーがお好きな方がいました。終末期のガンで
したが、どうしてもワールドカップを生で観戦した
いとご自宅に戻られたんです。入院先では無理と
言われましたが、ご本人とご家族の意思が強く、
わたしたちもその願いを叶えたいと一緒に準備に
励みました。いつ心肺停止してもおかしくない状態
の中、車椅子でスタジアムに向かい、なんとか前半
戦を観ることができて。目を輝かせて楽しそうに
お話されていました。その２日後に亡くなられたの
ですが、弔問にお伺いすると娘さんが
『父のために
ワンチームになってくれてありがとう。本当に行け
て良かったです』
とおっしゃってくださって…。自分
の中でこれからも訪問看護師としてやっていく自
信につながりました。
制度のことなどまだまだ学ぶことが多く半人前
ですが、はやく一人前になってもっと利用者さんと
信頼関係を築き、在宅生活を支えられる訪問看護
師になりたいです」

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。応援して
います。
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職場

紹介

職場

天本病院

紹介

あいクリニック

基本ＤＡＴＡ
■外来診療
■入院診療（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

地域包括ケア病棟の１日（日勤）
8：30

始業

9：00

朝食後のケア

リーダーから申し送りを受けます。前夜の患者さん
の容態や本日のスケジュールを確認。
バイタルチェックや口腔ケア、排泄ケアを介護職と
行います。認知症をお持ちの方も多いので、お薬
の飲み忘れなども気をつけます。

9：30 カンファレンス

週に2回多職種が参加。医師の治療方針の確認や、
退院に向けての調整、治療やリハビリ、生活面の
課題などを共有します。

12：00 休憩

職員食堂で格安で昼食が食べられます。

基本ＤＡＴＡ
■外来診療
■訪問診療
■デイケア 定員40名

ご高齢の方の在宅療
養 支 援 病 院 として、
多職種協働で在宅復
帰支援をしています。
認知症ケアや身体拘
束削減にも力を入れ
ています。

カンファレンスでは、
看護職の他に、医師・
リハビリ職・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。

13：00 個別ケア

点滴などの個別ケアや在宅復帰に必要なリハビリ、
電子カルテの記入など。

15：30 看護カンファレンス

フロアの看護職・介護職が全員集合し、インシデン
トの共有やケアの見直しを行います。

17：00 業務終了

多職種連携がうまく機能している
ので自分の業務に集中できます。
またチームワークの意識が徹底し
ているためコミュニケーションも
活発。日々タスクシェアして残業し
ない環境作りに努めています。
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8：30

始業

9：30

訪問診療

医師や同行員とともに前日の申し送りをし、本日
の訪問スケジュールを確認。必要な物品の準備な
ども行います。
新患の際には医師に同行し最初のアセスメントを
します。その他採血や点滴、褥瘡やカテーテルの
交換などを行います。

10：00 電話対応

11：30

在宅や施設からの相談電話に対応。緊急時は状況
をすばやく判断し、医師の往診スケジュールを調整
します。

市の定期健診も在宅で
行います。レントゲン
技師と共に、心電図を
担いで訪問することも。

休憩

職員食堂で格安で昼食が食べられます。

13：00 カンファレンス
食堂には個室の休憩
室が併設。マッサージ
チェアやコーヒーメー
カーもあります。

電子カルテに業務報告を入力し終了。

やりがいPick up

訪問診療科の1日

患者さんによって必要
とする医材料はさま
ざ ま で す。効 率 的 に
診 察が行えるよう持
ち物の準備は入念に
行います。

新人の方、ブランクの
あ る方 で も大 丈 夫。
チ ームでしっかりサ
ポートするのでひとつ
ひとつ業務が身に付
きます。

医師、同行員と患者情報を共有。管理栄養士やケア
マネ、ヘルパーなどに同席してもらうこともあります。

13：30 訪問診療
17：00 終業

訪問看護ステーションや薬局などに連絡し、明日
の準備をして終了。

やりがいPoint

訪問診療の患者さんは、容態が安定し
ている方から難病の方やがん末期の方
など多岐に渡ります。診療時間が限ら
れる中、安心して療養生活を送るため
には電話などでも日々細やかに対応
することが不可欠。自分が収集した情
報を積極的に医師や関係機関に提供
することで、患者さんの願いをサポー
トしている手応えが感じられます。

