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Therapists massage
専門性を高めたい それが叶えられる環境
理学療法士

日向 智
平成29年新入職
帝京平成大学 卒

－充実した卒後教育、安心して学べる環境
当院では、教育体制に力を入れています。始めは、患者様の治療をするにあたって不安になる
事がありましたが、プリセプターやチーム制度により、不安の少ない環境で学ぶ事ができました。
また、院内勉強会や、外部講師を招いて勉強会があり、専門性が磨かれ、自信につながってい
ます。
－やりたい事ができる環境
様々な学会や長期の勉強会にも参加しやすい環境です。 毎年多くのスタッフが学会発表をして
います。初めての発表もフォロー体制が整って
いるため安心して準備が出来ます。
また、大学院に通っていたり、介護予防などの
地域活動や東京都理学療法士協会スポーツ局で活動をしているスタッフもいます。
活躍するスタッフや、支部長になるスタッフも
在籍していたりと、各分野で自己研鑚を積んだ
セラピストが多数在籍しています。
興味のある分野で、やりがいを持って働く環境が
整っていると感じます。

作業療法士としてのやりがいを感じています！
作業療法士

畠山 知大
平成30年新入職
首都大学東京 卒

言語聴覚士

－当院に入職した理由
スタッフの活気があり患者様も楽しそうにリハビリをしている
姿が印象的でした。広くて明るいリハビリ室も魅力でした。
また、就職説明会の時にスタッフとお話しする機会が
あるのですが、とても優しく安心感となり入職を決めました。
－入職後に不安や悩みがでたときは
当院ではプリセプターや班で密に関わる先輩が多い
ため、相談しやすく、前向きに考えられるようになりま
した。自信をもって患者様と向き合うことができ、作業
療法士としてのやりがいを感じています。
－職場の雰囲気
リハビリのスタッフ間はもちろんですが、多職種のスタッフとも話し
やすくとても勉強になります。院内イベントも多く、患者さんの為に
スタッフが一丸となって準備しています。また、野球や、マリンス
ポーツに参加したり、100名規模でお店を貸し切り、親睦会をする
など、社会人としても充実しています。

安心してのびのびと 大きく成長できる職場
－入職後の教育について
入職後は毎日、院内のオリエンテーションがありました。4月末にはグループ全体の新人が集ま
り、北海道で2泊3日の研修を行います。社会人としてのマナーを学べると同時に、同期と仲良く
なれる機会でもあり、とても良い経験でした。リハ部内ではプリセプターの先輩が個人に合った
指導をしてくれます。また、他の職種からも様々なアドバイスを頂くことで治療の視野が広がり、
安心して働くことができています。

一原 汐里
令和1年新入職
目白大学 卒

－ライフスタイルの変化に対応してくれる
結婚しているスタッフや産休・育休を経て働いているスタッ
フが多数います。時短勤務も利用できます。ライフスタイル
が変わっても働き続けやすい環境ですので、安心して働く
ことができています。

Pick Up Point
【しっかり学べ、しっかり休める環境】

【卒後教育】
✓プリセプター制

✓年間休日120日以上

1年間は4年目以上の先輩がマンツーマンで業務指導
班で担当患者様をもつので2年目以降も安心

完全週休2日、シフト制

✓福利厚生の充実

✓リハ部内、外部講師による勉強会多数

病院主催のマリンスポーツやBBQ・親睦会等
東急ハーヴェストクラブ宿泊利用券あり
某テーマパーク割引券あり

毎月、部内や外部講師による勉強会を開催
各分野の治療班があり、治療の幅が広がる

✓指導をする側にも指導方法等の勉強会あり
✓リハビリ専門医による指導あり
✓初めての学会発表も安心

✓学会参加や発表者が多数
参加費・交通費・宿泊費は病院が全額負担
2019年度学会参加者数：56名（延べ）
発表者数：16名（延べ）

【治療機器の充実】

指導してくれる先輩がつくので自信を持って発表ができる

トランクソリューション

Vital Stim

【診療データ】

疾患別

アウトカム
廃用症候群
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（直近6カ月）

運動器疾患
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脳血管疾患
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部分免荷式トレッドミル

在宅復帰率
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長下肢装具

2020年1月度
詳細は当院ＨＰ参照

【資格】
■日本理学療法士協会 認定理学療法士
【基礎領域】2名 【脳卒中】 8名 【運動器】2名
【スポーツ】 2名 【介護予防】1名 【補装具】1名
【管理運営】1名 【徒手】
1名
MURO solution

ESPURGE

In Body

2020年3月現在

【院外活動】
介護予防

当院は区西北部地域リハ
ビリテーション支援センター
の協力施設であり、区内の
リハビリテーション専門職
の有志団体「いたリハネッ
ト」の介護予防部会の一員
として様々な区の介護予防
事業に携わっています。

