
№ 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

184 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　●就業開始日、就業時間など相談可 看 准

185 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　●就業時期は相談可 看 准

186 S0151731-0009 三条市 新潟県済生会三条病院 常勤
2交代制

（変則を含む）
助

187 S0151731-0010 三条市 新潟県済生会三条病院 非常勤 日勤のみ 助

188 S0038211-0026 三条市 かもしか病院 常勤
2交代制

（変則を含む）
かもしか病院のほかに介護老人保健施設いっぷく（三条市長野）または介護老人保健施設いっぷく2
番館（三条市帯織）への配属・転勤の可能性があります。

看 准

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

（変則を含む）
看 助

190 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　●雇用期間の定めなし 看 准

191 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

192 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

193 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）
●年齢について：年齢：18～59歳(年齢制限の理由：定年年齢を上限) 准

194 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）

●新卒向けの求人になります。・学歴：専修学校・既卒者の応募：可（※卒業後概ね5年以内）・大
学等中退者の応募：可（※中退後概ね5年以内）※説明会は随時当院にて開催(別途通知)※入社後、4
月に1週間程度の院内研修あり。

准

195 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　●就職支度金制度あり：6ヶ月経過後賞与に10万
円加算（ナースセンターからの紹介者で正社員採用に限る）

看

196 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　●就職支度金制度あり：6ヶ月経過後賞与に10万
円加算（ナースセンターからの紹介者で正社員採用に限る）

准

197 S0171784-0050 長岡市 株式会社ツクイ　ツクイ長岡宝 非常勤 日勤のみ

●デイサービス内のお客様が安全かつ快適に過ごせるよう、健康管理等を行っていただきます　●
チームでのお仕事ですので、未経験者の方・ブランクの長い方でも大歓迎です　●主なお仕事内容：
健康管理業務・内服管理・処置等・介護業務・他のスタッフと連携してのケア業務全般・機能訓練の
実施、記録、等　●資格取得支援制度あり（合格祝金・研修費用補助）●長期休暇取得可　●ユニ
フォーム貸与　●福利厚生制度一例：宿泊費補助2泊まで1泊あたり5,000円・インフルエンザ予防
接種補助5,000円・暑気払い/忘・新年会補助5,000円　他にも、出産祝い金、婚姻歴など　●労働
条件により加入保険/年次有給休暇日数は異なります　●マイカー通勤の場合：31,600円(社内規程
あり）

看 准

198 S0171784-0049 長岡市 株式会社ツクイ　ツクイ長岡川崎 非常勤 日勤のみ

●デイサービス内のお客様が安全かつ快適に過ごせるよう、健康管理等を行っていただきます　●
チームでのお仕事ですので、未経験者の方・ブランクの長い方でも大歓迎です　●主なお仕事内容：
健康管理業務・内服管理・処置等・介護業務・他のスタッフと連携してのケア業務全般・機能訓練の
実施、記録、等　●資格取得支援制度あり（合格祝金・研修費用補助）●長期休暇取得可　●ユニ
フォーム貸与　●福利厚生制度一例：宿泊費補助2泊まで1泊あたり5,000円・インフルエンザ予防
接種補助5,000円・暑気払い/忘・新年会補助5,000円　他にも、出産祝い金、婚姻歴など　●労働
条件により加入保険/年次有給休暇日数は異なります　●マイカー通勤の場合：31,600円(社内規程
あり）

看 准

199 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
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200 S0178068-0002 長岡市 長岡西病院 非常勤 その他
●救急外来の宿直業務　●契約更新の可能性あり（業務実績による）●救急外来の宿直業務：電話対
応、医師への取次、診療補助、巡回などの管理宿直業務　※急患診療は1日平均1件程度です　●週2
日程度　●実働8h　●転勤の可能性あり（長岡市内）

