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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

宮川 祐輝
平成31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 基礎を固めて専門性を高めることができる
当院では、教育体制に力を入れています。私も初めは、患者様のリハビリに悩み、勉強するにも
何から手をつけて良いのかと漠然とした不安がありました。そのような中、当院のチューター制
度や班制度、豊富な勉強会により、一つ一つ丁寧に不安を解消させて学ぶことができました。ま
た、コロナ禍という時代の中、webを利用した院内勉強会や外部講師による勉強会があり、専門
性が磨かれ、自信につながっています。
－やりたい事を見つけ、磨くことができる
昨年度はじめてオンラインにて学会発表をしました。初めての発表でとても不
安があったのですが、大学院に通っていたり、学会発表経験豊富な先輩たち
の協力があり、安心して発表することができました。この経験は自信にもなり、
理学療法士としてのステップアップができたと感じています。また介護予防な
どの地域活動や東京都理学療法士協会スポーツ局で活躍する先輩が在籍し
たりと、各分野で自己研鑽を積んだセラピストが多数在籍している点や、最新
の治療機器が多くある点も当院の魅力だと感じています。

患者様の笑顔を引き出せた時にやりがいを感じます。
作業療法士

－当院に入職した理由・また入職してみて
就職説明会では、先輩スタッフの活気や患者様が楽しそうにリハビリをされている姿が印象的で
した。環境も充実しており、雰囲気に惹かれて就職を決めました。また、入職してからも、明るい
環境でのびのびと自分らしくリハビリができており、入職をして良かったと改めて感じています。
－作業療法士としてどういうところにやりがいを感じるか
臨床で不安な点は先輩に相談しながら進めていけるので、自信を
もって患者様と向き合うことができています。その中で患者様の笑
顔を引き出せた時に一番やりがいを感じます。また、コロナ禍で面
会が少ない中でも、メッセージカードを患者様と作成して送る等、ご
家族との関わりの中でもOTらしさを発揮できていると感じます。

馬渕 みずほ
令和2年新入職
名古屋大学 卒

言語聴覚士

竹田 美優
令和2年新入職
目白大学 卒

－ライフスタイルにあわせた働き方ができる環境
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もおり、
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。

困ったときにすぐに相談できる、居心地の良い職場
－ST内での教育や雰囲気について
感染対策のためにzoomを使用した勉強会を実施しています。評価の取り方など基礎的な部分
から先輩方と一緒に勉強することができます。また勉強会だけでなく、症例相談会というものが
月に2回あります。これは、1,2年目が患者様への訓練プログラム立案に悩んだ時、先輩方に気
軽に相談できる会です。困った時にすぐに相談できる環境が整っています。小さな不安から先
輩方に相談することができるため、とても居心地の良い環境です。
－感染予防対策をしたうえでのリハビリ
感染予防対策として、口腔ケアをする際は、マスクを二重にする、
エプロン、アイガードをつける、個室でのリハビリでは窓を少し開
けておく等、感染対策もしっかりと行っています。また、失語症の
方のリハビリで口形提示をする際は、マスクをとる必要があるため、
フェイスガードをつけています。コロナウイルスの感染拡大により、
患者様へ提供するリハビリテーションの質が落ちないよう、工夫し
ながらリハビリを実施しています。

Pick Up Point
【しっかり学べ、しっかり休める環境】

【卒後教育】
✓チューター制度

✓年間休日120日以上

入職後1年間は3年目以上の先輩が指導者としてつき
業務指導にあたる
班で担当患者様をもつので2年目以降も安心

月10～11日の休み、シフト制
✓福利厚生の充実(情勢により変更あり)
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

✓リハ部内、外部講師による勉強会多数
コロナ禍に対応し、zoomを使用したリモートでの勉強
会を多く開催
リハノメなどオンラインでの自己学習を積極的に推進
各分野の治療班があり、治療の幅が広がる

✓学会参加や発表者が多数
参加費は病院が全額負担
指導してくれる先輩がいるので自信をもって発表できる

【最新治療機器の充実】

✓指導をする側にも指導方法等の勉強会あり
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【診療データ】

