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1 S0056993-0037 新潟市北区 株式会社ホームナース 非常勤 日勤のみ 相談・指導 保 看

2 S0168475-0007 新潟市北区
社会福祉法人新潟市社会福祉協議会　地域包括支援センター
くずつか

非常勤 日勤のみ
担当圏域の高齢者に対する総合相談業務全般です。地域
包括支援センターは社会福祉士、主任介護支援専門員と
の専門職チームとなります。

保 看

3 S0108311-0059 新潟市北区 新潟リハビリテーション病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟における看護業務 看 准

4 S0049422-0001 新潟市北区 おおつか内科クリニック 常勤 日勤のみ
外来診療・往診の補助（採血・点滴など）業務。心電図
測定、血圧測定、院内検査、患者様への案内など

看 准

5 S0049422-0002 新潟市北区 おおつか内科クリニック 非常勤 日勤のみ
外来診療・往診の補助（採血・点滴など）業務。心電図
測定、血圧測定、院内検査、患者様への案内など

看 准

6 S0010120-0209 新潟市北区 フレアス訪問看護ステーション新潟 非常勤 日勤のみ

訪問看護師としての看護業務（患者様のご自宅におけ
る、病状の観察や管理、医師の指示による診療の補助、
リハビリ、食事指導、管理、日常生活を営むための療養
上の看護）をお任せします。※訪問手段は自動車となり
ます。

看

7 S0129152-0006 新潟市北区 医療法人社団　青木整形外科医院 非常勤 日勤のみ
整形外科診療に伴う診察の介助（静脈注射、筋肉注射あ
り）　リハビリテーションの介助

准 看

8 S0129152-0007 新潟市北区 医療法人社団　青木整形外科医院 常勤 日勤のみ
整形外科診療に伴う診察の介助（静脈注射、筋肉注射あ
り）　リハビリテーションの介助

准 看

9 S0010120-0208 新潟市北区 フレアス訪問看護ステーション新潟 常勤 日勤＋オンコール

訪問看護師としての看護業務（患者様のご自宅におけ
る、病状の観察や管理、医師の指示による診療の補助、
リハビリ、食事指導、管理、日常生活を営むための療養
上の看護）、および24時間オンコール対応をお任せしま
す。※訪問手段は自動車となります。

看

10 S0145612-0003 新潟市北区 株式会社ニイガタ福祉ケアサービス　新崎の杜 常勤 日勤のみ
●送迎あり（運転なし・添乗のみ）　●入浴介助なし
（着脱介助・皮膚観察等あり）

准 看

11 S0171823-0001 新潟市北区 介護付有料老人ホーム　くるみの杜 常勤 日勤のみ 看 准

12 S0119471-0007 新潟市北区 新潟医療福祉大学 非常勤 日勤のみ 看

13 S0166522-0002 新潟市北区 にしな子どもクリニック 常勤 日勤のみ 准 看

14 S0175661-0001 新潟市東区 SOMPOケア株式会社　SOMPOケア　新潟　訪問看護 常勤 日勤＋オンコール 看 保・助

15 S0054930-0029 新潟市東区 訪問看護ステーションあしぬま 常勤 日勤＋オンコール 看 准

16 S0014301-0091 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　介護老人保健施設くわの実の郷 常勤
2交代制
（変則を含む）

老健くわの実の郷での看護業務 看 准

17 S0054930-0028 新潟市東区 ショートステイあしぬま 常勤 日勤のみ 看 准

18 S0054930-0026 新潟市東区 特別養護老人ホームあしぬま荘 常勤 日勤のみ 特別養護老人ホームの看護業務全般 看 准

19 S0054930-0025 新潟市東区 特別養護老人ホーム風の笛 常勤 日勤のみ 特別養護老人ホームの看護業務全般 看 准

20 S0175940-0001 新潟市東区 かねこ耳鼻科 常勤 日勤のみ 准 看

21 S0175873-0001 新潟市東区 ショートステイのぞみ大形 常勤 日勤のみ 准 看

22 S0175047-0001 新潟市東区 地域密着型介護老人福祉施設　あわやまの里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

23 S0175636-0001 新潟市東区 あんしん福祉移動サービス 非常勤 日勤のみ 福祉タクシーによる患者搬送 看
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24 S0175445-0001 新潟市東区 株式会社ケア・アシスト 非常勤 日勤のみ デイサービスセンターにおける看護業務 看 准

