
№ 求人票番号
勤務先施設

住所
勤務先施設名

雇用
形態

勤務形態 業務内容（その他）
第一
希望

第二
希望

185 S0121379-0017 三条市 リーブルデイサービスセンター 非常勤 その他 サ高住に併設しているデイサービスでの看護業務 看 准

186 S0179515-0001 三条市 特別養護老人ホームさかえの里 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

187 S0173689-0001 三条市 つつじガーデン三条 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看 准

188 S0146804-0005 三条市 医療法人　恵愛会　大島病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

准

189 S0146804-0006 三条市 医療法人　恵愛会　大島病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

准

190 S0150322-0006 三条市 三条眼科 常勤 日勤のみ 眼科クリニックの外来業務、手術介助 看 准

191 S0150322-0005 三条市 三条眼科 非常勤 日勤のみ 眼科クリニックの外来業務、手術介助 看 准

192 S0151731-0007 三条市 新潟県済生会三条病院 常勤
2交代制
（変

看 助

193 S0153915-0003 三条市 三条市地域包括支援センター下田 常勤 日勤のみ 高齢者や家族に対する、介護の総合的な相談や支援。 保 看

194 S0038211-0026 三条市 かもしか病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看 准

195 S0179430-0002 長岡市 日本通運　株式会社　中越支店 非常勤 日勤のみ 保 看・准

196 S0133061-0003 長岡市 社会福祉法人信濃川令終会 非常勤 日勤のみ 看 准

197 S0179751-0001 長岡市 さわやか苑長倉 常勤 日勤のみ 看 准

198 S0179654-0001 長岡市 野村こどもクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

199 S0179659-0001 長岡市 医療法人社団　西脇耳鼻咽喉科医院 常勤 日勤のみ 看 准

200 S0179461-0001 長岡市 医療法人至誠会　長岡保養園 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看 准

201 S0179340-0001 長岡市 アルプスアルパイン株式会社　長岡工場 常勤 日勤のみ 保 看

202 S0179091-0001 長岡市 医療法人　晴生会　介護老人保健施設　葵の園・長岡非常勤 日勤のみ 看 准

203 S0166238-0002 長岡市 越後ながおか農業協同組合 非常勤 日勤のみ 保

204 S0132594-0006 長岡市 長岡健康管理センター 非常勤 日勤のみ 看 准

205 S0150172-0003 長岡市 草間医院 非常勤 日勤のみ 看

206 S0179361-0001 長岡市 医療法人社団　藤田皮膚科クリニック 非常勤 日勤のみ 看 准

207 S0142733-0003 長岡市 三島病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

看 准

208 S0112532-0001 長岡市 メンタルクリニック長岡 非常勤 日勤のみ 看 准

209 S0014813-0003 長岡市 社会福祉法人　刈谷田福祉会 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

210 S0046862-0013 長岡市 長岡西病院、田宮病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

一般科病棟看護　精神科病棟看護　外来看護
ホスピス  訪問看護

看 准

中越地区



211 S0046862-0012 長岡市 長岡西病院、田宮病院 非常勤 日勤のみ
一般科病棟看護　精神科病棟看護　外来看護
ホスピス  訪問看護

看

212 S0165534-0008 長岡市 特別養護老人ホーム　アカシアの丘黒条 常勤 その他 看 准

213 S0051460-0011 柏崎市 柏崎総合医療センター 非常勤 日勤のみ 看 准

214 S0051460-0010 柏崎市 柏崎総合医療センター 常勤 その他 看 保・助・准

215 S0014693-0019 柏崎市
公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションつくし

常勤
日勤＋オ
ンコール

訪問看護業務：自宅療養されている利用者様に対し、
病状観察、医療処置（カテーテル類の管理・薬剤管理
・褥瘡処置など）、保清援助、リハビリテーション、
精神的支援、関係機関との連絡調整など行います。

看 保・助

216 S0014693-0018 柏崎市
公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションつくし

非常勤 日勤のみ

訪問看護業務：自宅療養されている利用者様に対し、
病状観察、医療処置（カテーテル類の管理・薬剤管理
・褥瘡処置など）、保清援助、リハビリテーション、
精神的支援、関係機関との連絡調整など行います。

