
№ 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

167 S0163179-0006 村上市 新潟県村上地域振興局　健康福祉部 非常勤 日勤のみ 保 助・看

168 S0176269-0001 村上市 村上市岩船郡医師会訪問看護ステーションふる里 常勤 日勤のみ 看 准

169 S0184852-0001 村上市 上海府ディサービスセンターゆきわり荘 常勤 日勤のみ 看 准

170 S0062618-0008 村上市 村上はまなす病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟看護 准 看

171 S0171784-0036 村上市 株式会社ツクイ　ツクイ岩船 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

172 S0171784-0037 村上市 株式会社ツクイ　ツクイ村上飯野 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

173 S0182870-0001 村上市 上海府デイサービスセンターゆきわり荘 非常勤 その他 看 准

174 S0129831-0004 胎内市 医療法人　白日会　黒川病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

175 S0162249-0008 新発田市 新潟県立リウマチセンター 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

176 S0167692-0006 新発田市 新発田市役所 非常勤 日勤のみ 保

177 S0112036-0006 新発田市 ニチイケアセンター新発田 非常勤 日勤のみ
介護業務支援・機能訓練支援・業務ミーティン
グ、研修への参加など

看 准

178 S0184220-0024 新発田市 訪問看護ステーションあやめ新発田 常勤 日勤のみ 看 准

179 S0144247-0003 新発田市 医療法人悠生会　片桐記念クリニック 非常勤 日勤のみ 看 准

180 S0178903-0001 新発田市 安斎クリニック 常勤 日勤のみ 看 准

181 S0144247-0004 新発田市 医療法人悠生会　片桐記念クリニック 常勤
2部制
（早番＋遅番）

看 准

182 S0174289-0005 新発田市 新潟県立新発田病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

183 S0174289-0004 新発田市 新潟県立新発田病院 非常勤 日勤のみ 看

184 S0174289-0003 新発田市 新潟県立新発田病院 非常勤 日勤のみ 看

185 S0183214-0005 新発田市 ワールドステイ　新発田 非常勤 日勤のみ 看 准

186 S0171784-0035 新発田市 株式会社ツクイ　ツクイ新発田 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

187 S0169336-0003 新発田市 社会福祉法人　ゆうしん 常勤 日勤のみ 看

188 S0108311-0069 新発田市 医療法人愛広会　新発田リハビリテーション病院 非常勤 夜勤のみ 病院内における看護業務（夜勤専従） 看 准

189 S0108311-0070 新発田市 医療法人愛広会　新発田リハビリテーション病院 非常勤 日勤のみ 病院内における看護業務（フルタイムパート） 看 准

190 S0131487-0012 新発田市 ＳＯＭＰＯケア　新発田　小規模多機能 非常勤 日勤のみ 看 准
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191 S0152782-0007 聖籠町 新潟聖籠病院 非常勤 日勤のみ 新型コロナウイルスワクチン接種業務 看

192 S0182031-0001 聖籠町 特別養護老人ホーム聖籠まごころの里 常勤 日勤＋オンコール 看 准

193 S0133768-0013 聖籠町 新潟手の外科研究所病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

194 S0152782-0006 聖籠町 新潟聖籠病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

195 S0061286-0369 阿賀野市
株式会社N・フィールド　訪問看護ステーション
デューン阿賀野

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 准

196 S0128513-0014 阿賀野市 脳神経センター阿賀野病院 常勤
2交代制
（変則を含む）

病棟業務 看 准

197 S0126458-0008 阿賀野市 あがの市民病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看護業務全般 看

198 S0128513-0013 阿賀野市 介護老人保健施設　阿賀の庄 常勤
2交代制
（変則を含む）

バイタル測定、服薬介助、口腔ケア、その他必要
な処置・介助

看 准

199 S0179233-0001 阿賀野市 介護付有料老人ホーム ハートフルケア阿賀野 非常勤 日勤のみ 看 准

200 S0184282-0001 五泉市 デンカ株式会社　五泉事業所 非常勤 日勤のみ 保 看・准

201 S0109192-0008 五泉市 愛宕の里 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

202 S0166887-0001 五泉市 五泉市役所 非常勤 日勤のみ 助

203 S0171784-0056 五泉市 株式会社ツクイ　ツクイ五泉赤海 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

204 S0014397-0019 五泉市 南部郷厚生病院 常勤 その他 ホスピス 看 准

205 S0175950-0001 五泉市 うずらはし 常勤 日勤＋オンコール 看 准

206 S0171784-0059 燕市 株式会社ツクイ　ツクイ燕 非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

207 S0122447-0017 燕市 ニチイケアセンター燕（介護付有料老人ホーム） 非常勤
2部制
（早番＋遅番）

○有料老人ホーム内の看護業務　・通院介助、訪
問診療補佐、処置、服薬管理、インスリン注射、
経管栄養　他

看 准

208 S0122447-0018 燕市 ニチイケアセンター燕（介護付有料老人ホーム） 常勤
2部制
（早番＋遅番）

○有料老人ホーム内の看護業務　・通院介助、訪
問診療補佐、処置、服薬管理、インスリン注射、
経管栄養　他

看 准

209 S0184104-0001 燕市 株式会社ひあたりケア 常勤 日勤のみ 看

210 S0184104-0002 燕市 株式会社ひあたりケア 常勤 日勤のみ 看

211 S0177667-0003 燕市 湧井医院 常勤 日勤のみ 看 准

212 S0126213-0005 燕市 分水いちごの実ショートステイ・デイサービス 常勤 日勤のみ 看 准



213 S0126213-0006 燕市 分水いちごの実ショートステイ・デイサービス 非常勤 日勤のみ 看 准

214 S0169823-0008 燕市 つばめ皮フ科 非常勤 日勤のみ 看 准

215 S0128074-0015 弥彦村 特別養護老人ホーム桜井の里 常勤 日勤のみ 入所者・利用者の健康管理業務など 看 准

216 S0128074-0014 弥彦村 特別養護老人ホーム桜井の里 非常勤 日勤のみ 入所者・利用者の健康管理業務 看 准