25 S0148851-0005 新潟市東区 末広橋病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

26 S0171784-0040 新潟市東区 株式会社ツクイ　ツクイ新潟猿ヶ馬場 常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

27 S0172118-0001 新潟市東区 はじめデイサービスセンター 非常勤 日勤のみ 准 看

28 S0014300-0023 新潟市東区 医療法人恵松会　河渡病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

病棟における精神科看護業務 看

29 S0139754-0007 新潟市東区 リハブサロンＤｏｏ 非常勤 日勤のみ

バイタルチェック・健康管理・服薬管理を主な仕事と
し、入浴後の処置および入浴・トイレ介助等介護業務と
の兼務となります。その他、リハビリの補助、口腔ケ
ア・脳トレ・趣味活動の補助などです。

看

30 S0139754-0009 新潟市東区 リハブサロンＤｏｏ 常勤 日勤のみ

バイタルチェック・健康管理・服薬の管理を主な仕事と
し、入浴後の処置から入浴・トイレ介助等の介護業務兼
務、機能訓練指導およびリハビリの補助、口腔ケア・脳
トレ・趣味活動の補助など

看

31 S0014301-0072 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 常勤 日勤＋オンコール 看 准

32 S0014301-0079 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 常勤 その他 看 准

33 S0014301-0081 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 常勤 日勤のみ 看 准

34 S0014301-0082 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 非常勤 日勤のみ 看 保・准

35 S0014301-0089 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 常勤 夜勤のみ 病棟看護 看 准

36 S0174531-0001 新潟市東区 医療法人社団　恒心会　えきまえクリニック内科はやし医院 非常勤 日勤のみ 看 准

37 S0014304-0025 新潟市東区 社会医療法人新潟臨港保健会　新潟臨港病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

38 S0014490-0030 新潟市中央区 老人デイサービスセンター江東園 常勤 日勤のみ 看護及び健康管理 看 准

39 S0174776-0001 新潟市中央区 おかむら内科下町クリニック 常勤 日勤のみ 看 准

40 S0176060-0001 新潟市中央区 万代シティバスセンター2Ｆ 臨時 日勤のみ 看

41 S0014331-0091 新潟市中央区 公益財団法人　新潟県保健衛生センター 非常勤 日勤のみ
保健・衛生業(住民の集団健診、事業所健診などの集団健
診）

看 准

42 S0175994-0001 新潟市中央区 大橋みなこキッズクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

43 S0170244-0001 新潟市中央区 ウイング関屋訪問看護ステーション 常勤 日勤＋オンコール 看 保・准

44 S0151456-0004 新潟市中央区 あいりす訪問看護ステーション 常勤 日勤＋オンコール 看 保

45 S0167887-0002 新潟市中央区 ながたゆめのつばさ保育園 常勤 日勤のみ 看

46 S0014994-0026 新潟市中央区 医療法人社団　ロイヤルハートクリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

助
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47 S0014994-0027 新潟市中央区 医療法人社団　ロイヤルハートクリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

助

48 S0014604-0002 新潟市中央区 岡田内科医院 常勤 日勤のみ 看
保・
助・准

49 S0014358-0039 新潟市中央区 献血ルームばんだいゆとりろ 非常勤 日勤のみ
献血ルームにおける採血業務、ほか付随する業務（コン
ピュータ操作含む）

看

50 S0014715-0018 新潟市中央区 内科長谷川医院 常勤 日勤のみ
内科外来診療の補助胃カメラの介助・洗浄その他看護業
務全般

准 看

51 S0160559-0004 新潟市中央区 新潟南保育園 常勤 日勤のみ 乳幼児の養育 看 保・准

52 S0014782-0002 新潟市中央区 新潟縣健康管理協会 常勤 日勤のみ 看 保

53 S0157703-0095 新潟市中央区 医心館新潟 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

54 S0143613-0002 新潟市中央区 ひろさわ内科医院 常勤 日勤のみ 看

55 S0120419-0010 新潟市中央区 新潟県立はまぐみ特別支援学校 非常勤 日勤のみ
医療的ケア（経管栄養注入や痰の吸引など）が必要な児
童生徒のケア

看

56 S0014296-0024 新潟市中央区 日本歯科大学 常勤
3交代制
（変則を含む）

病棟（口腔外科）の看護業務。＊対象は頭頸部であり、
外科系の看護業務と変わりありません。給与体系も同一
のため、両病院間での配置換を行うことがあります。

看

57 S0139757-0002 新潟市中央区 サロンＤｏｏ 常勤 日勤のみ

バイタルチェック・健康管理・服薬の管理を主な仕事と
し、入浴後の処置からトイレの介助等介護業務との兼務
になります。その他、リハビリの補助、口腔ケア・脳ト
レ・趣味活動の補助など

