
№ 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

335 S0014321-0018 上越市 三交病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看

336 S0162999-0004 上越市 地域共生型デイサービスよいさ 非常勤 日勤のみ 利用者の健康管理、リハビリ 看 准

337 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

338 S0147035-0010 上越市 介護老人保健施設国府の里 常勤 日勤のみ 看 准

339 S0173677-0002 上越市 高橋医院 常勤 日勤のみ 看 准

340 S0180386-0002 上越市 デイホームおたっしゃ館 非常勤 日勤のみ 看 准

341 S0165706-0003 上越市 ロングライフきらめき/デイサービス 非常勤 日勤のみ 看 准

342 S0184825-0001 上越市 一般財団法人　上越市地域医療機構 非常勤 日勤のみ 玄関口での総合受付（検温及び問診等） 看 准

343 S0125074-0007 上越市 独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター 非常勤 日勤のみ 看

344 S0179554-0003 上越市 特定非営利活動法人　コミュニティケアありがとう 常勤 日勤のみ 看 准

345 S0179554-0002 上越市 特定非営利活動法人　コミュニティケアありがとう 非常勤 日勤のみ 看 准

346 S0168484-0002 上越市 上越市内公立保育園 常勤 日勤のみ 看

347 S0168484-0003 上越市 上越市内公立保育園 非常勤 日勤のみ 看

348 S0014615-0005 上越市 新潟県立柿崎病院 非常勤 日勤のみ 看 保

349 S0015057-0016 上越市 一般社団法人上越医師会 非常勤 日勤のみ
特定保健指導、それに付随するPCによる事務作
業、書類整理、問診等の健診業務

保

350 S0167531-0009 上越市 上越市社会福祉協議会  すいせんの里 常勤 日勤のみ 看 准

351 S0175747-0004 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

352 S0172982-0003 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

353 S0156006-0007 上越市 上越看護専門学校 非常勤 日勤のみ 看 保・助

354 S0184085-0001 上越市 あったかほーむ柿崎 常勤 日勤のみ 看

355 S0156323-0007 上越市 川室記念病院　医療法人常心会 常勤 その他 看

356 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）

看

357 S0178989-0001 上越市 保倉の里 非常勤 その他 看 准
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358 S0167531-0002 上越市 社会福祉協議会 常勤 日勤のみ 看 准

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

360 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

361 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 看 准

362 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

363 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

364 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

365 S0172982-0002 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

366 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

367 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

368 S0119181-0003 上越市 社会福祉法人さくら園南さくら工房 非常勤 日勤のみ 看

369 S0176116-0002 上越市 サンクス高田 常勤 日勤＋オンコール 看 准

370 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

371 S0164574-0007 上越市 医療法人社団　笹川医院 非常勤 日勤のみ 看 准

372 S0164574-0008 上越市 医療法人社団　笹川医院 非常勤 日勤のみ 看 准

373 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 看 准

374 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 看

375 S0175272-0002 上越市 有限会社　藤田企画 常勤 日勤のみ 看

376 S0180972-0002 上越市 山崎内科消化器科医院 常勤 日勤のみ 看 准

377 S0129442-0052 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 看 准

378 S0183442-0001 上越市 下門前保育園 非常勤 日勤のみ 看 助

379 S0178435-0002 上越市 上越北陸アイクリニック 常勤 日勤のみ 看 准

380 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

381 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 看 保・助



382 S0143696-0011 上越市 サンクス米山 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

383 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

384 S0182748-0001 上越市 （医社）内科さとう医院 非常勤 日勤のみ 看 准

385 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 看

386 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

387 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

388 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

389 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 看 准

390 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 看 准

391 S0184496-0001 妙高市 妙高市役所 非常勤 その他
新型コロナウィルスワクチンの接種、救急時の対
応など

看 保

392 S0156481-0014 妙高市 特別養護老人ホーム　あいれふ妙高 常勤 日勤＋オンコール 看 准

393 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

394 S0108311-0071 妙高市 医療法人愛広会　介護老人保健施設　新井愛広苑 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

395 S0180877-0002 妙高市 新潟県立妙高病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

396 S0175488-0002 妙高市 妙高市役所 非常勤 日勤のみ 看 准

397 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

398 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
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）が併設されています。

看

399 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