看

201 S0180318-0001 長岡市 みしま中央こども園 非常勤 日勤のみ

●8:30～17:30の間を二人で交代（現在勤務している看護師さんと相談の上、勤務時間、勤務日な
どを柔軟に決定していきたいと思います）　●年間2～3回程度　運動会・入園式・卒園式の勤務もあ
り　●1年更新ですが、継続して勤務できる方を希望　●子ども達が200名以上在籍しており、職員
も50名。看護師さんへの期待も大きく、現在4時間勤務の看護師さんがいられます。お二人で相談さ
れながら、日々の勤務を決めていただければと柔軟に考えております。職員構成も各世代がバランス
よく配置されており、男性保育士も6名おります。

看

202 S0180118-0001 長岡市
長岡鶴の里水道町
（鶴谷プロデュース　株式会社）

常勤 日勤のみ ●更新の可能性あり：12ヶ月毎　●制服なし 看

203 S0058538-0006 長岡市 公益社団法人新潟県看護協会 　長岡支所 非常勤 日勤のみ

●看護職の就業相談業務（ナースセンター）　●看護職の求職相談、求人施設の求人相談業務（来所
相談・電話相談）　●看護職の再就職支援セミナー等の企画・運営業務　●書類作成、システム入力
などの基本的なパソコン入力（Word、Excel使用）　●業務上、車を使用する機会：有（マイカー使
用）　●要普通自動車免許（オートマ限定可）　●週所定労働日数：火～木曜日の間、週1～2日程度
（年に数回、火～木曜日以外の勤務の場合もあり）

看

204 S0173569-0002 長岡市 フレンドリーハウスみどりの杜 常勤
日勤＋オン

コール
看 准

205 S0179430-0002 長岡市 日本通運　株式会社　中越支店 非常勤 日勤のみ

●普通自動車運転免許必須　●雇用期間は契約更新の可能性あり（原則更新）●2名体制で、中越エ
リアの各職場の衛生管理全般を行っていただきます。●業務内容は、各従業員の健康管理に関する個
別指導。各職場への巡回・個別面談。定期健康診断をはじめとした各種健診の準備・対応。安全衛生
委員会への参画。等となります。

保 看・准

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

●雇用期間の記載はあるが、期間の定めなし　　●デイサービスセンター岡南（事業所所在地と同
地）またはデイサービスセンターせったや（摂田屋町2701番地14）のどちらか選択可　　●転勤の
可能性あり（長岡市内）　　●特別養護老人ホーム内の看護業務（利用定員92人）　　●デイサービ
ス内の看護業務（医師が患者に施す治療の補助、療養の世話、専門的な知識による細かい記録等を
行っていただきます　　●雇用条件により雇用保険加入（週20時間以上勤務等）　　●正社員（日勤
＋オンコール）の募集も行っております。詳しくはお問合せください。

看 准

207 S0179751-0001 長岡市 さわやか苑長倉 常勤 日勤のみ ●応募連絡は、土曜日可・平日17時以降可。●応募前の職場見学可能。 看 准

208 S0179654-0001 長岡市 野村こどもクリニック 常勤 日勤のみ
●看護業務：カルテ整理、診療の介助、予防接種等の医療行為の介助、室内清掃等、洗濯等　●就業
時間２は木・土曜日です　●所定労働日数：週6日程度

看 准

209 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）

●施設利用者の健康管理上の看護業務を行っていただきます。●利用者様の配薬管理、血圧測定等の
日常管理及び記録作成業務。●夜勤が可能な方を希望します｡（夜勤は月４回程度）　●賃金は経験に
より優遇。●残業がなく、仕事と家庭・余暇活動が両立できます。●まず施設見学をお願いします。
事前に電話にてお申込みください。

看 准

210 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
●就業時間は8時30分～17時30分の間の6時間程度（日数、時間応相談）　●勤務票による週30時
間未満の勤務。　●平成30年5月に開設した施設での業務です。　●入所（100名）ユニット型・従
来型・混合型の老健で、通所（40）を併用しています。