看

58 S0131612-0005 新潟市中央区 (有）日本メルツ 非常勤 日勤のみ
１、介護予防事業で、新潟市内の介護予防教室にて、健
康チェックを主に担当していただきます。

看 准

59 S0108311-0060 新潟市中央区 愛広苑壱番館 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

60 S0173092-0001 新潟市中央区 せきやの里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

61 S0144016-0005 新潟市中央区 実習先となる市内の病院、老健施設等 非常勤 日勤のみ 看

62 S0146476-0011 新潟市中央区 新潟市立新潟小学校 非常勤 日勤のみ 学校看護師　（特定児童の医療的ケア業務） 看 准

63 S0175547-0001 新潟市中央区 医療法人社団　岩永医院 非常勤 日勤のみ 看 准

64 S0128208-0007 新潟市中央区 国際こども・福祉カレッジ 常勤 日勤のみ
専門学校生を対象とした「介護（看護）分野」の科目指
導及びクラス担任※教員免許・教員経験不問

看 保・助

65 S0175474-0001 新潟市中央区 本町いとう内科クリニック 常勤 日勤のみ 看 准

66 S0014313-0077 新潟市中央区 新潟県立がんセンター新潟病院 非常勤 日勤のみ 看

67 S0014313-0078 新潟市中央区 新潟県立がんセンター新潟病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

68 S0151456-0003 新潟市中央区 あいりす訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

69 S0014897-0054 新潟市中央区 介護老人保健施設　緑樹苑 常勤
2交代制
（変則を含む）

介護保健施設での療養棟看護業務。慢性疾患の管理（バ
イタルチェックやPEG・服薬管理・排泄管理）必要時に
は血液検査、点滴管理・ターミナルケアなど

看 准
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70 S0014805-0023 新潟市中央区 かわうちクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

71 S0171784-0033 新潟市中央区 株式会社ツクイ　ツクイ新潟関屋 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

72 S0014297-0062 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 非常勤 日勤のみ 准

73 S0014297-0061 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 非常勤 その他 看

74 S0014297-0060 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

准

75 S0014297-0059 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

76 S0141246-0003 新潟市中央区 新潟万代病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

一般病棟における看護業務 看

77 S0014897-0057 新潟市中央区 総合リハビリテーションセンター・みどり病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟看護業務 看

78 S0174932-0001 新潟市中央区 ご近所訪看リハビリステーション紫竹山 常勤 日勤のみ 看 准

79 S0014308-0021 新潟市中央区 社会医療法人　仁愛会　新潟中央病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看

80 S0139757-0004 新潟市中央区 サロン Doo 非常勤 日勤のみ

バイタルチェック・健康管理・服薬の管理を主な仕事と
し、入浴後の処置および入浴・トイレの介助等介護業務
との兼務になります。その他、リハビリの補助、口腔ケ
ア・脳トレ・趣味活動の補助など

