求職者向けパンフレット

医療法人
株式会社
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理事長挨拶
ハーブ内科皮フ科は平成 9 年に開業し、阿久比・半田地区の内科・皮フ科・
小児科の総合医としてたくさんの患者様を診てきました。
小さな医院ですが、内視鏡、ＣＴ、エコー、その他各種検査を用い、診断診
療しています。
その中でも大切なのは、患者様と話す中で問題を見落とさず、励ますス
タッフです。私たちはそんな方を求めています。
また、平成 12 年に在宅医療介護センターを開設、平成 19 年には株式会社
ハーブライフケアを設立し、居宅介護支援・訪問看護・訪問介護・デイサー
ビス・グループホームの介護サービスを提供しています。
利用者様が安心してご自宅で過ごせるよう、また、ご家族様の介護負担
が少しでも軽減できるよう、スタッフと共に連携を取って支援させていた
だいています。 医院や介護サービスの仕事を通して、人の力になる充実

医療法人ハーブ内科皮フ科

感を得られるような職場でありたいと考えています。

理事長

理

竹内 秀俊

念
グループは、“３つの満足”を目指しています。
利用者様の満足

利用者様が体力を維持回復し、社会参加できるようお手伝いします。

ご家族様の満足

高齢者を介護する家族の頼もしい味方になれるよう頑張ります。

スタッフの満足

スタッフ、ボランティアが共にやりがいを感じられる職場を目指します。

事業所沿革
平成 9 年 2 月

ハーブ内科皮フ科診療所開業

平成 12 年 4 月

（医）通所リハビリ・訪問介護・居宅介護支援・
訪問看護（診療所付）開設

平成 12 年 6 月

（医）訪問看護ステーション開設

平成 16 年 4 月

（医）通所リハビリ・訪問介護の障がい者受け入れ開始

平成 18 年 4 月

（医）通所リハビリから通所介護に変更

平成 19 年 4 月

（株）ハーブライフケア 通所介護開設

ハーブ在宅医療介護センター

平成 20 年 5 月 （株）グループホームゆぃまある 1 ユニット開所
平成 21 年 4 月
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（株）グループホームゆぃまある 2 ユニット開所
グループホームゆぃまある

事業所紹介

訪問
看護
訪問看護ステーションから看護師が利
用者様のご家庭を訪問し、病状や療養生活

診療所

を見守り、適切な判断に基づいたケアとアド
バイスを行っています。
地域で安心して過ごせるように２４Ｈで緊急
時の相談や訪問依頼にも対応。クリニック、居
宅介護支援、デイサービス、訪問介護も一体

地域の方の医療拠点となるよう、生活習慣病

となっているので、ステーションの規模は小

から急な疾患まで対応しています。

さいのですが利用者の方の情報共有がしや

ＣＴ検査、胃カメラ・大腸カメラ検査等の設備も

すく困ったことはすぐに相談し合える心強い

ととのっています。

職場です。

訪問
介護
ご自宅で高齢者や障がい者の方が

グループ
ホーム

自分らしく暮らせるよう、おかれている環境
や状況に応じて、食事介助、入浴介助、一人
暮らしの方の家事援助等を行います。
訪問終了後には毎日ミーティングがあり、
利用者様の変化が皆に伝わりやすく情報を

認知症の方が入所しています。１フロア９名×２

共有でき、皆が同じ支援ができます。

フロアという小規模な施設で、入居者様とスタ

また、月１回のヘルパー会議、勉強会もあり、

ッフが大きな家族として暮らしています。

質の良い介護を目指しています。

入居者様に寄り添える心暖かな施設を目指し
ています。また、日々の活動では学習療法、回
想法、タクティールケアを実践し、入居者様の

デイ
サービス

現有能力を引き出し認知症を改善する取り組
みを行っています。

居宅
介護
支援
通称・ケアマネージャーと呼ばれ、介護
デイサービスは、食事や入浴などの日常生活

保険サービスを利用するための窓口です。

上の支援や、生活機能向上のための機能訓練

相談の受付、ケアプランの作成、サービス事

などを日帰りで提供します。利用者様の自宅か

業者との連絡・調整を行います。

ら施設までの送迎も行います。

ハーブ在宅医療介護センターでは職場の雰

ハーブでは「回想法・学習療法デイサービス」

囲気は非常に良く、医療と介護に精通したケ

と「運動療法デイサービス」の２つがあり、それ

アマネがたくさんいますので利用者様の事、

ぞれの特色を生かしたサービスを提供してい

制度の事いろんな相談を気軽にできます。ま

ます。どちらのデイサービスでも、チームワーク

た、医療、介護、福祉のチームで動く事の大切

を重視し、仕事に誇りとやりがいを感じながら

さをしっかりと学ぶことができます。

業務にあたっています。
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デイサービスの職員の一日
回想法・学習療法
デイサービス

