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在宅に興味がある全国の看護師さんへ 

 

訪問看護ステーション 

は～とふる多摩センター 
 

 

 

 

 

移住就職のごあんない 
東京都 多摩ニュータウンで一緒に働いてみませんか？ 
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多摩ニュータウンってどんなところですか？ 
 

街のだいたいの雰囲気はジブリ映画『平成狸

合戦ぽんぽこ』と『耳をすませば』の２作品を

ご覧になったことのある人にはイメージしや

すいかな～と思っています。多摩ニュータウン

は高度経済成長期に開発が始まった日本最大

級の団地地域です。１９６４年の東京オリンピック開催の前後の時期に移住

した第一世代がみな後期高齢者となり、多くの

方々がエレベータの無い 5 階建てのいわゆる『羊

羹（ようかん）型団地』で独居やご高齢夫婦による

孤独な介護生活を営んでおられ、その件数は年々

増加しています。 

タヌキもいて緑豊かなところですが、一応東京都です。新宿までおよそ３０

分で出られますので、大学病院や看護協会の研修等、手の届く場所に学びの機

会は沢山あります。また多摩は郊外地ですので中規模以上の病院や小規模の

介護施設等も多くあり、日々どこかで介護・医療

系の研修や勉強会が行われています。医療従事者

としての経験を深めるには十分な環境です。 
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多摩ニュータウンで実務経験を積んでみませんか 
 

超高齢化という現象自体は、皆さんがお住いの各

地域も含めもはやどこの地方でも珍しくないもの

となっています。しかし、高齢化スピードという点

では多摩ニュータウンは医療・介護の観点で『日本

で（つまり世界で）トップクラスの危機的状況』の地域です。住民の加齢に加

え、高齢者人口の流入そのものも現在もなお急速に進んでいます（上記の団地

群が保証人なしで入居できる公団や低所得対象の都営団地であることも一因

です）。その結果、医療資源がまだまだ不足しています。当ステーションもま

た常に人手不足で悩んでおります。 

その一方で、今後地域包括ケアシステムのモデル地域として世界レベルで

注目されており、近い将来高齢化が課題視される諸外国からの視察団も受け

入れているエリアです。患者様の病状や医療環境は、皆さんがお住いの各地域

も含めどこの地域でも深刻であることには間違いありませんが、ニーズの増

加率では多摩ニュータウン地域は群を抜いている状況です。皆さんが訪問看

護師として実務経験を積みたいとお考えならば、その要望には充分にお応え

できるはずですし、私たちとしても皆さんの経験と技術でぜひ多摩の在宅医

療を助けていただきたいと願っています。 

 

 



4 

 

新型コロナウイルスの心配はどうなの 
 

報道でもありました通り、かつての東京都は一日あ

たり 5000人超の感染者数を記録していた時期もあり

ましたが、実態としては、感染者分布は都心部に集中

しており、多摩ニュータウンを含む郊外部の、かつ在

宅現場においては感染症の影響は比較的小さいもの

でした。もちろん施設のクラスター発生などが皆無なわけではなかったので、

は～とふる多摩センターとしても万全の感染対策

を講じて現場に臨んでいたことは言うまでもあり

ません。しかし、多摩市内の訪問
・・
介護・看護事業所

で営業中止を余儀なくされるケースはありません

でしたし、は～とふる多摩センター単体でいえば濃

厚接触の可能性が疑われる方こそ数名いらっしゃったものの、結果としてご

利用者様、関係者様の陽性者数は０名です。今後も感染対策を継続的に徹底し

て、慎重に業務に取り組みます。 
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訪問看護ステーションは～とふる多摩センターについて 
 

⚫ 所在地は東京都多摩市 

⚫ 最寄り駅は京王線・小田急線・ 

多摩都市モノレール線『多摩センター駅』 

⚫ ２０１８年６月にオープン 

（令和３年末現在、開業５年目） 

⚫ ２４時間３６５日のオンコール体制 

（担当看護師は自宅待機） 

⚫ 常勤３名を中心に、非常勤看護師、パート事務スタッフの協力を得ながら

小規模で運営。 

⚫ 看護師が要支援者から重症者までを幅広く対応。指定難病、障害者等の対

応も受けている。開業当初よりリハビリスタッフはおらずアセスメント訪

問等はなし。精神疾患主訴の対応もなし。 

⚫ 訪問エリアは事業所より半径６キロ。主に多摩ニュータウン地域。現在は

半径的には縮小傾向でより地元密着型になりつつある。 

⚫ 現在、隣接の町田市内に『支所（サテ

ライト事業所）』設立計画あり。 

（現在既に非常勤スタッフによる訪

問が小規模で稼働中） 
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はーとふる多摩センターで一緒に働いてみませんか 
 