看

81 S0128208-0005 新潟市中央区 国際メディカル専門学校 常勤 日勤のみ
専門学校生を対象とした「看護分野」の科目指導及びク
ラス担任※教員免許・教員経験不問

看 助

82 S0114321-0001 新潟市中央区 萬代やすらぎ 非常勤 日勤のみ
ショートステイで入所のお客様のお薬の管理や体調管理
などをしていただくお仕事です。

看 准

83 S0130757-0004 新潟市中央区 舞平クリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

84 S0039838-0003 新潟市中央区 特別養護老人ホームばんだい桜園 常勤 日勤＋オンコール 看 准

85 S0112651-0010 新潟市中央区 株式会社パロム 非常勤 日勤のみ
デイサービスセンターの利用者の方のバイタルチェッ
ク、機能訓練、口腔ケア、投薬管理等（看護業務全般）
を行います。

看 准

86 S0014477-0003 新潟市中央区 介護老人保健施設千歳園 常勤 日勤のみ 看 准

87 S0174317-0001 新潟市中央区 新潟県福祉保健部健康対策課 非常勤 日勤のみ 保

88 S0061286-0401 新潟市中央区
株式会社N・フィールド　訪問看護ステーションデューン新
潟

常勤 日勤のみ

医療機関・保健所など他機関と密な連携により、利用者
様がより快適な日常生活を営めるように在宅療養をサ
ポートする業務です。利用者様宅を訪問し、薬管理・処
方・バイタルテェック等、訪問看護業務全般をお任せい
たします。

看 准

89 S0171279-0001 新潟市中央区 一般社団法人COCONOWA 常勤 日勤のみ 障がい者就労支援施設への訪問看護業務		 看

90 S0102267-0012 新潟市中央区 プラーカ　中村クリニック 常勤 日勤のみ 看 准

91 S0014477-0002 新潟市中央区 介護老人保健施設千歳園 常勤 日勤のみ 看

92 S0014715-0017 新潟市中央区 内科長谷川医院 非常勤 日勤のみ
内科外来診療の補助胃カメラの介助・洗浄その他看護業
務全般

看 准
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93 S0014610-0001 新潟市中央区 浜浦町訪問看護ステ－ション 常勤 日勤のみ
患者さんやご家族に寄り添う丁寧な看護をモットーとし
ています。

看 保

94 S0120874-0003 新潟市中央区 新潟県の担当医療機関へ直行直帰 常勤 日勤のみ

治験コーディネーター（CRC）・・・治験を行う医療機
関で医師をサポートする仕事。スケジュール管理、同意
取得説明補助、データ収集、報告書作成補助、被験者の
ケア等。