訪問診療担当の看護
師は常時3 ～ 4人で、
誰でもいつでも対応
できるように患者情
報を共有しています。

同建物内に訪問看護
ステーションや居宅
介護支援事業所があ
り、連携も抜群。潤滑
なコミュニケーション
が特徴です。
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天本病院 地域認知症支援センター
認知症看護認定看護師

あい介護老人保健施設

財団の奨学金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
基本ＤＡＴＡ

財団の奨学金制度を利用して認知症看護認定看護師の資格を取得
しました。認知症ケア加算1を算定している天本 病 院で、認 知 症
ケアサポートチームとして活動しています。特に身体抑制削減に向
けて力を入れて取り組んでいるほか、もの忘れ外来では初診予約時
や診断直後から必要に応じて相談を受けています。
また、法人内で認知症の研修を担当し、地域向けの講座を開催した
り、認知症関連のイベントや学会などにも積極的に参加しています。
認知症看護は、人としての生き方や、人と人とのつながりを考える
奥深い仕事だと思っています。

■入所 定員150名
■デイケア 定員50名

入所担当の1日
8：30

始業

9：00

利用者さんのケア

9：30
11：30

定時の申し送り以外
で も、気 に なる こ と
があればすぐに他職
種 に 相 談。風 通し の
良い職場です。

各ユニットの看護職が集まり申し送りをします。
リーダーより注意が必要な利用者さんの情報共有
などが行われます。
担当ユニットで介護職と申し送り。バイタルチェッ
クや傷の処置など個別ケアを開始します。

医師の回診に同行

容態が気になる利用者さんの情報を医師に伝え、
回診に同行し補助をします。

昼食介助

介護職と一緒に食事介助。利用者さんの嚥下状態
や食事の量など気づいたことはカルテに記録。

高齢の方はご自分で
体調不良を訴えられ
ないこともあるので、
こちらから異 変に気
づけるように気を配っ
ています。

天本病院

師長

管理職としてキャリアを積み、部下の教育や組織
運営を通じて地域に貢献していきたいです
私は看護師として、多くの患者さんの力になりたいと思いゼネラリ
ストを目指してきました。そして、急性期病院などで管理職を経験し
天本病院に入職しました。あいセーフティネットはシームレスなケア
を提供しており、地域包括ケアシステムを実現していくうえで大きな
可能性があると感じています。
財団にはさまざまな自己研鑽制度があり、ステップアップへの支援
体制もあります。管理職として部下へ自己研鑽を勧め、自身も自己
研鑽に励み、組織運営に参加することで多くの患者さんの力になっ
ていきたいと思います。

12：30 休憩

昼食は日替わりメニューが格安で食べられます。
広い休憩室でほっと一息。

15：45 カンファレンス

相談職やリハビリ職など多職種で意見交換をしな
がらケアプランを確認。

17：00 終業

本日の記録を入力し、夜勤に申し送りをして終了。

やりがいPoint
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老健での看護業務は、生活の場に
即した判断が求められます。生活
を支える介護職やケアマネの視点
に、看護師やリハビリ職の医療の
視点もプラスしながらチームケア
で利用者さんを支えている実感が
あります。

職種を問わずコミュ
ニケーションが活 発
な の が、あい 老 健 の
特徴です。利用者さん
思いの 熱 心 なスタッ
フが多く話も弾みま
す。

薬剤科より届いた薬
を確認し、利用者さん
毎 に 管 理。朝 昼 夜と
間違いのないように
読み合わせます。入退
所の際の薬の確認も
重要です。

あい看護小規模多機能施設ほたる

在宅医療の経験を活かし、
「看多機」という新しい
分野で活躍しています
在宅医療に関わり約18年。とても奥深く、そして魅力ある、看護
師としてとてもやりがいのある分野です。そんな私が選んだのが、
在宅看護の総合とも言える「看護小規模多機能施設」でした。
看護師としての医療的視点が活かせる看多機。さまざまな経験が
積める場所であり、社会的にも今後はさらに必要とされる場所だ
と考えています。
法人は在宅分野に力を入れていますので、在宅看護に少しでも興味
がある方、ぜひ一緒に働きましょう。楽しくやりがいのある職場を
モットーに日々頑張っています。
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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！