⚫ 常勤（正社員）は今のところすべて他県か

らの移住就職者。新しい場所での仕事＆生

活に不安があっても、仲間が優しく相談に

のってくれます。 

⚫ 先輩は皆、訪問看護師になるために転居し

てくれた目的意識の高いスタッフ。 

⚫ 経験を積むことが目的であれば３～５年を目処に地元に戻って故郷の在

宅医療に貢献したいという意思も尊重。 

⚫ 逆に、多摩で、そしては～とふるでリーダー格としてキャリアを深める意

思も尊重し応援いたします。自分の道はあなた自身で切り拓いてください。 

⚫ 訪問看護未経験者大歓迎。ＯＪＴで丁寧にゆっくり指導いたします。 

⚫ 臨床経験は３年以上が望ましいですが、それ以下でもやる気や熱意を評価

します。 

⚫ ステーション内研修を今後強化。さらにアフターコロナで全国各地の学

会・勉強会への参加奨励。一部ステーションからの補助あり。 

⚫ 定期昇給あります。『前の職場は給料は悪くなかったけど入職当初から全

く上がらなかった』という声をよく聞きますが、そんなことはありません。 

 

 

管理者＆主任ともに高知県出身 
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転居に伴う引越費用（引越業者への支払い） 
全額負担いたします！ 

 
 

訪問車を常時貸与 
ロゴ等は貼っていない普通のクルマです 
通勤にもちょっとしたプライベートにも使えます！ 
自宅が決まったら近隣に駐車場を会社が確保します！ 

入職したら即クルマを使って 
多摩ニュータウンの生活を満喫してください！ 

 

 

ずっと東京でキャリアを積みたい方の意志も応援 

一方で・・・ 

将来は地元で経験と技術を還元したい方の希望も応援 
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これまで求職者様からよくお受けした質問集 
 

Q：は～とふる多摩センターの職場はどんな雰囲気ですか？ 

Ａ：所長が４０代前半、常勤２名は２０代後半、その他非

常勤看護師と事務スタッフで楽しく元気に活動してお

ります（この度、職員１名が近日結婚退職ということ

で、いつもより頑張って急募しております）。雰囲気と

しては全体として『優しい人柄』の看護師ばかりで、

職場の雰囲気もとても良好です。一般的に看護師の中

には言いたいことをハッキリという人や押し出しの強い方も多くいらっし

ゃるかと思いますが、当事業所のような小さな空間でわざわざ意見を衝突

させて、仲間の心に爪痕やしこりを残しても何の進展もありませんし、だ

いいち患者ファーストという観点では一切メリットはありません。しかし

それは抱えている思いを胸に押し込めて我慢しなさいということではあり

ません。困っていることにはじっくり耳を傾けて一緒に悩んでくれる仲間

がいます。そして私たち従業員もあなたの支えが必要です。 

 

Q：１日何件くらい訪問するものなんですか？ 

Ａ：だいたい５件平均とお考えください。現在

は地域密着傾向にあり、訪問先と訪問先の間の

移動時間がとても短いので、余裕をもってこな



9 

 

せるかと思います。ただし、ご利用者様の体調次第では臨時訪問が入ったり特

別指示で特定の方に連日訪問するケースもあるので、その点は流動的と言わ

ざるを得ません。 

 

