
ハートランドホスピタルグループ

会社説明



１.歴史

２.概要

３.募集職種

４.福利厚生

５.お知らせ

もくじ



１．歴史



≪経営理念≫

常に患者様と向き合い

患者様の立場に立ち

その場、その時応じた

最良の医療サービスを提供する

２．概要



31事業所

職員総数 約1,400名
（グループ連結）

２．概要



ハートランドホスピタルグループには

その中心となる

精神科の病院 が２つあります。

（奈良県）

（三重県）

２．概要



［中核施設］

施設紹介 ≪奈良県≫

・デイケアセンター（第１～４）

・子どもと大人の発達センター

病床数（700床）

診療科目
神経内科・精神科・内科・神経内科・皮膚科・放射線科・歯科
認知症疾患医療センター（奈良県指定）

施設内には・・・



［中核施設］

施設紹介 ≪三重県≫

・デイケアセンター（第１～４、リワーク）

病床数（410床）

診療科目
神経内科・精神科・内科・神経内科・皮膚科・放射線科・歯科
認知症疾患医療センター（三重県指定）

施設内には・・・



ハートランドしぎさん看護専門学校

施設紹介

グループホームはあとの杜
奈良：しぎさん/さんごう/田原本
三重：上野/千歳/友生/緑ヶ丘/本町

看護専門学校

グループホーム

デイサービス

デイサービスはあとの杜
奈良：しぎさん
三重：上野

募集職種



ハローケア訪問看護ステーション
奈良：しぎさん/奈良/香芝/田原本/大和郡山
三重：緑ヶ丘/桔梗

施設紹介

メンタルクリニック学園前

特別養護老人ホーム

・ハートランド五條
・デイサービスセンター
・ケアプランセンター

訪問看護ステーション

クリニック



奈良：広域
三重：伊賀区域

２．概要



ハートランドホスピタルグループは

児童から高齢者まで

全ての方を診ることができる

体制を構築しています。

２．概要



３．募集職種

職種 職員区分

ケアメイト（看護助手） 正/パ

職種 職員区分

介護スタッフ 正/パ

②

① （しぎさん / さんごう/田原本）



３．募集職種

１、入居者さま/入院患者さまの日常生活の援助
・食事介助
・入浴介助
・おむつ交換など

２、施設/病棟内の清掃など



① （しぎさん / さんごう/田原本）

勤務場所

はあとの杜 しぎさん 奈良県生駒郡三郷町勢野北4-3-5

はあとの杜 さんごう 奈良県生駒郡三郷町立野南2-9-33

はあとの杜 田原本 奈良県磯城郡田原本町小阪64-3

３．募集職種

職種 職員区分

介護スタッフ 正/パ



グループホームとは…？
認知症の疾患をお持ちの方が住み慣れた地域において、
少人数で共同生活を送る施設。
１ユニットにつき最大9名の要介護者が生活される。
ハートランドホスピタルグループでは奈良エリア3ヵ所、三重エリア5か所あります。

奈良エリア

はあとの杜 しぎさん 2ユニット 18名

はあとの杜 田原本 １ユニット 9名

はあとの杜 さんごう ２ユニット 18名

３．募集職種

三重エリア

はあとの杜 上野 2ユニット 18名

はあとの杜 千歳/友生/本町/緑ヶ丘 １ユニット 9名



②教育体制
・各事業所の所長はキャリア段位制度によるアセッサー所持
・法人内研修の他に事業所での勉強会
・外部研修の支援

①業務内容
・認知症の方を対象に最大9名の利用者に対する日常生活の支援
・未経験の方でも概ね3か月で夜勤まで可能な教育体制
・直接介護以外の間接的な日常生活の支援（生活物品の管理）

３．募集職種



３．募集職種



３．募集職種



３．募集職種



３．募集職種



勤務時間

日勤 10：00～18：30 （さんごう/田原本）

9：30～18：00 （しぎさん）

早出 6:００～14：30 （しぎさん/田原本）

６:３０～15：00 （さんごう）

遅出 13：00～21：30 （共通）

夜勤 21:３０～翌7：30 （共通）

・勤務時間等

・各所手当等
① 勤務手当 早出/遅出 １回2,500円

夜勤 １回6,500円
② 資格手当 初任者研修2,000円、介護福祉士5,000円

（※無資格・未経験も応募可能）
③ 処遇改善手当 別途支給
※基本給及び手当①＋②+③での給与は22万以上可能（変則勤務5回以上）

３．募集職種

詳しくはホームページをご確認ください。



②

勤務場所

３．募集職種

職種 職員区分

ケアメイト（看護助手） 正/パ

JR・近鉄 王寺駅より
送迎バス 約15分



病棟
・精神科スーパー救急病棟 36床
・精神科急性期治療病棟 48床
・精神一般病棟 53床
・精神療養病棟 204床
・認知症治療病棟 262床
・特殊疾患療養病棟 50床
・内科療養病棟 47床