看 准

211 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

212 S0132594-0006 長岡市 長岡健康管理センター 非常勤 日勤のみ
●健診センター内及び健康診断に関わる看護師業務　●就業時間及び勤務日数については、相談に応
じます　●契約更新の可能性あり（条件付きで更新あり）　●就業条件が要件を満たす場合、雇用保
健・社会保健加入

看 准



213 S0150172-0003 長岡市 草間医院 非常勤 日勤のみ
●雇用期間の定めなし　●喫煙者採用不可　●週所定労働日数：週5日程度　●加入要件を満たした
場合は雇用保険に加入します　●仕事内容：外来業務・診療補助・各種患者説明、機械立ち上げ等の
外来業務の準備、待合室・診療室の清掃　●地域密着医療・往診も行います

看

214 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

●雇用期間の定め無し　●年齢制限あり（59歳以下・60歳定年のため）　●週所定労働日数：週2
日程度　●マイカー通勤：可　●皮膚科クリニックにおいての看護師業務を行っていただきます　●
医師の指示のもと、患者の誘導・処置補助・採血等の看護業務全般を行います　●常時3人の看護師
が助け合い仕事をしています　●急に都合が悪くなっても、勤務交代が可能です　●ブランクがあっ
ても大丈夫です

看 准

215 S0142733-0003 長岡市 三島病院 常勤
3交代制

（変則を含む）
正職、パート、夜勤の有無についてはご相談ください。見学も随時受け付けております（要電話連
絡）

看 准

216 S0112532-0001 長岡市 メンタルクリニック長岡 非常勤 日勤のみ
●雇用期間の定めなし　●精神科・心療内科経験者優遇　●勤務時間、勤務日数はご相談ください
●禁煙施設のため喫煙者のご応募はご遠慮ください　●週の労働時間により、雇用保険に加入いたし
ます

看 准

217 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

218 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

219 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

220 S0180421-0001 見附市
新潟県中越福祉事務組合
まごころ学園　まごころ寮

非常勤 その他

●知的障害児の日常生活健康管理、衛生管理、医療的ケア　●職員補充のための求人　●土、日、祝
日業務：有（シフト表による）交替勤務　●宿直・夜勤勤務時間：有（月３～４回程度）　●その他
の業務内容：知的障害児（者）の施設生活全般における処遇業務・施設利用者への日常生活支援
（例）入浴介助・余暇活動支援・施設利用者への夜間の施設生活支援　●契約更新の可能性あり（原
則更新）

看 准

221 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

222 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　●0歳～5歳の家庭養護に欠ける子供を保護者に代
わって養育するお仕事です　●普通自動車運転免許：必須　●日勤のみも可　●配属クラスにより、
就業時間変わります

看

223 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　●しばらくは同行訪問となります。拘束当番も業務に慣れてきたら開始します。
（8回程度/月）

看

224 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　●しばらくは同行訪問になります。雇用契約更新あり。 看

225 S0014379-0007 柏崎市 独立行政法人国立病院機構新潟病院 常勤
3交代制

（変則を含む）
●配属先（科）における看護師業務全般　●転勤の可能性あり（希望、昇任した場合。関東信越地域
内）

看

226 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
雇用期間の更新について：初年度は３月３１日、次年度より１年毎の更新になります。 看 准

227 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
雇用期間の更新について：初年度は３月３１日、次年度より１年毎の更新になります。 看 准

228 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
雇用期間の更新について：初年度は３月３１日、次年度より１年毎の更新になります。 看 准

229 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
雇用期間の更新について：初年度は３月３１日、次年度より１年毎の更新になります。 看 准

230 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

●施設利用者の看護業務をしていただきます　●医師の指示による処置及び健康管理業務　●服薬管
理及び準備　●利用者通院時の付き添いなど　●雇用開始日は応相談　●法人施設のいずれかに転勤
の可能性あり

