
介護スタッフ募集案内

介護老人保健施設
あげお愛友の里♡

施設見学をご希望のされる方はご連絡ください。
ご連絡お待ちしております♡
電話： 048(772)7711
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.aiyu.jp

～やさしさに寄り添う介護スタッフへ～



【介護老人保健施設とは・・・】
介護保険法に定められた施設の一つであり、介護が必要な方に対して介護を行う
だけでなく、自宅での生活が続けられるように、医療、介護、リハビリテーション、生活
面のアドバイス、環境の調整などの支援を行いながら、自宅への復帰又は自宅での
生活が続けられるように支援していく施設です。自宅復帰することだけが目的ではなく、

地域の拠点施設として、通所サービスや介護者の休息を支援する
一時的なお泊りサービス、施設内でお看取りするなど、様々な職種と連携・

協働しながら利用者、地域住民の生活を支えています。
また、様々な職種が持つ専門的な地域や技術を活用していただきながら、住み慣れ
た自宅、地域で生活ができるよう地域住民の向けての働きかけも行っています。

朝の挨拶

地域のリサイクル活動に参加当施設のフラダンスチーム

地域住民とのサロン



あげお愛友の里の行っている支援
入所療養
介護

訪問リハビリ
テーション

訪問看護

ショートステイ
（短期入所）

通所リハビリ
テーション

病院と自宅の中間施設として利用者の自立支援と自宅復
帰を念頭に、医師の指導のもと、食事や入浴などの基本的
な生活支援をはじめ、日々の健康管理、リハビリテーション、
レクリェーション、家族介護相談など多様なサービスを提供し
ます。介護スタッフは、利用者の心身に応じたケアを提供し、
生活全般のケアを行います。

自宅で介護されているご家族の負担軽減、ご家族の
急な都合により短期間の利用するサービスです。

自宅から通所して、閉じこもりがちな高齢者に機能維
持回復訓練を中心としたリハビリテーションを行い、個
人個人の日常の生活に合わせた入浴や食事を支援
します。 また、利用者の希望に応じて、自宅生活での
自立性向上のため、リハビリスタッフによる自宅において
の訪問指導も行います。

医師の管理・指導の下、リハビリスタッフが利用者の自
宅を訪問し、身体の機能の維持回復を図り、日常生
活の自立を助けるお手伝いをします。

医師の管理・指導の下、看護師が利用者の自宅を訪
問し、医療ケアのお手伝いをします。

介護スタッフが利用者の自宅を訪問し、身体のケアや
日常生活が続けられるようにお手伝いをします。

居宅介護
支援事業所

訪問介護

ケアマネージャーが自宅での介護を希望されている利
用者個々の介護サービス計画を立て、日常生活を支
援するサービスプランをご提供致します。また、住宅改
修など、自宅においての課題を解決できるよう支援しま
す。

地域包括
支援センター

地域住民に向けて、介護保険の申請のお手伝いや要
介護状態にならないように介護予防の啓発、啓蒙など
を行います。



【施設の理念】
私たちは、地域包括システムの一施設
として、高齢者様が住みなれた地域で、
その人がその人らしく生活できるために、
質の高いサービスを提供し支援します。
そして、地域住民の多くの笑
顔に出会えることを喜びとします。

【介護・看護のあるべき姿】
①看護・介護の質の担保（安心、安
全なケアの提供）し、向上（利用
者満足）を目指す。
②専門職として自己実現を目指す。

【私たちの施設について・・・】
介護保険法の制定前の平成4年9月に開設した県内で7番目
に開設した伝統のある老健施設です。職員は非常勤スタッフも
合わせると約180名勤めています。育児や介護をしながら勤めて

いるスタッフ、障碍と共存しながら勤めている
スタッフも働いています。

利用者は約７０％が市内在住の方となっており、
地域に根ざしている施設です。



【スタッフの育成体制】 新人スタッフが現場に入るまで
【4月 新人研修】
上尾中央医科グループ研修3日間、施設内研修2日間を行い、介護に対する基
本的な姿勢や介護老人保健施設について理解を深めます。
●新人職員全体研修
●新人職員研修
●フロア見学
【4・5月】
先輩介護スタッフに同行し、業務について学びます。
●所属フロアでのオリエンテーション
●フロア実地研修
●目標設定
【6・7月】

先輩スタッフと同行し、先輩スタッフが見守る中で、ご利用者様へのケア にあたります。
自信がつくまで、先輩スタッフと同行し、ゆっくりと一人立ちしていきます。

【介護職キャリアラダー制度による育成システム】
介護スタッフの介護実践能力の向上ために、自ら目標を持って成長していく

ために、「介護職キャリアラダーシステム」を取り入れています。
キャリアラダーはⅠ～Ⅴまであり、個人のスキル、知識に応じて、スキルアップを
図ります。介護の専門職として、経験を積みながら段階的にキャリアアップを図
るためのシステムです。
あげお愛友の里では、スタッフを1～5のレベルにわけ、それぞれの段階に応じた
研修を用意しています。