Q：単独で現場に行くことが不安です。その場で判断を迫られますか？ 

Ａ：この質問は訪問看護未経験の求職者の方にとても多いのですが、誤解され

ていることが多いところでもあります。まず、訪問看護という行為自体が

『医師の訪問看護指示書』と『ケアマネジャーの居宅サービス計画書（ケア

プラン）』に基づいて行われますので、単独判断を迫られることはないとい

うのは病棟や施設と同じことです。もし現場で困ったことがあったら、仲

間の看護師にその場で電話をしても構いませんし、状況によっては医師や

ケアマネジャーさんに電話をすることもできます。次に『現場で患者様が

急変したら…』と心配されることもありますが、（これも無いとは言えませ

んが）実際に目の前で起きるということはほとんどありません…という表

現は正確ではなく、そもそもそれだけの身体状態であれば既に在宅にてお

過ごしである可能性が低いともいえますし、在宅看取りなど最期までの自

宅療養を前提としている場合であれば、看護師として来るべき事態を予測

し警戒して待機いたします。たいていの場合は看護師が通

常行うようなアセスメントで予測してスタッフ間で既に

共有しているケースが多いということになります。単独で

現場に行く時でも見知った仲間がいつでも支えています
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ので、（いい意味での緊張はあっても）過度に心配はしないでくださいね。 

 

Q：オンコールのお仕事ってどんな感じですか？ 

Ａ：これから入職される新しい職員さんには予定と

して約１回／週で携帯電話を持って待機していた

だきます。制約としては、①訪問エリアから出られ

ないこと、②その晩はお酒が飲めないこと等があ

りますが、その範囲内であれば、外食やお買い物な

ど普通にお過ごしいただいてＯＫです。電話がありましたらご利用者様の

相談に応じていただきます。必要に応じて即出動となれば現場に駆けつけ

てください。出動は事業所全体で１～２回／月です（こればかりは時期に

もよりますが）。あなたの当番の時に電話が一切ならずその月が終わり、手

当だけ支給されるということもよくあることです。ですから、『時にはちょ

っと（待機手当を）稼ぎたい』という場合には多めに受け持つこともできま

すし、逆に帰省や私用があるときには仲間のスタッフに代わってもらうな

ど、持ちつ持たれつで柔軟に対応もできます。ちなみに入職３か月は当番

をお願いしませんし、いきなり単独で夜の現場に乗り込んでいただくこと

もありませんのでご安心を。独り立ちまでは深夜でも仲間が一緒に現場に

同行します。 
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Q：訪問看護って実際の現場訪問以外にどんなお仕事があるのですか？ 

Ａ：事務スタッフを招き入れてからはだいぶ負担軽減しましたが、訪問先での

出来事を必要に応じて医師やケアマネジャーさんに報連相したり、月次書

類をまとめたりするなど、デスクワークも重要です。大変そうに見えます

がひとり１台タブレットを支給していますので、いつでも入力・作成でき

るようになっています。スタッフは隙間時間を上手に使ってこなしてくれ

ているようです。あと、月末には実績報告という作業があり、ちょっとだ

け皆さんのご協力で頑張っていただきます。 

 

Q：車の常時貸与って、本当に『常時で』貸与っていうことですか？ 

Ａ：はい、そうです。移住して早く東京の地理に慣れた

いという思いもあることでしょう。もちろん通常貸与

の第一目的はオンコールで現場に急行できるようにと

の便宜です。しかし、皆さんが新しい土地で暮らす上で

『移動手段』があるのとないのとでは、きっと便利さが

違いますよね。は～とふるでは支給する車を通勤にもお使いいただこうと

思っています。さらに、帰りにスーパーで夕飯のおかずを買いたいとか、休

みの日はおしゃれなレストランや日帰り銭湯に行きたいとか、あまり遠出

にならない範囲で自由にお使いいただいて構いません。多摩センター駅か

ら電車であちこち行きたいのであれば事業所の駐車場に自由に車を停めて

ください。多摩市内の住居が決まりましたら、近くに駐車場を（もちろん会
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社負担で）準備します。訪問＆通勤すべて含めてガソリン

代も会社負担ですから、皆さんの生活面における大きな

メリットになると思います。これにより駅近物件にこだ

わらなくてよくなるので、より安い物件やより広い物件

など、選ぶ楽しみも広がるかもしれません。ちなみにステ

ーションのロゴステッカーはマグネットになっていますので、訪問時以外

は剥がして乗っていただきます。最近では軽自動車でさえ価格や維持費が

高くなっているので、マイカーを新規購入しなくてもいいと考えると、こ

のメリットは大きいのではないかと思います。 

 

