
№ 求人票番号
勤務先施設

住所
勤務先施設名 施設種別
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希望

第二
希望

1 S0186134-0012 新潟市北区 北区健康福祉課 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

2 S0119471-0008 新潟市北区 新潟医療福祉大学 学校・養成所等 非常勤 日勤のみ 看

3 S0130677-0003 新潟市北区 社会福祉法人　キングス・ガーデン新潟
デイサービス・デイケアセン
ター

常勤
日勤＋オンコー
ル

准 看

4 S0108311-0078 新潟市北区
医療法人愛広会　新潟リハビリテーショ
ン病院

病院(199～20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

5 S0162904-0003 新潟市北区 有限会社　里の和 会社・事業所 常勤 その他 障がい施設での支援・看護 看 准

6 S0108311-0080 新潟市北区
医療法人愛広会　尾山訪問看護ステー
ション

訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 准

7 S0189116-0001 新潟市北区 介護老人保健施設　葵の園・新潟北区 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

介護老人保健施設での看護業務となりま
す。

看 保・准

8 S0186134-0006 新潟市東区 東区健康福祉課 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

9 S0014301-0092 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 病院(499～200床) 常勤 夜勤のみ 看 准

10 S0014301-0093 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 病院(499～200床) 常勤 日勤のみ 看 准

11 S0014301-0094 新潟市東区 社会医療法人桑名恵風会　桑名病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看 准

12 S0194648-0001 新潟市東区 なかむら耳鼻科クリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

13 S0147933-0011 新潟市東区 もとやま内科クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ
医院内外の清掃、および積雪時における除
雪作業等。

看 准

14 S0186134-0014 新潟市東区 石山地域保健福祉センター 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

15 S0056047-0003 新潟市東区 山王苑にいがた 介護老人福祉施設(特養) 常勤 日勤のみ 看 准

16 S0157446-0004 新潟市東区 まきの乳腺クリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看

17 S0054930-0039 新潟市東区 ほがらか福祉園トゥインクル その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ 障がい者福祉施設 看 准

18 S0054930-0040 新潟市東区 ほがらか福祉園トゥインクル その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 障がい者福祉施設 看 准

19 S0014304-0030 新潟市東区
社会医療法人新潟臨港保健会　新潟臨港
病院

病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看

20 S0172118-0002 新潟市東区
社会福祉法人親永会　はじめデイサービ
スセンター

デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 准 看

21 S0128208-0010 新潟市東区 国際メディカル専門学校 学校・養成所等 常勤 日勤のみ
専門学校生を対象とした「看護分野」の科
目指導及びクラス担任

看 助

22 S0157703-0335 新潟市東区 医心館　新潟Ⅲ
ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム

常勤 日勤のみ
医心館のベッドコントロールを担う営業看
護師としてご活躍いただきます。

看

新潟地区
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23 S0184220-0050 新潟市東区 訪問看護ステーションあやめ新潟東 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 准