レベルⅠ（新人） 指導を受けながら介護を実践できる

レベルⅡ（一人立ち） 担当介護福祉士として、自立した介護実践ができる

レベルⅢ（チームリーダー） 部署・チームの中でリーダーシップを発揮できる

レベルⅣ（主任） 組織の理念や方法を理解し、顧客の視点でのフロアの運営を補佐するこ
とができる。

レベルⅤ（管理） 組織の理念や方針を理解し、自分自身の介護観に基づいて、組織目標
の達成に向けて取り組みながら、介護の質の向上に努める。



【施設内研修制度】
年間施設内研修30回以上開催
愛友の里では、医師、リハビリテーション科スタッフ、薬剤師、管理栄養士、看護師、支

援相談員、介護支援専門員、事務スタッフなど様々な専門知識を持った職種が在籍し
ているため、施設内研修にて様々な知識を学べます。
＊平成30年度に行われた研修例＊
●褥瘡利用者の栄養ケア ●施設の食形態を知る
●利用者のアセスメントについて ●腰痛予防について
●介護施設で働く職員の身だしなみについて
●ICTの運用について ●不適切ケア
●グリーフケア ●共に考えよう！誤嚥性肺炎予防
●身体にかかる圧の栄養と対策
●在宅復帰支援 ●インフルエンザ対策予防
●ノロウイルス対策予防
●多職種協働の理解を深める
●事例から考える摂食・嚥下障害
●外部講師による研修 など

愛友の里は研修に力を入れています。指定研修については、勤務扱いで研修費を施
設負担で受講できます。

【施設外での研修受講】
●介護福祉士実習指導者講習
●介護福祉士ファーストステップ研修
●介護認知症基礎研修
●医療安全管理者研修
●キャリア段位制度認定（アセッサー）研修
●全国介護老人保健施設大会参加
●AMG学会参加

（研修を受講しての感想）
根拠に基づいた介助方法を説明
できることで自信がついた。研修
で学んだことをいかに継続し、現
場で活かしていきたい。

（研修を受講しての感想）
自分の普段の働きかけ方など客
観的に捉えることができ、不足し
ていることや考え方に気がつくこと
ができた。



【介護スタッフの1日のおしごと】
★フロアのスタッフの一例 ★通所リハビリのスタッフの一例
８：３０ 出勤・申し送りノートの確認

利用者への朝の挨拶
８：４５ 朝の申し送り
９：００ 利用者と朝の体操

水分補給のケア
１０:３０ 排泄の支援
１１:３０ 昼食準備・口腔体操
１２:００ 昼食配膳・介助
１２:３０ 口腔ケア
１３:００ 休憩
１４:００ 申し送り

カンファレンス
１５:００ おやつ配膳・介助

レクリエーション
１６:００ 排泄支援

記録記入
１７:００ 申し送り

業務日誌の記入
１７:３０ 退勤

８：３０ 出勤・申し送り
朝の送迎へ出発

９：３０ 施設に帰園
９：４５ 入浴の準備・入浴ケア
１１:３０ 休憩
１２:３０ 排泄の支援
１３:００ 利用者への個別対応

リハビリスタッフと一緒に集
団体操

１４:３０ おやつの準備・配膳
帰りの送迎の最終確認

１５:１５ レクリエーション
１６:００ 帰りの送迎へ出発
１７:００ 施設に帰園

記録記入
１７:１０ リハビリスタッフ・支援相談

室との申し送り
１７:２０ 通所スタッフミーテング
１７:３０ 退勤

日 月 火 水 木 金 土
１
公休

２
日勤

３
早番

４
遅番

５
公休

６
日勤

７
公休

８
夜勤

９
夜勤明

１０
公休

１１
遅番

１２
夜勤

１３
夜勤明

１４
公休

１５
有休

１６
早番

１７
公休

１８
早番

１９
遅番

２０
公休

２１
日勤

２２
遅番

２３
中遅番

２４
夜勤

２５
夜勤明

２６
公休

２７
早番

２８
遅番

２９
公休

３０
公休

★あるスタッフの1ヶ月の勤務例
早番
7:30～16:30
日勤
8:30～17:30
中遅番
9:30～18:30
遅番
10:00～19:00
夜勤
17:00～9:00

ここがPOINT

★年間120日の休日！！
★6日間の長期休暇の取得♡
★ライフワークバランスを推奨しており、育児しながら勤務可能。

★シフト制により家族行事などの都合に合わせた休日の取得
が可能。

★勤続年数が長いスタッフが多く在籍！！

★介護福祉士の活躍！全スタッフの中で40％が介護職。
★介護スタッフの80％が国家資格の介護福祉士の取得者
★グループ内の施設への異動も可能。待遇面も変わらず。

ここもPOINT



【あげお愛友の里の福利厚生】
あげお愛友の里は、上尾中央医科グループの施設であり、様々な福利厚生で
の待遇があります。
●各種社会保険完備しています。
●上尾中央医科グループの保養所の利用が可能。
軽井沢・山中湖・那須に保養所があり、職員価格で利用できます。
●グループ提携ホテルが会員価格での利用が可能。
●上尾中央医科グループの病院での医療費の還付制度あり
●上尾メディックス（プロバレーボールチーム）観戦無料
●武蔵野社提携により保険料のグループ価格の利用
例）東京海上自動車保険の職員価格にて２０％オフ

【スタッフのイベント】
大勢の力が一つの方向に向かって！！
毎年開催している「ＡＭＧバレーボール大会」、「ＡＭＧ大運動会」には全施設
が参加し、熱い戦いを繰り広げています。
医療・介護はチームワークが必要です。
イベントを通して他部署の人と交流が図ることができます。

仲間として一緒に働けることを楽しみにしております。
ご応募お待ちしております♡


