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318 S0156006-0006 上越市 上越看護専門学校 非常勤 日勤のみ ●働き方は随時相談 看 保・助

319 S0179778-0001 上越市 社会福祉協議会 常勤 日勤のみ 看 准

320 S0171784-0048 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ・サンシャイン上越 非常勤 日勤のみ 看 准

321 S0171784-0047 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ・サンシャイン上越 常勤 日勤＋オンコール 看 准

322 S0058538-0010 上越市 上越市内の宿泊施設 非常勤 日勤のみ

●新型コロナウイルス感染症に係る軽症者宿泊療養施設健康
管理業務をおこなっていただきます　●療養者の健康管理・
健康相談対応（電話による体調等の聞き取り・１日２回）
（日報作成及び新潟県に対する定時報告）　●医師との連絡
調整　●現場スタッフに対する感染防護対策（防護具の着脱
支援、消毒作業への指導）　●施設内待機場所等（グリーン
ゾーン）の清掃　●療養者容体急変時の対応（医師への連
絡・救急搬送の依頼）

看 保・准

323 S0159590-0010 上越市 医療法人社団内山医院 常勤 日勤のみ 准 看

324 S0176613-0002 上越市 社会福祉法人上越頚城福祉会　しおさいの里 常勤 日勤＋オンコール
●特別養護老人ホームしおさいの里（入所102人、短期入所
12人）及び障害者支援施設さいはま園（入所20人）におい
て、看護業務を担当

看 准

325 S0160156-0003 上越市 介護老人保健施設　保倉の里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

326 S0061286-0497 上越市
株式会社N・フィールド　訪問看護ステーションデューン
上越

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

327 S0059086-0002 上越市 特別養護老人ホーム　悠久の里 非常勤 日勤のみ 看 准

328 S0171784-0052 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越つちはし 非常勤 日勤のみ ●デイサービス 看 准

329 S0156323-0007 上越市 川室記念病院　医療法人常心会 常勤 その他 ●日勤帯のみの勤務も相談に応じます 看

330 S0176116-0001 上越市 サンクス高田 常勤 日勤＋オンコール 看 准

331 S0171784-0043 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越栄町 非常勤 日勤のみ ●訪問入浴 看 准

332 S0173507-0001 上越市 社会福祉法人まきむら福祉会 常勤 日勤＋オンコール 看 准

333 S0169174-0004 上越市 医療法人社団　葵会　介護老人保健施設　葵の園・上越 非常勤 日勤のみ

●介護老人保健施設における利用者様の看護全般及び日常生
活介助業務　●食事・入浴・排泄の介助　●利用者の健康管
理　●医師、リハビリ、介護等の他職種とのチームケア　●
利用者150名

看 准

334 S0169174-0003 上越市 医療法人社団　葵会　介護老人保健施設　葵の園・上越 常勤
2交代制
（変則を含む）

●介護老人保健施設における利用者様の看護全般及び日常生
活介助業務　●食事・入浴・排泄の介助　●利用者の健康管
理　●医師、リハビリ、介護等の他職種とのチームケア　●
利用者150名

看
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335 S0178989-0001 上越市 保倉の里 非常勤 その他 看 准

336 S0167531-0008 上越市 社会福祉協議会 非常勤 日勤のみ

●デイサービス施設における利用者の健康管理●バイタル
チェック、薬の管理、主治医の医療処置、口腔ケアの実施、
自立支援での機能回復訓練の指導※働き方については随時相
談

看 准

337 S0167531-0002 上越市 社会福祉協議会 常勤 日勤のみ

●デイサービス施設における利用者の健康管理●バイタル
チェック、薬の管理、主治医の医療処置、口腔ケアの実施、
自立支援での機能回復訓練の指導※働き方については随時相
談

看 准

338 S0180972-0001 上越市 山崎内科消化器科医院 常勤 日勤のみ
●採血及び検査等の業務及び看護師全般の業務＊診察の補助
＊採血・点滴＊内視鏡検査（胃カメラ）

看 准

339 S0180975-0001 上越市 特定非営利活動法人　結縁　デイサービスよいさ 非常勤 日勤のみ 看 准

340 S0180976-0001 上越市 医療法人社団　たかの整形外科クリニック 常勤 日勤のみ
●整形外科医院において、看護業務全般に従事していただき
ます。

看 准

341 S0180977-0001 上越市
上越老人福祉協会　特別養護老人ホームいなほ園デイサー
ビスセンター

常勤 日勤＋オンコール
●高齢者施設の看護に関する業務。なお、事業の種類は特
養、老健、デイサービス他多数あり。

看

342 S0180977-0002 上越市
上越老人福祉協会　特別養護老人ホームいなほ園デイサー
ビスセンター

非常勤 日勤のみ ●いなほ園デイサービスセンターが就業場所となります。 看 准

343 S0014615-0004 上越市 新潟県立柿崎病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看 保

344 S0129442-0034 上越市 スローライフやまと・デイサービス 非常勤 日勤のみ
●デイサービスでの看護師業務（バイタルチェック、医師の
指導の下インスリン注射等の医療行為、配薬（服薬管理）
等）。●機能訓練も行います。

看 准

345 S0148751-0006 上越市 新潟県立中央病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

346 S0175272-0001 上越市 有限会社　藤田企画 常勤 日勤のみ 看

347 S0156006-0005 上越市 上越看護専門学校 常勤 日勤のみ
●働き方は随時相談　●専任教員の用件を満たしていなくて
も、要件取得に向けての意欲をお持ちであれば協力を惜しみ
ませんのでご相談ください。

看 保・助

348 S0137249-0004 上越市 社会福祉法人みんなでいきる 常勤 日勤のみ
●特別養護老人ホーム施設内における入所者の健康管理・服
薬管理・日常生活支援等、満足いただけるケアを行います。
定員は100名です。＊月に5～6回の待機番があります