看 准



231 S0044820-0012 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　●転勤の可能性あ
り（市内）

看 准

232 S0051460-0011 柏崎市 柏崎総合医療センター 非常勤 日勤のみ
●雇用期間：契約更新の可能性あり　●週所定労働日数：週1日～5日程度　●勤務時間により各種保
険に加入します　●有給休暇は勤務条件により付与します

看 准

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

234 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

●増員募集　●要普通自動車免許　●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　●対象者は、高齢者・小児・若年の方、幅広い世
代です。　●内科疾患・難病・脳血管疾患後遺症・整形外科疾患・がん等様々な疾患の看護を行いま
す。　●訪問先：柏崎市及び刈羽村

看 保・助

235 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。●増員募集　●契約更新の可能性あり　●8:45～17:30の間3時間以上　●週1日～相
談可　●要普通自動車免許　●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。　●対象者は、高齢者・小児・若年の方、幅広い世代で
す。　●内科疾患・難病・脳血管疾患後遺症・整形外科疾患・がん等様々な疾患の看護を行います。
●訪問先：柏崎市及び刈羽村

看 保・助

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

●利用者に対する看護業務：バイタルチェックによる健康管理、服薬管理（ご利用者の方の処方され
ている薬の仕分け、服用されたかを確認する）　●定員15名、看護師2名で交替勤務　●契約更新の
可能性あり　●年齢不問　●8：00～17：00の間の5～7時間程度（就業時間の相談可）　●週4日
程度

看 准

237 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をして頂
きます。　●利用者数：定員32名　●老人介護施設での経験あれば尚可　●8時30分～17時30分
の間の6時間以上　●週4～5日程度　●年齢不問

看 准

238 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をして頂
きます。　●利用者数：定員32名　●老人介護施設での経験あれば尚可　●59歳以下の方を募集
（60歳定年のため）　再雇用65歳まで

看 准

239 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　●契約更新の可能性あり（更新は年度毎（12ヶ
月））　●駐車場料金自己負担あり（2,000円程度）

看 准

240 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。　●就業時期はご相談に応じます。

准

241 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。　●就業時期はご相談に応じます。

看

242 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　●定年制あり（一律60歳）、再雇用制度あり（上限65歳まで）、勤務延長あり（上限65歳ま
で）●雇用期間定め無し●正社員登用の実績あり（過去3年間）

看 准



243 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

244 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

245 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）●雇用期間の定めなし　●デイサービス施設における、バイタル
チェックなどの看護業務を担当していただきます　●64歳以下の方を募集（定年制65歳、再雇用75
歳まで）　●経験不問（実務経験あれば尚可）　●労働契約の内容により要件を満たす場合、各保険
に加入　●年次有給休暇は、週の所定労働日数に応じて付与されます

看 准

246 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）　●デイサービス施設における、バイタルチェックなどの看護業
務を担当していただきます　●64歳以下の方を募集（定年制65歳、再雇用75歳まで）　●経験不問
（実務経験あれば尚可）　●正社員への登用の可能性あり

看 准

247 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

●雇用期間記載あるが、雇用期間の定めなし　●雇用保険は就業時間・就業日数により加入　●年次
有給休暇は就業時間・就業日数により法定通り付与　●就業時間及び就業日数は相談可。週1～勤務
相談可。　●業務内容：バイタル測定、医療処置、服薬管理、医療診察の補助、利用者の機能訓練を
行なうサービス、利用者の日常生活上のお世話（排泄介助・衣類着脱等の補助）、利用者とのレクリ
エーション

看 准

248 S0153103-0012 柏崎市 柏崎厚生病院 常勤
3交代制

（変則を含む）

●就業時間・休日の相談：可　●パート又は日勤のみの勤務を希望する方の相談も可　●60歳以上の
方の応募可（条件変更あり）　●制服：あり（貸与）　●配属は、本人の希望を優先に相談の上決定
します

看

249 S0170602-0001 小千谷市 厚生連　小千谷総合病院 常勤
3交代制

（変則を含む）
看

250 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
●各科外来患者及び病棟入院患者における看護業務全般。●医師等が患者様を診療する際の補助業
務。●病気や障害を持つ患者様の日常生活における援助業務。●疾病の予防や健康の維持管理増進を
目的とした教育業務など