運動療法
デイサービス

時間

仕事内容

時間

8:00

出勤、利用者様お迎え

9:00

8:30
11:30
13:00

体温・血圧測定、入浴介助、
機能訓練、学習療法
食事の準備、嚥下体操、食事介助、
服薬介助、歯みがき
集団体操
レクリエーション

9:30
12:30
14:00

14:30

おやつの準備、介助

15:30

15:15

軽体操、クイズタイムなど

15:45

15:40

利用者様ご自宅への送り開始

16:40

16:30

ミーティング

17:30

17:00

退勤

18:00

グループホームの職員の一日
時間

仕事内容

5:00

起床介助、朝食準備

6:30

嚥下体操、朝食介助、歯みがき

7:00

食器片づけ、体温・血圧測定

8:00

散歩、シーツ交換、洗濯

8:45

申し送り、歩行訓練、体操

9:00

くもん学習療法、昼食準備

11:30

嚥下体操、昼食介助、歯みがき

12:00

食器片づけ、お昼寝介助

13:00

入浴介助、作品作り等のお手伝い

14:00

おやつ用意

14:30

おやつタイム

15:00

洗濯物片づけ

15:20

歩行訓練、レクリエーション等

16:00

夕食準備

17:30

嚥下体操、夕食介助、歯みがき、食器片づけ

18:30

就寝介助（入居者様に合わせ個別対応）

20:00

掃除
夜間の仕事（見回り、朝食準備、おむつ交換等）
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職員インタビュー
Ｑ．違う業種からの転職で感じたことを教えてください。
Ａ．接客で販売などをしてきましたが、ほんの数分しか対面しないお客様と、
毎日何時間も同じ環境で過ごす入居者の方々とでは、かかわり方が大きく
違いますね。丁寧な言葉遣いばかりだと息苦しくなりますし、砕けすぎても
よくないので、その人その人との関係の築き方を模索しています。
Ｑ．仕事のやりがい、楽しいことはどんなことですか？
Ａ．コンパクトな環境なので、一人一人の入居者様としっかり向き合うことが
出来ます。毎日の楽しい会話の中では、人生の先輩から学ぶことも多いで
２０１５年入社

後藤 恭弘

す。また、単純な作業の繰り返しではなく、色々な業務に関わるので、自分

グループホーム ハーブゆ

の役割をしっかりと感じることが出来ます。

ぃまあるの介護スタッフとし

Ｑ．ハーブゆぃまあるに興味をお持ちの方にメッセージをお願いします！

て働いています。

Ａ．スタッフ同士の仲が良く、居心地の良い職場です。毎日が目まぐるしいで
すが、それだけやりがいも感じられます。ぜひ一緒に働きましょう！

Ｑ．未経験からでも大丈夫ですか？ 研修期間はどうでしたか？
Ａ．私自身も未経験からですが、皆さん丁寧に教えてくださるので大丈夫で
す。覚えることがいっぱいで大変ですが、やる気を持って臨めば体が自然
と覚えていきます。年齢的に高い私なので、最初は心配しましたが、頑張る
ことができました。
Ｑ．得意なことはなんですか？

担当する係などはありますか？

Ａ．人とのコミュニケーションを取ることが大好きな私は、レクリエーション
の司会、体操などが得意です。利用者さんが「元気をもらえるよ」と言って
くださることも。それならと自分の得意分野で皆さんを楽しませることを
２０１５年入社 森田 千智

日々考えています。

未経験から運動療法デイサ
ービスで介護スタッフとして

Ｑ．ハーブデイサービスに興味をお持ちの方にメッセージをお願いします！

働いています。

Ａ．私が面接と職場見学をして第一印象で感じた通り、ハーブはアットホー
ムであたたかい職場です。働いてみて今もその思いは変わりません！
ぜひぜひスタッフの一員となって一緒に働きましょう。

お給料について
勤務場所や資格の有無により給与に多少の違いはありますが、目安にしていただければと思います。
モデルケース 1
グループホーム勤務 入社 3 年の介護スタッフ A さん → 月給約 223,000 円（夜勤月 5 回、資格なしの場合）
モデルケース 2
デイサービス勤務 入社 2 年の介護スタッフ B さん → 月給約 191,000 円（介護福祉士保有の場合）
毎月の給与の他に、夏と冬のボーナスがあります。
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福 利 厚 生
＜忘年会の様子＞

■住宅手当、扶養手当
■処遇改善手当
■忘年会、部署別の親睦会
■健康診断、予防接種補助
■通勤費補助
■食事代補助
■おやつ代支給
■ユニホーム代支給

研修・勉強会
【 勉強会
【 研修

】

】

■認知症および認知症ケア

■喀痰吸引等研修

■プライバシーの保護

■介護技術研修

■倫理および法令遵守

■救急救命法

■事故の発生予防または再発防止

■障がい者支援

■事故発生等緊急時の対応

■コミュニケーションスキルアップ研修

■非常災害時の対応

■社会保障制度

■感染症および食中毒の発生予防

■病気や薬に関する勉強会

等

■高齢者虐待防止
■身体拘束廃止

資

格

■介護予防及び要介護進行予防
■接遇

■介護職員初任者研修・実務者研修
■介護福祉士

働きながら資格を取ることができます。

■社会福祉士

自分のペースで無理なくスキルアップを

■介護支援専門員

目指していける職場です。

■学習療法マスター、学習療法実践士

介護福祉士などの資格取得者が多数います。

■タクティールケアⅠ
■看護師

所

等

在

地

〒470-2206
知多郡阿久比町横松宮前 67
TEL (0569)49-2752
FAX (0569)49-2753
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