Q：あえて東京に来るメリットって何ですか？ 

Ａ：まず大前提として、経験によって培われた技術で生まれ育った地域に貢献

したいという思いに勝るものはありません。東京である必要って、本当は

無いのかもしれません。ただ、その技術を高めるためにキャリアの一部を

『学び』に尽くしたいという強い思いがあなたの胸の中にあるのであれば、

たとえ人生の一時期だけでも、ヒト、モノ、そして情報が集中する地域で経

験を積むことは成長の上で大きな刺激になると信じています。もっとも、

『シンプルに東京に住んでみたかった』という動機でも構わないと私は思

いますが、その行動は誠実であればあるほど必

ずあとから大きな意味を持って還ってくると、

現在のは～とふるのスタッフの取り組みを目の
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当たりにして実感いたします。最近はオンラインでの開催が増えてきてい

ますが、地域では志の高いが職種の仲間が勉強会を頻繁に開催しています

し、アフターコロナということでこれから対面の機会も増えてくるかと思

います。周囲には総合病院や基幹病院も多く、研修会は頻繁に実施されて

います。全国各地で開催される学会に足を運ぶ上でも交通インフラの起点

となっている東京であれば、全国どの地域に行くにも短時間でスムーズに

移動することができます。ちなみには～とふるの管理者は北海道の北見ま

で１泊２日で学会に参加してきました（ついでにいろいろ美味しいお酒と

海の幸も満喫してきたようです）。会社としても訪問看護に還元できる学び

には出来る限り援助をしたいと思います。一般的に転職をする際には、気

持ちも改めて頑張りたい、向上したいという思いが少なからずあるかと思

います。せっかく生活の拠点を変えるのであれば、お仕事にしっかり向き

合うために、周囲の環境を便利な方向に整えることが望ましいと考えます。

たまに帰省をするにも東京発であれば絶対的に便利だと思いますよ。 



14 

 

訪問看護ステーションはーとふる多摩センター 

 

住 所 〒206-0041東京都多摩市愛宕 4-6-25 落合 ROKUビル 102 

電話番号 042-356-2082 ＦＡＸ番号 042-319-6567 

 

 

 

 

 

 

求 人 情 報 

詳しい求人情報については、下記ＱＲコードより公式ページの『求人情報』

のページをご覧ください。条件面については経験を考慮いたします。お困りの

ことなど、あなたのお声をお聞かせください。 

見学、面接、その他ご相談、お問合せもお気軽にご連絡ください。 

また、直接相談したいけど忙しくて時間が確保できない場合は採用担当が

お住いの地域までご説明におうかがいすることもしております。 

 

採用担当直通番号 

080-7608-9684（担当：柴田） 

 

公式ホームページ 公式 facebook 公式 Twitter 公式 Instagram 
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求人情報詳細 

お仕事内容 

●日常の健康状態確認（バイタルチェック､生活介護､指導､助言等） 

●日常生活の看護全般（食事･入浴介助等） 

●医療処置､医療機器管理（褥瘡の処置･在宅酸素機器等の手伝い） 

●ご家族への助言､指導 

●軽自動車を利用（ほぼ多摩市内） 

対象となる方 

高卒以上､要正看護師免許､普通免許（社用車はすべてＡＴ車） 

臨床経験原則３年以上（応相談、在宅医療経験の有無は不問） 

 ★ブランクがある方歓迎 

★訪問看護経験不問（同行訪問によるＯＪＴ指導） 

★不明点をいつでも聞くことができる社内風土 

 ★コミュニケーション､チームワークを重んじる方歓迎 

勤務時間 ９：００～１８：００（休憩１時間） 

給与 

その他条件 

基本給２７万円以上＋残業手当＋オンコール手当 

  （合算で３３万円程度のスタートから昇給を目指してください） 

 ★オンコール手当（待機１回 2,000円～ プラス深夜出動は法定通り） 

★賞与（２年目より年２回） 

★正月手当 

（大晦日＆元旦の勤務は給与＋10,000円、12/30, 1/2, 1/3は＋7,000円） 

★社保完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 

★有給休暇（法定通り）、慶弔休暇、バースデー休暇 

★軽自動車貸与 

  （ご自宅近隣に当社で駐車場を確保、通勤にもお使いください） 

 ★制服・端末・携帯電話貸与 

 

★皆さんのご応募を心よりお待ち申し上げております★ 