24 S0014300-0024 新潟市東区 医療法人恵松会　河渡病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

病棟における精神科看護業務 看

25 S0148851-0008 新潟市東区 末広橋病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看

26 S0175661-0002 新潟市東区
SOMPOケア株式会社　SOMPOケア
新潟　訪問看護

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 保・助

27 S0009973-0060 新潟市中央区 富士通株式会社　Niigata Hub 会社・事業所 非常勤 日勤のみ
従業員の健康管理に関する業務全般（健康
指導、健康管理、特定保健指導等）

保

28 S0108311-0083 新潟市中央区
医療法人愛広会　できじま訪問看護ス
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

29 S0122239-0010 新潟市中央区
公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ス
テーションにいがた

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

30 S0122239-0011 新潟市中央区
公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ス
テーションにいがた

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 保

31 S0170244-0002 新潟市中央区 ウイング関屋デイサービスセンター
デイサービス・デイケアセン
ター

常勤 日勤のみ 看 准

32 S0170244-0003 新潟市中央区 ウイング鳥屋野デイサービスセンター
デイサービス・デイケアセン
ター

常勤 日勤のみ 看 准

33 S0188546-0001 新潟市中央区 ちいきてらす株式会社 訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

管理者経験があると良い 看 保

34 S0014313-0079 新潟市中央区 新潟県立がんセンター新潟病院 病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看

35 S0049665-0001 新潟市中央区 国際メディカル専門学校 その他 常勤 日勤のみ 看 助

36 S0135204-0009 新潟市中央区 新潟県庁医務室 会社・事業所 非常勤 日勤のみ
・共済組合員及びその被扶養者の健康相談
に関すること・保健事業に関する事務の補
助など

保 看

37 S0186134-0015 新潟市中央区 東地域保健福祉センター 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

38 S0178672-0023 新潟市中央区 夢眠在宅クリニック新潟中央 診療所(無床) 常勤
日勤＋オンコー
ル

訪問診療同行看護師 看

39 S0181408-0005 新潟市中央区 特別養護老人ホーム　関屋おもと園
デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 看 准

40 S0106466-0038 新潟市中央区 新潟南病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看

41 S0190759-0004 新潟市中央区 森田整形外科医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

42 S0170244-0012 新潟市中央区 住宅型有料老人ホーム　じゅのーび
ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム

非常勤 日勤のみ 看 保・准

43 S0170244-0013 新潟市中央区 ウイング関屋訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

44 S0170244-0014 新潟市中央区 ウイングみなとデイサービスセンター
デイサービス・デイケアセン
ター

常勤 日勤のみ 看 准

45 S0120137-0049 新潟市中央区 特別養護老人ホーム柳都の杜 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

46 S0106466-0036 新潟市中央区 新潟南病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看
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47 S0123008-0019 新潟市中央区 植木外科医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

48 S0193443-0002 新潟市中央区 株式会社　シルバーサポート その他 非常勤 日勤のみ 看 准

49 S0190759-0003 新潟市中央区 森田整形外科医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

50 S0014536-0004 新潟市中央区
筒井内科クリニック（医療法人社団　清
哉会）

診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

51 S0193723-0001 新潟市中央区 やすらぎの郷ひめさゆり その他社会福祉施設 非常勤 その他 准 看

52 S0190988-0002 新潟市中央区 新潟市中央区　診療所 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看

53 S0014897-0061 新潟市中央区
総合リハビリテーションセンター・みど
り病院

病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病棟看護業務など 准

54 S0157703-0333 新潟市中央区 医心館　新潟
ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム

常勤 日勤のみ
医心館のベッドコントロールを担う営業看
護師としてご活躍いただきます。

看

55 S0157703-0334 新潟市中央区 医心館　新潟Ⅱ
ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム

常勤 日勤のみ
医心館のベッドコントロールを担う営業看
護師としてご活躍いただきます。

看

56 S0108311-0089 新潟市中央区
医療法人愛広会　できじま訪問看護ス
テーション

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

57 S0193456-0001 新潟市中央区
一般財団法人　健康医学予防協会 新潟健
診プラザ、西新潟健診プラザ、健康会館

健診センター・労働衛生機関 非常勤 日勤のみ 看 准

58 S0193456-0002 新潟市中央区
一般財団法人　健康医学予防協会 新潟健
診プラザ、西新潟健診プラザ、健康会館

健診センター・労働衛生機関 常勤 日勤のみ 看 准

59 S0193443-0001 新潟市中央区 株式会社　シルバーサポート その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

60 S0186269-0004 新潟市中央区 ゆいの木訪問看護リハビリステーション 訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看 保・助

61 S0170244-0010 新潟市中央区 ウイング関屋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 保・准

62 S0170244-0011 新潟市中央区 住宅型有料老人ホーム　じゅのーび
ケアハウス・グループホーム・
有料老人ホーム

常勤 日勤のみ 看 保・准

63 S0131612-0006 新潟市中央区 (有）日本メルツ その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ
１、介護予防事業で、新潟市内の介護予防
教室にて、健康チェックを主に担当してい
ただきます。

看 准

64 S0120874-0004 新潟市中央区 新潟県の担当医療機関へ直行直帰 会社・事業所 常勤 日勤のみ

治験コーディネーター（CRC）・・・治験
を行う医療機関で医師をサポートする仕
事。スケジュール管理、同意取得説明補
助、データ収集、報告書作成補助、被験者
のケア等。

看 准

65 S0014296-0026 新潟市中央区 日本歯科大学 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看

66 S0014477-0005 新潟市中央区 介護老人保健施設千歳園 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

67 S0192019-0002 新潟市中央区 医療法人仁成会とやの中央病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看
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68 S0121440-0007 新潟市中央区 特別養護老人ホーム　美咲の里 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

69 S0014536-0005 新潟市中央区
筒井内科クリニック（医療法人社団　清
哉会）

診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

70 S0114117-0038 新潟市中央区
ノイエス株式会社　新潟ブランチオフィ
ス

会社・事業所 常勤 日勤のみ 看 准

71 S0141246-0005 新潟市中央区 新潟万代病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看

72 S0186269-0002 新潟市中央区 ゆいの木訪問看護リハビリステーション 訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看 保・助

73 S0181408-0002 新潟市中央区 特別養護老人ホーム　関屋おもと園 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

介護老人福祉施設における利用者の看護業
務

看 准

74 S0181408-0003 新潟市中央区 特別養護老人ホーム　関屋おもと園 介護老人福祉施設(特養) 常勤 日勤のみ
介護老人福祉施設における利用者の看護業
務

看 准

75 S0181408-0004 新潟市中央区 特別養護老人ホーム　関屋おもと園 介護老人福祉施設(特養) 非常勤 日勤のみ
介護老人福祉施設における利用者の看護業
務

看 准

76 S0014297-0065 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看

77 S0014297-0064 新潟市中央区 医療法人健周会　東新潟病院 病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

准

78 S0189011-0001 新潟市中央区
社会福祉法人　仁成福祉協会　特別養護
老人ホームおもと園

介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

入所者の体調管理、バイタルサイン、軟膏
塗布などの巡回処置、医師に基づく医療行
為、配薬準備、与薬、入退院レポート、看
護記録記入、施設全体の感染予防対策、リ
クレーションの補助