看 保・助

217 S0177638-0001 柏崎市 ショートステイ駅前桜寿 非常勤 日勤のみ 看 准

218 S0160666-0003 柏崎市 はなことば柏崎 非常勤 日勤のみ
有料老人ホームでの入居者様の日常生活における健康
管理、薬の管理、バイタルチェック等

看 准

219 S0160666-0002 柏崎市 はなことば柏崎 常勤 日勤のみ
有料老人ホームでの入居者様の日常生活における健康
管理、薬の管理、バイタルチェック等

看 准

220 S0124481-0008 柏崎市
ニチイケアセンター柏崎
ニチイのやわらぎ（小規模多機能型居宅介護）

非常勤 日勤のみ
小規模多機能型居宅介護事業所にて看護業務・介護業
務・バイタルチェック・薬の塗布、傷の手当、緊急時
の対応・排泄介助・入浴介助・食事介助

看 准

221 S0136668-0006 柏崎市 関病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

精神科病棟における看護業務。医師の治療をサポート
し、患者さんと共に精神疾患に立ち向かっていく役割
を持っています。一般的な看護業務、日常生活援助や
指導の他レクリエーション療法や作業療法を通しての
患者様との関わりを大切にしています。

准

222 S0136668-0005 柏崎市 関病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

精神科病棟における看護業務。医師の治療をサポート
し、患者さんと共に精神疾患に立ち向かっていく役割
を持っています。一般的な看護業務、日常生活援助や
指導の他レクリエーション療法や作業療法を通しての
患者様との関わりを大切にしています。

看

223 S0014786-0002 柏崎市 むなかた眼科医院 非常勤 日勤のみ
眼科診療における看護業務全般、患者様の診療介助、
処置、手術準備・介助。眼科検査全般、受付補助。

看 准

224 S0014786-0001 柏崎市 むなかた眼科医院 常勤 日勤のみ
眼科診療における看護業務全般、患者様の診療介助、
処置、手術準備・介助。眼科検査全般、受付補助。

看 准

225 S0152947-0010 柏崎市 特別養護老人ホームにしかりの里 常勤 その他 看 准

226 S0152947-0009 柏崎市 特別養護老人ホームはやまの里 常勤 その他 看 准

227 S0160639-0005 柏崎市 寄り合い処ふらっと柏崎 非常勤 日勤のみ 普通自動車運転免許（AT限定可） 看 准

228 S0160639-0004 柏崎市 寄り合い処ふらっと柏崎 常勤 日勤のみ 普通自動車運転免許（AT限定可） 看 准

229 S0169895-0001 柏崎市 小規模多機能型居宅介護　うかわの畔 非常勤 日勤のみ 看 准



230 S0153103-0012 柏崎市 柏崎厚生病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

看

231 S0174346-0002 柏崎市 柏崎市役所 非常勤 日勤のみ 保 看・准

232 S0167799-0005 柏崎市 ケアライフ柏崎（有料老人ホーム） 非常勤 日勤のみ 看 准

233 S0167799-0006 柏崎市 ケアライフ柏崎（有料老人ホーム） 常勤 日勤のみ 看 准

234 S0161598-0008 柏崎市 特別養護老人ホーム「いこいの里」 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

235 S0161598-0009 柏崎市 特別養護老人ホーム「ペペ・メメール」 非常勤
日勤＋
オンコール

看 准

236 S0161598-0010 柏崎市 特別養護老人ホーム「くじらなみ」 非常勤
日勤＋
オンコール

看 准

237 S0161598-0011 柏崎市 特別養護老人ホーム「いこいの里」 非常勤
日勤＋
オンコール

看 准

238 S0161598-0012 柏崎市 特別養護老人ホーム「柏柳の里」 非常勤
日勤＋
オンコール

看 准

239 S0119477-0005 柏崎市 柏崎メジカルセンター 非常勤 日勤のみ

健康診断に伴う採血・心電図・検尿・血圧・聴力検査
など　健康診断現場での作業になります。健康管理セ
ンター、コミュニティセンター、事業所などでの作業
になります。

看 准

240 S0171784-0034 柏崎市 株式会社ツクイ　ツクイ柏崎新田畑 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

241 S0044820-0010 柏崎市 看護小規模多機能型居宅介護　ロージィ・コート柏崎常勤
日勤＋
オンコール

看護小規模多機能型居宅介護施設の看護業務全般、利
用者の健康管理及び指導

看 准

242 S0175242-0001 柏崎市 二幸デイサービス　柏崎 常勤 日勤のみ

デイサービスセンターにおいての看護業務全般及び介
護業務○バイタルチェック○与薬管理業務○ご利用者
の看護・健康管理業務○記録・連絡○日常生活上の機
能訓練、支援業務○入浴・排泄・食事介助などの業務
補助

