
 ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東/仙台泉 SA/仙台南 SA  

 

1 職種      

言語聴覚士 

 

2 資格      

言語聴覚士免許、年齢不問 

 

3 勤務形態   

常勤・正社員 

 

4 募集人員   

数名 

 

5 勤務地    

①仙台東 宮城県仙台市宮城野区原町 2 丁目 4-20 イーストキャッスル仙台 201  

②仙台泉 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘 1 丁目 1-13 恒産桜ヶ丘 101 

③仙台南 宮城県仙台市太白区長町南 3 丁目 3-43 長町南たちばなビル 302 

 

6 勤務時間   

8:30〜18:00 (休憩時間 90 分間) 

 

7 休日       

完全週休 2 日制（土・日・祝日）、年間休日 120 日、夏季休暇(交代制で有給消化) 

年末年始、有給休暇(1 時間単位の有給取得制度有り) 

 

8 採用窓口   

ケアーズ仙台東採用担当：経営企画室 佐藤 電 話：022-355-8817 

E メール：station@cares-eastsendai.com 

ケアーズ仙台泉採用担当:経営企画室 熊谷  電 話：022-341-8804 

                                  E メール：station@cares-eastsendai.com 

ケアーズ仙台南採用担当:経営企画室 伊藤  電 話：022-281-8853 

                                  E メール：station@cares-eastsendai.com 



9 求人詳細   

ケアーズ仙台東 https://cares-eastsendai.com/recruit/tp_001 

ケアーズ仙台泉 https://cares-eastsendai.com/recruit/tp_002 

ケアーズ仙台南 https://cares-eastsendai.com/recruit/tp_003 

 

10 賃金モデル 

①理学療法士・作業療法士・言語聴覚士兼事業部責任者 

【11 号給：訪問リハ実務経験 10 年以上 or 業務遂行能力のある方】 

月間総額 47.5 万円 

(事業部スタッフ月間訪問時間 2000 時間の場合) 

固定給 36 万円(基本給 28 万円＋管理者手当 8 万円)＋管理者インセンティブ 10 万円＋交通費 1.5 万

円  

月収 47.5 万円  年収 626 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 

②理学療法士・作業療法士・言語聴覚士兼地区責任者 

【9 号給：訪問リハ実務経験 10 年以上 or 業務遂行能力のある方】 

月間総額 38.9 万円 

(担当地区スタッフ月間訪問時間 1000 時間、自身の月間訪問時間 70 時間の場合) 

固定給 28 万円(基本給 24 万円＋管理者手当 4 万円)+管理者インセンティブ 3 万円+訪問手当 6.4 万

円＋交通費 1.5 万円  

月収 38.9 万円  年収 515 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 

③理学療法士・作業療法士・言語聴覚士兼地区主任 

【7 号給：訪問リハ実務経験 7 年以上 or 業務遂行能力のある方】 

月間総額 34.9 万円 

(担当地区スタッフ月間訪問時間 1000 時間、自身の月間訪問時間 90 時間の場合) 

固定給 26 万円(基本給 23 万円＋業務手当３万円)＋管理者インセンティブ 1 万円＋訪問手当 6.4 万

円＋交通費 1.5 万円  

月収 34.9 万円  年収 465 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 

 

 

 



④理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

【7 号給：訪問リハ実務経験 7 年以上 or 業務遂行能力のある方】 

月間総額 32.7 万円 

(理学療法士及び作業療法士、月間訪問時間 90 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 23 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.7 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 32.7 万円  年収 438 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

月間総額 32.7 万円 

(言語聴覚士、月間訪問時間 80 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 23 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.7 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 32.7 万円  年収 438 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 

⑤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

【5 号給：訪問リハ実務経験 5 年以上 or 業務遂行能力のある方】 

月間総額 31.6 万円 

(理学療法士及び作業療法士、月間訪問時間 90 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 22 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.7 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 31.6 万円  年収 423 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

月間総額 31.6 万円 

(言語聴覚士、月間訪問時間 80 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 22 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.7 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 31.6 万円  年収 423 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 

⑥理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

【3 号給：訪問リハ実務経験 3 年以上 or 訪問リハ未経験者、人材会社経由の方】 

月間総額 29.4 万円 

(理学療法士及び作業療法士、月間訪問時間 90 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 20 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.5 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 29.4 万円  年収 393 万円(年間賞与 2 ヶ月想定)   

月間総額 29.4 万円 

(言語聴覚士、月間訪問時間 80 時間、残業 10 時間の場合) 

基本給 20 万円＋訪問手当 6.4 万円＋残業手当 1.5 万円＋交通費 1.5 万円  

月収 29.4 万円  年収 393 万円(年間賞与 2 ヶ月想定) 

 



訪問手当 → 地区責任者は 50 時間以上、地区主任、PTOTスタッフは 70 時間以上、 

STスタッフは 60 時間以上の月間訪問時間がある場合、1 時間あたり 3,200 円の訪問手当を支給。 

 

 


