
№ 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

191 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

192 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

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）

准

194 S0151731-0011 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

195 S0151731-0012 三条市 新潟県済生会三条病院 非常勤 日勤のみ 特浴介助業務 看 助

196 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

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

198 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

199 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

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

看 准

201 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

202 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

203 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

204 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

205 S0121703-0015 長岡市 長岡中央綜合病院 常勤
3交代制（変
則を含む）

一般病棟　外来業務　手術室　透析室　訪問看護　居宅看 助

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 S0121703-0014 長岡市 長岡中央綜合病院 非常勤 日勤のみ 外来や病棟の看護業務などご本人の希望に沿います 看 助

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

看 准

209 S0181232-0001 長岡市 脳とこころの訪問看護ステーション長岡 非常勤 日勤のみ 看

210 S0136810-0004 長岡市
社会福祉法人　長岡福寿会
特別養護老人ホームまちだ園

常勤
日勤＋オン
コール

看 准

211 S0166467-0003 長岡市 あたごこどもクリニック 常勤 日勤のみ 看 保・准
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212 S0166467-0002 長岡市 ながおか医療生活協同組合 常勤 日勤のみ 看

213 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

214 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

215 S0136905-0004 長岡市 医療法人　誠心会　吉田病院 常勤
2交代制（変
則を含む）

看

216 S0136905-0005 長岡市 医療法人　誠心会　吉田病院 常勤 日勤のみ 看

217 S0136905-0006 長岡市 医療法人　誠心会　吉田病院 非常勤 日勤のみ 看 准

218 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 看 准

219 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 看 准

220 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

221 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 看

222 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 看

223 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

224 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

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

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

227 S0059599-0007 見附市 お元気でクリニック 非常勤 日勤のみ 看護業務一般 看 准

228 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

229 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

看 准

230 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

231 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

232 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

233 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

234 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

235 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

236 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）

看



237 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

238 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

239 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

240 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

241 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

242 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

看 准

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

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

245 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

246 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

247 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

248 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

249 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

250 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

251 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



252 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

253 S0170602-0002 小千谷市 厚生連　小千谷総合病院 非常勤 日勤のみ 看

254 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

255 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

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

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

260 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

261 S0162691-0007 南魚沼市 齋藤記念病院 常勤
2交代制（変
則を含む）

中央材料室、 看 准

262 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

263 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

264 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

265 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）

看 准

266 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

267 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

268 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

269 S0129337-0013 十日町市 新潟県立十日町病院 非常勤
3交代制（変
則を含む）

看

270 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

271 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



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

273 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

274 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

275 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

276 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

277 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


