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≪常勤・心理士≫
この度、弊院の求人票を紹介させて頂きます。
企業名
イリョウホウジンシャダン

ジョウオウカイ

医療法人社団

上桜会

代表者

理事長 安田雄一郎
所在地

〒 110-0015
東京都台東区東上野 2-18-9

ファーストビル 3F

TEL：03-6663-8812
FAX：03-6663-8444
URL：http://yucl.net
申込先（送付先）

上記同様

採用担当者：総務部

人事担当

主業種 ：診療所
事業内容 ：

心療内科：精神科外来の診療所。カウンセリングを中心に行っております。
皮膚科・美容皮膚科（2014 年 10 月開院）
：保険診療の皮膚科を中心に美容皮膚科の施術も行う診療所。
設立日/創立：2008 年 06 月
従業員数
253 名（医師 65 名

心理士 83 名 スタッフ 105 名）

〔従業員数集計日：2018 年 04 月〕
勤務先院
ゆうメンタルクリニック上野院
ゆうメンタルクリニック池袋院
ゆうメンタルクリニック新宿院
ゆうメンタルクリニック渋谷院
ゆうメンタルクリニック秋葉原院
ゆうメンタルクリニック銀座新橋院【2019 年 4 月 1 日新規開院予定】
※各院住所は【URL：http://yucl.net】参照
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応募資格
学歴：大学卒業 学部：不問
外国人留学生採用：あり 障害者採用：あり 既卒者採用：あり
ポスドク採用：あり インターンシップ制度：なし
契約期間：無

入社予定日：随時

定年制：有り（1 年ごとに更新）

入寮・社宅制度：なし

★求人内容（採用条件）★
職種
・心理士
仕事内容
★未経験の方もご応募ください★
初心者大歓迎。懇切丁寧に指導いたします。
・心理士：１日 10 件以上の心理療法。
・クリニックに来院された方のカウンセリング業務・受付・診察補助・データ入力・電話対応・毎日の報告。
※事務作業もしていただきますので、事務作業が苦でない方募集。
労働条件
基本給
●心理士

【★平日勤務必須★土日休み】19.5 万～19.5 万（内：基本給 18.75 万 年間出勤調整手当：7500 円／月）
【★日曜勤務必須★土曜日・平日 1 日休み】20 万～20 万
【★土曜日勤務必須★日曜日・平日 1 日休み】20.5 万～20.5 万（内：基本給 19.75 万 年間出勤調整手当：
7500 円／月）
【★土日勤務必須★平日 2 日休み】23 万～23 万
【★平日 9：50～22：00 勤務必須★週 3 日休み】月給 23 万円
※21 時間分の見込残業手当分 30,000 円／月を含みます

21 時間を超える時間外労働分は別途支給します。

※◎歩合制度あり
カウンセリング 30 分１枠とし、全体カウンセリング枠 7 割超えた場合 1 件 300 円支給。
（平日の場合：11 枠埋まれば 3300 円支給・12 枠埋まれば 3600 円支給・全 15 枠埋まれば 4500 円支給）
歩合給は全枠件数 7 割を超えて、空き時間に事務室で電話対応、毎日の報告をする他、当院所定ルールを守られ
た方のみ発生）
実績：１日 3500 円の歩合給のプラスあり
※出勤調整手当は、年間 7 日の休日出勤手当として、12 ヶ月で除した額を月々支給いたします。
・賃金支払日：毎月 20 日（翌月払い）
・通勤手当：上限あり毎月 30000 円まで
・賞与：実績として年 2 回（計 1.00 月分）
・昇給：能力に応じて
・定年制あり（一律 60 歳）

ただし、再雇用あり（1 年ごとに更新）

医療法人社団上桜会 ゆうメンタルクリニック 3/4

就労時間
●心理士

(1）09：50～19：30

（平日）

(2）08：50～19：00

（土曜日）

(3）09：50～18：20

（日曜日）

時間外あり月平均 5 時間
休憩時間：60 分(土曜日休憩 90 分)
・休日等：年間カレンダーによる。
（基本週休 2 日制、夏季休暇・年末年始）
・祝日は勤務日とする。
・年間休日数

【★平日勤務必須★土日休み】：年間休日 125 日
（125 日が本来の年間休日数だが 7 日間を休日出勤とする為、実質 118 日になります。
年間休日ｶﾝﾚﾝﾀﾞｰによる。基本は週休２日。)
【★土曜日勤務必須★日曜日・平日 1 日休み】：年間休日 125 日

（125 日が本来の年間休日数だが 7 日間を休日出勤とする為、実質 118 日になります。
年間休日ｶﾝﾚﾝﾀﾞｰによる。基本は週休２日。)
【★日曜勤務必須★土曜日・平日 1 日休み】
：118 日（1 年単位の変形労働時間制）
【★土日勤務必須★平日 2 日休み】：118 日（1 年単位の変形労働時間制）
【★9:50～22:00 勤務の週休 3 日制】（土日＋平日休み）年間休日 156 日
・加入保険等：雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金（加入保険・年次有給休暇は法定通り）
6 ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10 日
退職金制度なし

必要な免許・資格・経験等
心理士：臨床心理士・又は精神保健福祉士・又は産業カウンセラー等の資格
その他心理学履修経歴 【経験有れば優遇】

選考方法
書類選考、筆記試験（一般常識）
・面接・実務試験あり。試用期間あり（3 ヶ月）
面接後、任意となりますが最長で３日間実施試験・職場見学を行うこともあります。
時間は院の受け入れ状況によります。試験の際は交通費を支給いたします。
応募方法 ：自由応募

応募期限 ：随時

・HP からでも応募可【URL：http://yucl.net】

書類提出
履歴書（自己紹介書）、あれば成績証明書（学生の場合）
【履歴書には必ずアドレス記載は忘れずにお願致します】
（不採用の場合、応募書類は責任破棄致します）
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備考欄
・上野院・池袋院・新宿院・渋谷院・秋葉原院・銀座新橋院・ゆうスキンクリニックでの勤務可能性あり
・未経験者募集。（未経験の場合は運営スタッフとしての勤務の可能性あり）
・診療陪席、運営等様々な部署があり、適正に応じて役割分担して頂きます
システム変更や、イレギュラーな事態に柔軟に対応できる方。
接客業でもありますので、人当たりの良い方。
スタッフ相互の報告、連絡、相談をきちんとして下さる方をお待ちしております。

まずは【履歴書・卒業見込証明書・成績証明書（学生の場合）】を
医療法人社団上桜会総務室（台東区東上野）宛に送付して下さい。
〒 110-0015
東京都台東区東上野 2-18-9

ファーストビル 3F

総務部 人事担当宛
お待ちしております。
以上をもちましてこの度の求人票とさせていただきます。
よろしくお願い致します。

平成 30 年 11 月 29 日
医療法人社団 上桜会