【年間スケジュール】

新入職員歓迎会
新人オリエンテーション
病棟実習
北海道研修
プリセプター・班所属決定
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担当患者の受持ち
上期面談
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下期面談
クリスマス会
忘年会
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スポーツ理学療法

毎月、院内勉強会・外部講師を招いて勉強会があり参加できます

月

月
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退院された方やご家族が
困った時に相談や情報共有
をする場を発足。スタッフ同
行のもと日帰り旅行や全体
集会を開催。日帰り旅行は
リフト付きバスを利用。車椅
子の方でも安心して参加で
き、ご好評頂いております。
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～
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患者家族会

3

初期症例発表
納涼祭
本部研修
マリンスポーツ
野球
夏季休暇
病院祭
新年会
節分
年度末症例発表

当院は東京都理学療法士
協会スポーツ局のイベント
サポート部に所属している
スタッフがいます。地域や競
技団体の大会に帯同し医師
や看護師と共にメディカルス
タッフとして応急手当やテー
ピング、動作指導を行なって
います。

就職見学説明会のご案内
【申し込み・お問い合わせ先】

【2020年度 日程】

参加希望日の7日前までに下記アドレスまでご連絡下さい
竹川病院 リハビリテーション部 黒川 亜祐美（くろかわ あゆみ）

7月 17（金） 25（土） 31（金）

E-mail:reha-saiyo@takekawa.gr.jp

8月

1（土） 7（金） 15（土） 21（金） 29（土）

9月

4（金） 12（土） 18（金） 26（土）

10月

2（金） 10（土） 16（金） 24（土） 30（金）

11月

7（土）

12月

5（土） 11（金） 19（土）

13（金） 21（土） 27（金）

①氏名（ふりがな） ②所属（学校名および学科）
③性別 ④年齢
⑤連絡先（メールアドレスと電話番号） ⑥就職説明会参加希望日

【注意事項】
〇就職説明会参加希望日3日前までに、当院より返信がない場合は、
お手数ですがお電話（03-6413-1300）でご連絡ください。

【説明会内容】
10：0010：3011：0012：4513：2016:00

【メール記載事項】

【その他】

病院概要・福利厚生等説明
病棟見学
リハビリテーション部説明
昼食（当院でご用意します）
リハビリテーション部見学
終了

〇新型コロナウィルス感染予防対策の観点から、説明会の方法や内容、
時間など随時柔軟に対応させて頂きます。
リモートでの就職説明会も検討していますので当院HPをご確認ください。
○リハビリテーション部のTwitterも是非ご覧ください。
○授業や実習の関係等で、都合がつかない場合は、別日に個別で対応
できますので、お気軽にご相談ください。

募集要項
採用予定数

加入保険

PT20名 OT10名 ST5名
※療養病棟を回復期病棟へ変更予定の為、増員します。

初任給

就業時間
休日
有給休暇

基本給
220,000円
職務手当
33,000円
住宅手当
30,000円（当院規定による）
家族手当
あり
通勤手当
全額支給
8：30～17：15 休憩60分（月～日・祝日）
シフト制 年間休日120日以上
法定通り付与

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険
その他待遇
昇給：年1回 賞与：年2回
退職金制度あり（2年勤務以上） 内部研修会あり
資格取得支援制度あり 症例発表会あり
プリセプター制度採用 外部学会・研修会参加費用支給
福利厚生施設有り 病院賠償責任保険加入
食堂あり 制服貸与

応募要項
選考
必要書類
申込方法・試験日

筆記試験（一般常識） 作文 面接
①履歴書（写真添付） ②成績証明書 ③卒業見込書 ④健康診断書
就職見学説明会後に詳細をご連絡いたします

施設情報
医療法人社団 健育会 竹川病院

駒込 JR山手線 上野

東武東上線

代表者名
所在地
電話番号
アクセス

理事長 竹川 節男
〒174-0075 東京都板橋区桜川2-19-1
03-6413-1300（代表）
東武東上線 上板橋駅南口から徒歩10分

成増

上板橋

大山

東京

池袋

有楽町

新宿

（急行は止まりませんのでご注意ください）

1952年（昭和27年）12月
設立・開業年
診療科目 内科 リハビリテーション科 整形外科 脳神経外科 皮膚科
病床数 161床 （回復期リハビリテーション病棟108床 療養型病床53床）
ホームページ http://www.takekawa.gr.jp

渋谷
羽田空港→浜松町（東京モノレール）
浜松町→池袋（JR山手線外回り）
池袋→上板橋（東武東上線）

約20分
約30分
約20分

浜松町

東京モノレール

羽田
空港