看

251 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

●診察の介助、患者様呼び込み、血圧測定補助。●医師の指示により、採血、点滴、ワクチン接種。
●健康診断時には聴力、視力検査。●緊急時のAT車の運転。●月に１～２回、胃カメラ検査実施、検
査介助。●医薬品の在庫管理、発注。●訪問診察の1ヶ月間の予定表作成。患者様宅へ連絡。●診察
前・昼食後院内清掃、当番制でトイレ清掃あり。

看

252 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

253 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

254 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

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

訪問看護のお仕事は、病気や怪我等で在宅で寝たきりの方、医学的管理やリハビリが必要な方、病気
や療養生活に不安を抱えている方、あるいはそのご家族のケアとサポートを行うためにご利用者の自
宅に直接訪問して、一人一人に合った看護を提供することです。＊非常にやりがいのある業務です。
私たちと一緒にやってみませんか。

看 准

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

訪問看護のお仕事は、病気や怪我等で在宅で寝たきりの方、医学的管理やリハビリが必要な方、病気
や療養生活に不安を抱えている方、あるいはそのご家族のケアとサポートを行うためにご利用者の自
宅に直接訪問して、一人一人に合った看護を提供することです。＊非常にやりがいのある業務です。
私たちと一緒にやってみませんか。　＊常勤及びパートは要相談

看 准



257 S0162691-0007 南魚沼市 齋藤記念病院 常勤
2交代制

（変則を含む）
●育児休暇・託児所あり(勤務時間に応じ、対応可能）　●ブランクのある方・専門外の方は職場研修
を充実させておりますのでご安心ください。

看 准

258 S0137562-0026 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。　●1年毎の契約更新になります

看 准

259 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

260 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）
●精神科入院病棟において医師診察の補助、生活改善に係る指導、患者の相談、入院患者の介助など
の業務を行ないます　●勤務時間や勤務日数は相談にのります　●増員求人です

准

261 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）
●精神科入院病棟において医師診察の補助、生活改善に係る指導、患者の相談、入院患者の介助など
の業務を行ないます　●勤務時間や勤務日数は相談にのります　●増員求人です。

看

262 S0150426-0006 南魚沼市
社会福祉法人南魚沼福祉会
（ゆのさと園、まきはたの里など）

常勤
2部制

（早番＋遅番）
就業時期については、随時採用しております。 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

ゆきぐに大和病院の内科外来において、外来診療補助・内視鏡診療補助・問診・処置業務に従事して
いただきます。採用後、現場経験の無い新人の方には、南魚沼市民病院にて1～3年程度の研修を行っ
ていただきます。現場経験のある方・ブランクのある方の研修を行いますが、研修期間は短期間とな
ります。

看

267 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　●日勤パート：可 准 看

268 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
●制服貸与有り、増員求人　※６５歳以上で採用の方は嘱託職員となり、条件は変更となる場合があ
ります。

看 准

269 S0165545-0002 十日町市 健康倶楽部十日町 常勤 日勤のみ
●制服貸与有り、増員求人　●年齢及び経験により、賃金が上記プラス５万以内／月で変動します。
※６５歳以上で採用の方は嘱託職員となり、条件は変更となる場合があります。

看 准

270 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
●制服貸与有り、増員求人※６5歳以上で採用の方は嘱託職員となり、条件は変更となる場合があり
ます。

看 准

271 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
●制服貸与有り、増員求人※６５歳以上で採用の方は嘱託職員となり、条件は変更となる場合があり
ます。

看 准

272 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
●制服貸与有り、増員求人※６５歳以上で採用の方は嘱託職員となり、条件は変更となる場合があり
ます。

看 准

273 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　●昇給あり　●月30時間以上勤務の契約
の場合、賞与あり

看

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 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　●日
常生活の機能訓練・支援業務　●バイタルサインと与薬業務　●送迎業務あり（AT車：普通またはワ
ゴン）　●転勤の可能性あり（刈羽村）

看 准