看 准

95 S0166544-0001 新潟市江南区 新潟市立　横越中央保育園 非常勤 日勤のみ 酸素吸入あり 看

96 S0173515-0003 新潟市江南区 江南区役所　健康福祉課 非常勤 日勤のみ 看 保

97 S0130048-0020 新潟市江南区 ゆきよし訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看

98 S0014832-0059 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟、外来での助産師業務全般 助 看

99 S0014832-0060 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 常勤
3交代制
（変則を含む）

病棟、外来での助産師業務全般 看

100 S0130048-0018 新潟市江南区 ゆきよしクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

101 S0051520-0013 新潟市江南区 介護老人保健施設マチュアハウス横越 常勤
2交代制
（変則を含む）

施設看護(社会福祉施設) 准 看

102 S0063531-0012 新潟市江南区 特別養護老人ホーム　にいがた新生園 常勤 日勤＋オンコール 施設看護(社会福祉施設) 看 准

103 S0171722-0001 新潟市江南区 特別養護老人ホーム横雲の里 非常勤 日勤のみ 看 准

104 S0100087-0002 新潟市江南区 堀クリニック 非常勤 日勤のみ 看 准

105 S0167057-0001 新潟市江南区 訪問看護ステーション　サンフラワー 常勤 日勤＋オンコール 看

106 S0170816-0002 新潟市秋葉区 デイサービスセンターすずらん 非常勤 日勤のみ 看 准

107 S0168475-0008 新潟市秋葉区
社会福祉法人新潟市社会福祉協議会　地域包括支援センター
こすど

非常勤 日勤のみ
担当圏域の高齢者に対する総合相談業務全般です。地域
包括支援センターは社会福祉士、主任介護支援専門員と
の専門職チームとなります。

保 看

108 S0173226-0002 新潟市秋葉区 介護老人保健施設 夢眠あきは 非常勤 その他 看 准

109 S0173226-0001 新潟市秋葉区 介護老人保健施設 夢眠あきは 常勤 日勤＋当直 看 准

110 S0147771-0003 新潟市秋葉区 新潟勤労者医療協会　　下越病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

111 S0059753-0010 新潟市秋葉区 デイサービスセンター緑花園 非常勤 日勤のみ
デイサービスにおける看護業務及び介護業務等（初めて
の方でも親切丁寧にお教えさせていただきます）

看 准

112 S0059753-0011 新潟市秋葉区 デイサービスセンター緑花園 非常勤 日勤のみ
デイサービスにおける看護業務及び介護業務等（初めて
の方でも親切丁寧にお教えさせていただきます）

准 看

113 S0154266-0001 新潟市秋葉区 特別養護老人ホームかんばらの里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

114 S0145351-0004 新潟市秋葉区 小堺医院 非常勤 日勤のみ 准 看

115 S0014436-0015 新潟市秋葉区 新津医療センター病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

病棟または外来における看護業務 看 准

116 S0014384-0009 新潟市秋葉区 新津信愛病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

117 S0014801-0019 新潟市南区 白根大通病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟看護業務（療養病棟・障害者病棟・ホスピス病棟） 看 准
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118 S0114689-0006 新潟市南区 しろね訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ
利用者層は幅広く、乳幼児から高齢者、人工呼吸器管
理・認知症・ターミナルケアと様々な看護の提供・展開
ができます。

看

119 S0102680-0002 新潟市南区 社会福祉法人親永会　白根はじめデイサービスセンター 非常勤 日勤のみ 看 准

120 S0168475-0011 新潟市南区
社会福祉法人新潟市社会福祉協議会　老人デイサービスセン
ター月潟

非常勤 日勤のみ 看 准

121 S0102680-0003 新潟市南区 社会福祉法人親永会　白根はじめデイサービスセンター 常勤 日勤のみ 看 准

122 S0174008-0001 新潟市南区 耳鼻咽喉科　和田医院 常勤 日勤のみ 看 准

123 S0167548-0005 新潟市西区 医療法人社団隆仁会　藤田内科消化器科医院 常勤 日勤のみ 採血、点滴。内視鏡介助（入社後こちらで指導します） 看 准

124 S0173515-0005 新潟市西区 西区役所　保護課 非常勤 日勤のみ 看 保

125 S0167548-0006 新潟市西区 医療法人社団隆仁会　藤田内科消化器科医院 非常勤 日勤のみ 採血・点滴 看 准

126 S0049727-0013 新潟市西区 特別養護老人ホーム　ジェロントピア新潟 常勤 日勤＋オンコール 看 准

127 S0049727-0014 新潟市西区 特別養護老人ホーム　ジェロントピア新潟 非常勤 日勤のみ 看 准

128 S0171784-0031 新潟市西区 株式会社ツクイ　ツクイ新潟黒埼 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

129 S0170040-0002 新潟市西区
社会医療法人　新潟勤労者医療協会　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけや
き

非常勤 日勤のみ 看 保

130 S0175637-0001 新潟市西区 新潟大学保健管理センター 非常勤 日勤のみ 看

131 S0124709-0005 新潟市西区 訪問看護ステーション　けやき 非常勤 日勤のみ 看 保

132 S0174899-0001 新潟市西区 ケアライフ訪問看護リハビリステーション 非常勤 日勤のみ 看 准

133 S0105506-0006 新潟市西区 介護老人保健施設ケアポートすなやま 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

134 S0102468-0013 新潟市西区 医療法人泰庸会　新潟脳外科病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

135 S0014832-0065 新潟市西区 黒埼病院 非常勤 夜勤のみ 看 准

136 S0014832-0066 新潟市西区 黒埼病院 非常勤 夜勤のみ 准 看

137 S0014832-0067 新潟市西区 黒埼病院 非常勤 日勤のみ 看 准

138 S0014832-0068 新潟市西区 黒埼病院 非常勤 日勤のみ 准 看

139 S0158313-0005 新潟市西区 葵の園・新潟内野 常勤 日勤のみ 看 准

140 S0158313-0006 新潟市西区 葵の園・新潟内野 非常勤 日勤のみ 看 准

141 S0041324-0003 新潟市西区 ときめきハートクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

142 S0172595-0002 新潟市西区 デイサービスセンター坂井の家 常勤 日勤のみ 准

143 S0172595-0001 新潟市西区 デイサービスセンター坂井の家 常勤 日勤のみ 看

144 S0163051-0004 新潟市西区 株式会社コヤマ 非常勤 夜勤のみ

コールセンターから高齢者へ緊急装置から体調不変の状
態に対して救急車の取次ぎを行う仕事です。高齢者の生
活状況の確認や健康相談なども行います。デスクワーク
による仕事ですので、しばらく現場作業から離れている
人でも安心して仕事ができます。