転居交通費5万円！

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。

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

休暇制度

遠方からの転居には
費用が掛かるので
助かりました

昼食補助

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。
時間休を取得し

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。

私用を済ませてから
出勤することも！

永年勤続表彰

ストレスケア

交流イベント･忘年会補助

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。

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。

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。

子育て支援

職員紹介謝礼制度

クリスマスケーキ

サークル

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。

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♪

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。

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♪

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。
興味のある分野を
ほとんどの職員が支援
深められる！
制度を利用してスキル
アップに努めています。
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※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。

毎年この時期を
楽しみに
待っています

職場とは違う
仲間の意外な一面が
見られて面白いです♪
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CSR・地域活動

データで見るあいセーフティネット（多摩事業部）

地域を知る。知識を還元する。
あいセーフティネットの看護職は、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市民の方を対象にした講座などに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、
看護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。
市民向けの講座で講師を担当

専門知識を伝える

年齢
20代
6％

70代
1％

30代
19％

勤続年数
10～14年
10％

60代
3％

50代
24％

介護職向けの喀痰吸引研修で講師として活躍

夏祭りの模擬店で
子どもたちとほのぼの交流

他職種と一緒に
イベントにブース出店

筋肉量や体脂肪率を
見てみましょう

未来のナースを発掘！？

子ども向けフェスでナースの職業体験を実施。
聴診器で心臓の鼓動を聴いてもらいました
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地域イベントで無料の健康測定会を行い、結果
をアドバイス

事業所や職種を超えた
「あいセーフティネット」
としての
活動があるのも魅力。委員会や
サークルを通じて職員同士や地
域の方と交流ができ、仕事にも
活きてきます

あい訪問看護ステーション所属
摂食・嚥下障害看護認定看護師

10.68日／年平均

（2019年4月～2020年3月）

（2020年1月時点）

雇用

クリニック
10％ 訪問看護

非常勤
16％

ステーション
15％

病院
60％

看護小規模
多機能施設・
小規模
多機能施設
4％
中部地域包括
支援センター
1％

（2020年1月時点）
毎年多摩センター駅前で開催される盆踊り大会

有給取得日数

1～2年
44％

配属先
老健
10％

おさかな
釣れた？

6時間19分／月平均

（2019年4月～2020年3月）

3～4年
20％

（2020年1月時点）

地域包括支援センターの依頼で介護予防の大切
さを啓発

15年以上
5％

5～9年
21％

40代
47％

残業時間

常勤
84％

（2020年1月時点）

見学・お仕事説明会
お仕事説明会毎月実施中

天本病院所属
多摩事業部地域活動委員

専門知識を持つ
認定看護師や経験値の高い
看護師は、講師として内外で
活躍しています。地域に
根差していることを
実感します

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。

インターンシップ随時受付中
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。
動画でも配信中
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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。

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

あいクリニック

〒206-0013 多摩市桜ヶ丘2-1-1
（多摩市委託事業）

〒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

☎ 042-311-7300

京王

☎ 042-375-9598

あい訪問看護ステーション

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

線

☎ 042-357-4101

あいグループホームどんぐり

聖蹟桜ヶ丘

〒206-0022 多摩市聖ヶ丘2-21-2 ゆいま～る聖ヶ丘 C棟1F

〒206-0012 多摩市貝取1431-3

☎ 042-371-6888

☎ 042-357-3801

多摩市

稲城市

あい介護老人保健施設

〒206-0036 多摩市中沢1-17-38

☎ 042-374-7111

相
京王

線
模原

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（多摩市委託事業）

☎ 042-375-0017

永山

多摩センター

天本病院

唐木田

〒206-0036
多摩市中沢2-5-1

☎ 042-310-0333

若葉台

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（多摩市委託事業）

☎ 042-357-8877

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

小

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

田

急
多
摩

新百合ヶ丘

線

☎ 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

あい看護小規模多機能施設ほたる

ケアプランセンターあいクリニック平尾

☎ 042-357-1870

☎ 042-318-1826

〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟3F

〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F

あいグループホーム天の川

あい訪問看護ステーション平尾

☎ 042-311-0176

☎ 042-350-8615

〒206-0036 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢 B棟2F

発行：社会医療法人 河北医療財団 多摩事業部 発行日：2020年8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

〒206-0823 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1F

Facebookもチェック
あいセーフティネット
採用ホームページ

https://kawakita.or.jp

検索

