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150 S0108311-0090 村上市山
医療法人愛広会　訪問看護ステーション
村上ナーシングセンター（仮称）

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

151 S0192795-0001 村上市山 新潟県村上保健所 都道府県・保健所 非常勤 日勤のみ 保 看

152 S0062618-0008 村上市山 村上はまなす病院 病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病棟看護 准 看

153 S0193286-0001 胎内市 小野耳鼻科医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

154 S0108311-0087 胎内市
医療法人愛広会　訪問看護ステーション
中条愛広苑

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看 准

155 S0108311-0082 胎内市
医療法人愛広会　訪問看護ステーション
中条愛広苑

訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 准

156 S0185663-0001 胎内市 介護老人保健施設マチュアハウス中条 介護医療院(Ⅰ型) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看 准

157 S0108311-0074 胎内市
医療法人愛広会　介護老人保健施設　中
条愛広苑

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

入所棟における看護業務 看 准

158 S0108311-0086 関川村
医療法人愛広会　訪問看護ステーション
関川ナーシングセンター

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看 准

159 S0108311-0079 関川村
医療法人愛広会　訪問看護ステーション
関川ナーシングセンター

訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 准

160 S0108311-0076 関川村
医療法人愛広会　介護老人保健施設　関
川愛広苑

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

161 S0131487-0015 新発田市 ＳＯＭＰＯケア　新発田　小規模多機能 その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ 看 准

162 S0108311-0092 新発田市
医療法人愛広会　新発田西地域包括支援
センター

地域包括支援センター 常勤 日勤のみ 保 看・准

163 S0174289-0008 新発田市 新潟県立新発田病院 病院(499～200床) 非常勤
3交代制（変則
を含む）

看 准

164 S0178903-0001 新発田市 安斎クリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

165 S0144247-0003 新発田市 医療法人悠生会　片桐記念クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

166 S0105347-0024 新発田市 一般財団法人下越総合健康開発センター 訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

訪問看護業務業務の特性上、臨床経験が必
要と考えていますが、訪問看護の経験は問
いません。

看

167 S0105347-0025 新発田市 一般財団法人下越総合健康開発センター 訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ
訪問看護業務業務の特性上、臨床経験が必
要と考えていますが、訪問看護の経験は問
いません。

看

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

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

看 准

170 S0174289-0009 新発田市 新潟県立新発田病院 病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看 准

171 S0167692-0009 新発田市 新発田市役所 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保 看

172 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

病院(499～200床) 非常勤 夜勤のみ 病院内における看護業務（夜勤専従） 看 准

下越地区



173 S0112036-0006 新発田市 ニチイケアセンター新発田
デイサービス・デイケアセン
ター

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

174 S0108311-0075 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

病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病院内における看護業務 看 准

175 S0108311-0084 新発田市
医療法人愛広会　とようら訪問看護ス
テーション

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

176 S0176105-0002 阿賀野市 特別養護老人ホーム　シンパシー 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

177 S0122447-0017 燕市
ニチイケアセンター燕（介護付有料老人
ホーム）

ケアハウス・グループホーム・
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

178 S0122447-0018 燕市
ニチイケアセンター燕（介護付有料老人
ホーム）

ケアハウス・グループホーム・
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

179 S0169823-0010 燕市 つばめ皮フ科 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

180 S0169823-0011 燕市 つばめ皮フ科 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

181 S0169823-0009 燕市 つばめ皮フ科 診療所(無床) 常勤 日勤のみ
患者様の誘導、外用指導、点滴・採血・処
置の補助、医療器具の滅菌など

看 准

182 S0189600-0001 燕市 新潟県立燕労災病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看

183 S0128074-0015 郡弥彦村 特別養護老人ホーム桜井の里 介護老人福祉施設(特養) 常勤 日勤のみ 入所者・利用者の健康管理業務など 看 准

184 S0128074-0016 郡弥彦村 特別養護老人ホーム桜井の里 介護老人福祉施設(特養) 非常勤 日勤のみ 入所者・利用者の健康管理業務 看 准