看 准
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145 S0174794-0001 新潟市西区 みちつき助産院 常勤 日勤＋オンコール
①日勤　産後ケアに関する保健指導　沐浴など　②オン
コール　分娩時の間接介助

助

146 S0014953-0021 新潟市西区 デイサービスセンター新潟あそか苑 非常勤 日勤のみ 看 准

147 S0153776-0001 新潟市西区 特別養護老人ホーム　有徳の家 常勤 日勤＋オンコール 看 准

148 S0014832-0069 新潟市西区 黒埼病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

療養型病院の入院患者180名に対する看護業務及び病棟
管理業務（入院患者情報の整理、スタッフの労務管理）
の補佐

看

149 S0014380-0042 新潟市西区 信楽園病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

血液浄化療法室 看

150 S0014380-0040 新潟市西区 信楽園病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

血液浄化療法室 看

151 S0136964-0017 新潟市西区 おぐま整形外科クリニック 常勤 日勤のみ 整形外科での看護業務全般 看 准

152 S0014953-0020 新潟市西区 特別養護老人ホーム新潟あそか苑 常勤 日勤＋オンコール 看 准

153 S0152002-0004 新潟市西区 サンヒルズ青山 非常勤 日勤のみ 看 准

154 S0152002-0003 新潟市西区 サンヒルズ青山 常勤 日勤のみ 看 准

155 S0014832-0063 新潟市西区 黒埼病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

療養型病院の入院患者様、並びに通所リハビリテーショ
ンの利用者様に対する看護業務

看

156 S0014832-0064 新潟市西区 黒埼病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

療養型病院の入院患者様、並びに通所リハビリテーショ
ンの利用者様に対する看護業務

准

157 S0014312-0012 新潟市西区 医療法人　青山信愛会　新潟信愛病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

病棟看護 看 准

158 S0015023-0018 新潟市西区 介護老人保健施設あすか 常勤
2交代制
（変則を含む）

入所者に関する看護業務全般（他科受診への付き添いあ
り）

看 准

159 S0136964-0016 新潟市西区 おぐま整形外科クリニック 非常勤 日勤のみ 准 看

160 S0125382-0012 新潟市西区 特別養護老人ホーム　うちの桜園 常勤 日勤＋オンコール
特別養護老人ホーム及びショートステイにおける利用者
の健康管理。非常勤の主治医もいますので、安心して業
務を行うことができます。

看 准

161 S0153075-0003 新潟市西区 坂井輪診療所 非常勤 日勤のみ 看

162 S0168030-0003 新潟市西区 ケアパートナー新潟西 非常勤 日勤のみ
デイサービスでの看護業務全般、健康管理、バイタル測
定、処置及び介護業務を行って頂きます。

看 准

163 S0152651-0003 新潟市西区 ㈱川島コーポレーション　サニーライフ新潟 常勤 日勤のみ 看 准

164 S0152651-0004 新潟市西区 ㈱川島コーポレーション　サニーライフ新潟 非常勤 その他 看 准

165 S0014404-0009 新潟市西蒲区 潟東けやき病院 非常勤 夜勤のみ 療養病棟の看護。 看 准

166 S0168475-0006 新潟市西蒲区
社会福祉法人新潟市社会福祉協議会　老人デイサービスセン
ター巻

非常勤 日勤のみ 看 准

167 S0014718-0008 新潟市西蒲区 西蒲中央病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看護業務（病棟、又は外来）訪問看護業務通所リハビリ
テーション業務

看 准

168 S0175476-0001 新潟市西蒲区 医療法人社団　潟東クリニック 非常勤 日勤のみ 外来患者様に対する看護師業務全般 看 准

169 S0130304-0009 新潟市西蒲区 特別養護老人ホームゆきわりの里 常勤 日勤＋オンコール 看 准
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170 S0169005-0001 新潟市西蒲区 岩室リハビリテーション病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

171 S0169005-0002 新潟市西蒲区 岩室リハビリテーション病院 非常勤 日勤のみ 看 准

172 S0165440-0013 新潟市西蒲区 メディカルサポートあたご訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看

173 S0165440-0014 新潟市西蒲区 メディカルサポートあたご訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

174 S0014404-0007 新潟市西蒲区 潟東けやき病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

療養病棟の看護 看 准

175 S0163419-0001 新潟市西蒲区 荒川レディースクリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

助 看・准


