
№ 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

265 S0178989-0002 上越市 保倉の里 非常勤 その他 看 准

266 S0173290-0002 上越市 医療法人社団 羽尾医院 常勤 日勤のみ 看

267 S0173677-0003 上越市 高橋医院 常勤 日勤のみ 看 准

268 S0171370-0003 上越市 医療法人社団 斉藤医院 常勤 日勤のみ 看

269 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

270 S0184825-0001 上越市 一般財団法人　上越市地域医療機構 非常勤 その他 看 准

271 S0187893-0001 上越市 ジョイフル　フィットネスクラブ 非常勤 日勤のみ 看 准

272 S0187879-0001 上越市 そよかぜ倶楽部 常勤
2交代制
（変則を含む）

看 准

273 S0171784-0068 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

274 S0187754-0001 上越市 上田レディースクリニック 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

275 S0171784-0061 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

276 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

277 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

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

279 S0167531-0002 上越市 社会福祉協議会 常勤 日勤のみ 看 准

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

281 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

282 S0157703-0210 上越市 医心館上越 非常勤
2交代制
（変則を含む）

看

283 S0157703-0211 上越市 医心館上越 常勤
2交代制
（変則を含む）

看

284 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

285 S0172982-0004 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

286 S0156006-0008 上越市 上越看護専門学校 非常勤 日勤のみ 看 保・助

287 S0184085-0002 上越市 あったかほーむ柿崎 常勤 日勤のみ 看

288 S0164574-0009 上越市 医療法人社団　笹川医院 非常勤 日勤のみ 看 准

289 S0175272-0003 上越市 有限会社　藤田企画 常勤 日勤のみ 看

求人情報　令和3年9月　【上越地区】



290 S0037014-0008 上越市 介護老人福祉施設（特養）　和久楽 常勤 日勤＋オンコール 看 准

291 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

292 S0185606-0001 上越市 上越市役所 非常勤 日勤のみ 看

293 S0186470-0001 上越市 山田クリニック 非常勤 日勤のみ 准 看

294 S0043980-0006 上越市 上越地域医療センター病院 常勤
3交代制
（変則を含む）

看

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

296 S0141599-0007 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

297 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

298 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

299 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

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

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

看 准

302 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

303 S0185615-0001 上越市 アースサポート　株式会社　アースサポート上越 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看

304 S0162275-0006 上越市 有限会社上新ライフサービスめぐみ 非常勤 日勤のみ 看 准

305 S0129442-0053 上越市 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ
入所者18名、（18室）、職員は15名体制で行い
ます。

看 准

306 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

307 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

308 S0180877-0003 妙高市 新潟県立妙高病院 非常勤
3交代制
（変則を含む）

看

309 S0184496-0002 妙高市 妙高市役所 非常勤 日勤のみ 看

310 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

311 S0014702-0014 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 保

312 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



313 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、院内清掃など

看 准

314 S0141631-0003 糸魚川市 社会福法人ひすい福祉会 常勤 その他 看 准