３．募集職種



デイケアセンター
在宅の方が元気にイキイキと暮らせるサポートを行います。

・第1デイケアセンター（認知症高齢者・若年性認知症の方）
・第2デイケアセンター（精神疾患）
・第3デイケアセンター（認知症高齢者）
・第4デイケアセンター（MCI）

３．募集職種



②教育体制
・看護師の教育ラダー制度を看護助手にも導入
・等級制度を導入し、キャリアに応じた給与制度
・キャリアアップのための院内院外研修

①業務内容
・患者様の生活援助（食事介助、入浴介助、おむつ交換、移動補助など）

・環境整備（病棟やベッド回り・備品の清掃、シーツ交換など）

３．募集職種

付属の看護専門学校への進学実績多数あり



デイルーム

３．募集職種



個室

３．募集職種



勤務時間

日勤 8：30～17：00

早出 7：30～16：00

遅出 10：00～18：30

その他、A勤（6：00～14：30）・G勤（12：30～21：00）※一部病棟のみ

準夜 16：30～翌1：00 （※月4回程度）

深夜 0:30～9：00 （※月4回程度）

・勤務時間等

・各手当等
① 夜勤手当 準夜 １回6,500円 A/G勤手当 1回2,500円

深夜 １回7,500円
② 資格手当 初任者研修2,000円、介護福祉士5,000円

（※無資格・未経験も応募可能）
※基本給及び手当①＋②での給与は、20万以上可能。

３．募集職種３．募集職種３．募集職種

病棟

詳しくはホームページをご確認ください。



勤務時間

日勤 8：30～17：00

ナイト 12：30～21：00 （※月6回程度）

・勤務時間等

・各手当等
① ナイト手当 １回2,500円

② 資格手当 初任者研修2,000円、介護福祉士5,000円
（※無資格・未経験も応募可能）

※基本給及び①＋②での給与は、16万以上可能。

３．募集職種３．募集職種３．募集職種

デイケアセンター

詳しくはホームページをご確認ください。



４．福利厚生

休日・休暇
・完全週休2日制（4週8休）
・年間休日121日
・年次有給休暇（労基法通り）
・慶弔/生理/産前産後/育児/介護
（※男性でも育児休業の取得実績あり）

昇給・賞与（※正社員のみ）

・昇給：年1回（4月 ※人事考課による）
・賞与：年2回（7・12月）
昨年実績 4ヶ月（※勤続年数１年以上平均、人事考課により変動あり）

退職金（※正社員のみ）

・正職後、3年以上勤務の職員対象



４．福利厚生

通勤について
・公共交通機関の方

JR・王寺駅、近鉄・信貴山下駅/勢野北口駅から病院までの直通バス

・マイカー通勤の方
駐車場代1,500円/月

※通勤手当・・・規定に基づき全額支給（上限１０万円/月）

親睦会（毎月のお給料から500円を積立）

・慶弔見舞金制度
お祝い事や不幸事があった際にお支払いしています。

・日帰り親睦旅行（毎年10月に開催）
（※今年度は新型コロナウイルス感染対策のため開催せず）

他部署の方と交流する機会があります。



４．福利厚生

保育園（※登園条件あり）

子育て支援と安定した就業環境を提供するため、
職員駐車場の一角に職員専用の保育所を設置しています。

・対象児：0歳2ヶ月～就学前
・開園日時：月～土 7:00～20:00
※15日以上登園の月極保育



４．福利厚生

食事補助
職員の健康維持・向上と安定した就業生活を支えるため、
一定額（あるいは賄い等）をもって給付を行います。

EAP
・Employee Assistance Program 「従業員援助プログラム」
個人の悩みなどを、外部の専門カウンセラーに相談できます。
（※無料で利用でき、職場に知られることはありません。）



４．福利厚生

カイロプラクティック
職員の健康維持・向上と安定した就業生活の一助となるよう、
職員割引（1,000円/回）で施術を受けることができます。

スポーツクラブ会員
職員の健康維持・向上と体力増進の一助となるよう、
法人会員（520円/回）として利用することができます。



４．福利厚生

職員紹介制度
グループ内の特定職種を対象に、友人・知人などを紹介し、
入職すると、紹介者職員に「職員紹介手当」を支給しています。

※パートの方は、上記手当を常勤換算で計算した金額が支給されます。

職種 金額
看護師・准看護師・薬剤師・作業療法士・精神保健福祉士 10万円

ケアメイト・介護スタッフ等 5万円

社内ＦＡ制度（※資格要件あり）

キャリアアップ支援の一環で、業務職種内容など自分に合った
職場環境や挑戦したい職種にFA宣言をできる制度です。
※行使されたFA宣言が必ず成立するとは限りません。



以下を確認の上、ご案内いたします。

詳しい説明をご希望の方は、
見学にお越しください。

マスク着用 手指消毒

５．お知らせ

検温実施



応募先やお問い合わせは、

ハートランドホスピタルグループ 採用

TEL:0745-32-0772
人事担当：塩塚

・ホームページ

・お電話

タップ

５．お知らせ



みなさまのご応募
お待ちしております。