＠ATTENTION

POPO

疾患別

アウトカム

在宅復帰率

48.3

95.2

【資格】

廃用症候群
10.0％
運動器疾患
31.0％

％

ReoGo-J

■日本理学療法士協会 認定理学療法士

脳血管疾患
59.0％ 2021年3月度
詳細は当院ＨＰ参照

【基礎】1名
【脳卒中】5名
【運動器】3名
【スポーツ】 2名 【介護予防】2名 【補装具】1名
【管理運営】1名 【徒手】1名 【呼吸】1名 【代謝】1名
2021年3月現在

【院外活動】
介護予防

患者家族会

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す。区内のリハビ
リ専門職の有志団体「いたリハネット」の介
護予防部会の中核を担い、様々な区の介
護予防事業に携わっています。最近は感染
対策で、リモートにて体操指導を行っていま
す。

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
のもと車椅子の方でも参加できる日帰り旅
行や全体集会を開催。昨年度はコロナ禍
のため実施できませんでしたが、今後何ら
かの形で再開できれば…！

スポーツ理学療法

東京オリンピックで活動予定の理学療法
サービススタッフが６名います。(公社)東
京都理学療法士協会スポーツ局所属ス
タッフや、中央競技団体における日本代
表のトレーナー活動をしているスタッフが
おり、スポーツ現場でアスリートのコン
ディショニングやテーピングをしています。

就職見学説明会のご案内
感染対策としてリモート(zoom)での就職説明会も積極的に開催しています
【2021年度 日程・時間】
【申し込み・お問い合わせ先】
7月
8月
9月
10月
11月
12月

16（金）
7（土）
4（土）
2(土)
5(金)
3(金)

24（土）
13（金）
10（金)
8(金)
13(金)
11(土)

30（金）
21（土）
18（土）
16(土)
19(土)
17(金)

27（金）
24(金)
22(金) 30(土)
27(金)

※2020年度は10月末でPTは定員に達しました。

当院での説明会：10:00～12:00ごろ
リモートでの説明会：14:00～16:00ごろ

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 下鶴 舞（しもづる まい）

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

【メール記載事項】
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説明会参加希望日(当院またはリモートどちらの希望かも併せて)

【注意事項】

【説明会内容】

○試験を受ける前に就職説明会に是非ご参加下さい。
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。

1.病院概要・リハビリテーション部説明
2.リハビリ室・病棟見学

【その他】

実際にリハビリしている様子をリモートにて見学できます。 ○リハビリ部のTwitterも是非ご覧ください。
〇リハビリ部紹介動画を視聴希望の方は、上記連絡先にご連絡ください。
3.各科ごとの説明、質疑応答
○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
当院での説明会の場合は、説明会終了後、若手セラピ
で、お気軽にご相談ください。
ストと話をする機会を設けております(20分程度)。
○遠方地の方やご希望の方は、リモートで就職試験を受けることも可能です。

募集要項
採用予定数
初任給

就業時間
休日
有給休暇

PT10名 OT8名 ST5名
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

加入保険
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
チューター制度採用 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

就職試験応募要項
試験場所
選考
必要書類
試験日
申込方法

当院またはリモート
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
2021年8月6日(金)、9月3日(金)、10月1日(金)、11月12日(金)、12月10日(金)
上記【申し込み・お問い合わせ先】まで、希望日の7日前までにメールにてお申込みください。

医療法人社団 健育会 竹川病院
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

駒込 JR山手線 上野
東武東上線
成増

上板橋

大山

（急行は止まりませんのでご注意ください）

設立・開業年
診療科目
病床数

内科 リハビリテーション科 整形外科 脳神経外科 皮膚科
（回復期リハビリテーション病棟108床 療養型病床53床）
→今年度全床回復期病棟に変換予定

ホームページ http://www.takekawa.gr.jp
リハビリテーション部twitter https://twitter.com/takekawareha

有楽町

新宿

1952年（昭和27年）12月

161床

東京

池袋

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