看 准

243 S0179561-0001 小千谷市 新潟県厚生農業協同組合連合会　小千谷総合病院 非常勤 日勤のみ 看

244 S0179427-0001 小千谷市 医療社団法人　慶友会キタムラ　北村医院 常勤 日勤のみ 看

245 S0129337-0012 十日町市 県立十日町病院 非常勤 日勤のみ 看 准

246 S0062040-0005 十日町市 介護老人保健施設　希望の里松涛園 常勤
2交代制
（変
則を含む）

医師のサポート。施設利用者様への看護業務。 准 看

247 S0165545-0006 十日町市 サービス付き高齢者向け住宅ヴィラあかし 非常勤
日勤＋
オンコール

看 准

248 S0165545-0005 十日町市 特別養護老人ホームまほろばの里川治 非常勤 日勤のみ 看 准

249 S0165545-0003 十日町市 サービス付き高齢者向け住宅ヴィラあかし 常勤
日勤＋
オンコール

看 准



250 S0165545-0002 十日町市 健康倶楽部十日町 常勤 日勤のみ 看 准

251 S0165545-0001 十日町市 特別養護老人ホームまほろばの里川治 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

252 S0179749-0001 見附市 デイサービスセンターフローラ 常勤 日勤のみ 看 准

253 S0164987-0002 見附市 社会福祉法人　新潟カリタス会　聖母乳児院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

乳児院で保護者に代わって養育をする仕事です 看

254 S0128338-0007 見附市
公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションみつけ

常勤 日勤のみ 訪問看護業務 看

255 S0128338-0008 見附市
公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションみつけ

非常勤 日勤のみ 訪問看護業務 看

256 S0154445-0012 魚沼市 医療法人魚野会　ほんだ病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看 准

257 S0154445-0013 魚沼市 医療法人魚野会　ほんだ病院 非常勤 夜勤のみ 看 准

258 S0128465-0007 魚沼市 一般財団法人魚沼市医療公社　魚沼市立小出病院 常勤
3交代制
（変
則を含む）

外来、病棟の看護業務全般 看 助

259 S0163063-0008 魚沼市 ケアシスタ訪問看護 非常勤 日勤のみ 看 准

260 S0163063-0009 魚沼市 ケアシスタ訪問看護 常勤 日勤のみ 看 准

261 S0169784-0001 魚沼市 特別養護老人ホームうおの園 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

262 S0137562-0025 南魚沼市 まちトレ南魚沼 非常勤 日勤のみ
利用者様の健康チェック・記録、トレーニングのサポ
ート等◆施設見学可能です。お気軽にご連絡くださ
い。

看 准

263 S0177642-0002 南魚沼市 特別養護老人ホームこころの杜 非常勤 日勤のみ 看 准

264 S0177642-0001 南魚沼市 特別養護老人ホームこころの杜 常勤
日勤＋
オンコール

看 准

265 S0176795-0002 南魚沼市 きたえる～む南魚沼店 非常勤 日勤のみ

ご利用者様の健康管理の業務を行なっていただきま
す。
バイタルチェック、体調管理、記録記入、運動指導な
ど

看 准

266 S0014783-0003 南魚沼市 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 非常勤 日勤のみ 看

267 S0150426-0005 南魚沼市
社会福祉法人南魚沼福祉会
（みなみ園、まいこ園、ゆのさと園など）

常勤
2部制（早
番
＋遅番）

看 准

268 S0165177-0006 南魚沼市 医療法人　越南会　五日町病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看

269 S0165177-0005 南魚沼市 医療法人　越南会　五日町病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

准



270 S0173315-0002 南魚沼市 南魚沼市立総合支援学校 非常勤 日勤のみ

南魚沼市立総合支援学校において、児童の支援を行う
看護師または准看護師を募集します。・喀痰の吸引や
胃ろうへの栄養剤注入など・支援対象児の主治医との
面談結果を基に適切な処置を行う。・応募者3名で締
め切ります。

看 准

271 S0156334-0005 南魚沼市 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院 常勤
2交代制
（変
則を含む）

看 助

272 S0014832-0072 田上町 晴和会田上園 常勤
2交代制
（変
則を含む）

介護老人保健施設の入所者様に対する看護業務 看

273 S0014832-0073 田上町 晴和会田上園 常勤
2交代制
（変
則を含む）

介護老人保健施設の入所者様に対する看護業務 准

274 S0147538-0006 出雲崎町
社会福祉法人中越老人福祉協会
特別養護老人ホームやすらぎの里

常勤
2部制（早
番
＋遅番）

特別養護老人ホーム「やすらぎの里」での看護業務全
般。常時介護を必要とする高齢者の健康管理、配薬、
服薬確認、経管栄養者の健康管理、皮膚状態の観察、
排便コントロールの管理、嘱託医師の診療補助（点滴
、ガーゼ交換など）

看 准

275 S0173838-0001 津南町 町立津南病院 非常勤 その他
2020年介護医療院開設の可否により介護施設で
の業務

看

276 S0179049-0001 刈羽村 ももの木デイサービスセンター　きらら 常勤 日勤のみ

デイサービスセンターにおいての看護業務全般になり
ます。ご利用者の看護・健康管理業務。〇日常生活の
機能訓練・支援業務。〇バイタルサインと与薬業務。
〇送迎業務あり（AT車：普通またはワゴン）

看 准