看 准

349 S0175747-0003 上越市 ツクイ上越栄町 常勤 日勤のみ
●オペレーター、ヘルパー、看護師の3人でご自宅にお伺い
し入浴サービスを提供します。バイタルチェック・入浴可否
判断・脱衣介助・先発／洗体・着衣介助等

看 准

350 S0175747-0002 上越市 ツクイ上越栄町 非常勤 日勤のみ
●オペレーター、ヘルパー、看護師の3人でご自宅にお伺い
し入浴サービスを提供します。バイタルチェック・入浴可否
判断・脱衣介助・先発／洗体・着衣介助等

看 准

351 S0172982-0001 上越市 松波福祉会　特別養護老人ホームよねやまの里 常勤 日勤のみ 看 准



352 S0143696-0010 上越市 サンクス米山 常勤
2交代制
（変則を含む）

●施設内における入所者の健康管理・服薬管理・日常生活支
援等、満足いただけるケアを行います。自動車の運転業務が
ある場合があります。(社用者/軽・普通車）

看 准

353 S0061366-0014 上越市 新潟県厚生連　上越総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

●看護業務　●就業可能な時間の相談に応じます 看 保・助

354 S0156481-0012 上越市 特別養護老人ホーム　あいれふ安塚 常勤 日勤のみ 看 准

355 S0156402-0011 上越市 高田西城病院（医療法人　高田西城会） 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

356 S0129442-0051 上越市 スローライフもんぜん・有料老人ホーム 非常勤 日勤のみ
●デイサービスでの看護師業務・バイタルチェック・医師の
指示の下インスリン注射等の医療行為・配薬(服薬管理）な
ど。●機能訓練及び介護業務も行います。

看 准

357 S0148751-0005 上越市 新潟県立中央病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

358 S0121127-0014 上越市 ニチイケアセンター直江津 非常勤 日勤のみ ●デイサービスにおける看護業務となります。 看 准

359 S0141599-0006 上越市 医療法人　知命堂病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

360 S0172125-0006 上越市 有限会社 藤田企画 グループホーム癒しの家 常勤 日勤のみ 看

361 S0172125-0005 上越市 有限会社 藤田企画 グループホーム癒しの家 非常勤 日勤のみ 看

362 S0172125-0004 上越市 有限会社 藤田企画 グループホーム癒しの家 常勤 日勤のみ 看

363 S0156402-0010 上越市 高田西城病院（医療法人　高田西城会） 非常勤 日勤のみ 看 准

364 S0147035-0006 上越市 介護老人保健施設国府の里 常勤 日勤のみ 看 准

365 S0129442-0047 上越市 スローライフかきざき・ショートステイ 常勤 日勤＋オンコール

●ショートステイでの看護師業務（バイタルチェック、医師
の指導の下インスリン注射等の医療行為、配薬（服薬管理）
等）　●施設によって機能訓練も行います　●夜間コール対
応あり（携帯電話に連絡）。施設間への連絡や緊急時の対応
もあり。

看 准

366 S0159569-0007 上越市 特別養護老人ホーム三和愛宕の園 常勤 日勤のみ
●特別養護老人ホームでの看護業務全般（それに付随する業
務・介護関連業務）　（入居者の日常の健康管理）（薬の管
理）

看

367 S0014702-0011 妙高市 新潟県厚生連けいなん総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

368 S0014702-0013 妙高市 新潟県厚生連けいなん総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 准

369 S0181045-0002 妙高市 はやつクリニック内科呼吸器科 非常勤 その他
●問診、採血、尿検査、注射・点滴、心電図検査、レントゲ
ン検査補助など

看 准

370 S0180877-0001 妙高市 新潟県立妙高病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看



371 S0156324-0007 妙高市
グループホームまゆ池の平／小規模多機能型居宅介護　妙
高の杜

常勤 日勤のみ
●高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護（通い・
泊まり・訪問）の併設です。

看

372 S0172850-0001 妙高市 特別養護老人ホーム妙高縁 常勤 日勤＋オンコール 看 准

373 S0156324-0014 妙高市
グループホームまゆ池の平／小規模多機能型居宅介護　妙
高の杜

非常勤 日勤のみ
●高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護（通い・
泊まり・訪問）の併設です。

看

374 S0141631-0003 糸魚川市 社会福法人ひすい福祉会 常勤 日勤＋オンコール 看 准

375 S0181202-0001 糸魚川市 糸魚川地域振興局 非常勤 日勤のみ 看

376 S0120395-0007 糸魚川市 厚生連　　　糸魚川総合病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看 保

377 S0129442-0044 糸魚川市 スローライフおしあげ 常勤 日勤のみ

●ショートステイおよびデイサービスでの看護業務（バイタ
ルチェック、医師の指導の下インスリン注射等の医療行為、
服薬管理等）　●夜間コール対応あり。施設間への連絡や緊
急時の対応等あります　●施設によって機能訓練も行ないま
す

看 准

378 S0129442-0038 糸魚川市 スローライフおしあげ 非常勤 日勤のみ
●ショートステイおよびデイサービスでの看護業務（バイタ
ルチェック、医師の指導の下インスリン注射等の医療行為、
服薬管理等）　●施設によって機能訓練も行ないます

看 准

379 S0129442-0036 糸魚川市 スローライフてらまち　グループホーム 非常勤 日勤のみ

●グループホームでの看護師業務（バイタルチェック、医師
の指導の下インスリン注射等の医療行為、配薬（服薬管理）
等）　●施設によって機能訓練も行います　●買い物や送迎
等で自動車の運転の可能性があります。車両は社用車を使用
します。

看 准