看 准

79 S0188863-0001 新潟市中央区 医療法人社団　鈴木医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

80 S0130757-0007 新潟市中央区 舞平クリニック 診療所(無床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

81 S0112036-0007 新潟市中央区 ニチイケアセンター新潟中央
デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 看 准

82 S0193935-0001 新潟市江南区 障害福祉サービス事業わかばの家 その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ
受託作業の軽作業や外出付き添い、創作活
動等

看 准

83 S0131487-0032 新潟市江南区
ＳＯＭＰＯケア　新潟横越　小規模多機
能

その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

84 S0163616-0002 新潟市江南区
かんたきゆいまーる（看護小規模多機能
型居宅介護、訪問看護の兼務となりま
す）

訪問看護ステーション(看護小
規模多機能型居宅介護事業所併
設)

常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

85 S0014832-0101 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 診療所(有床) 非常勤 日勤＋当直
外来での看護師業務全般、併設する「さく
らマタニティケアホーム」にて夜勤業務

看

86 S0192547-0001 新潟市江南区 悠遊くらぶ和
デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 看 准

87 S0051520-0015 新潟市江南区 介護老人保健施設マチュアハウス横越 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

施設看護(社会福祉施設) 看 准

88 S0192683-0001 新潟市江南区 栗田クリニック（仮称） 診療所(無床) 常勤 その他 看 准

89 S0180121-0001 新潟市江南区
医療法人仁成会　老人保健施設　第二に
いがた園

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准
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90 S0014832-0089 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 診療所(有床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病棟、外来での助産師業務全般 助

91 S0193935-0001 新潟市江南区 障害福祉サービス事業わかばの家 その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ
受託作業の軽作業や外出付き添い、創作活
動等

看 准

92 S0131487-0032 新潟市江南区
ＳＯＭＰＯケア　新潟横越　小規模多機
能

その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

93 S0163616-0002 新潟市江南区
かんたきゆいまーる（看護小規模多機能
型居宅介護、訪問看護の兼務となりま
す）

訪問看護ステーション(看護小
規模多機能型居宅介護事業所併
設)

常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

94 S0014832-0101 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 診療所(有床) 非常勤 日勤＋当直
外来での看護師業務全般、併設する「さく
らマタニティケアホーム」にて夜勤業務

看

95 S0192547-0001 新潟市江南区 悠遊くらぶ和
デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 看 准

96 S0051520-0015 新潟市江南区 介護老人保健施設マチュアハウス横越 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

施設看護(社会福祉施設) 看 准

97 S0192683-0001 新潟市江南区 栗田クリニック（仮称） 診療所(無床) 常勤 その他 看 准

98 S0180121-0001 新潟市江南区
医療法人仁成会　老人保健施設　第二に
いがた園

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

99 S0014832-0089 新潟市江南区 新津産科婦人科クリニック 診療所(有床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病棟、外来での助産師業務全般 助

100 S0014384-0009 新潟市秋葉区 新津信愛病院 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看 准

101 S0186134-0008 新潟市秋葉区 秋葉区健康福祉課 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

102 S0014436-0017 新潟市秋葉区
医療法人社団健進会　新津医療センター
病院　及び　介護老人保健施設健進館

病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

看 准

103 S0190572-0002 新潟市秋葉区 鈴木内科医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

104 S0186134-0009 新潟市南区 南区健康福祉課 市区町村・保健センター 非常勤 日勤のみ 保

105 S0193258-0001 新潟市南区
社会福祉法人　愛宕福祉会　デイサービ
スうすい

デイサービス・デイケアセン
ター

常勤 日勤のみ 経験不問 看 准

106 S0120137-0050 新潟市南区 特別養護老人ホーム白根そよ風の杜 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

特養に入居されている方々やデイサービス
のお客様の看護業務全般。バイタル測定、
日常の健康管理、医療処置、薬の管理、介
護補助等。

看 准

107 S0035606-0013 新潟市南区
医療法人社団　白美会　白根ヴィラガー
デン

介護老人保健施設 常勤 日勤＋当直 看 准

108 S0035606-0014 新潟市南区
医療法人社団　白美会　白根ヴィラガー
デン

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

准

109 S0190526-0001 新潟市南区 すずき醫院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ
内科全般にわたる看護業務（内視鏡介助・
エコー検査介助あり）、簡単なPC入力

看

110 S0102680-0002
新潟市南区戸
石

社会福祉法人親永会　白根はじめデイ
サービスセンター

デイサービス・デイケアセン
ター

非常勤 日勤のみ 看 准

111 S0014801-0023 新潟市南区 白根大通病院 病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

病棟看護業務（療養病棟・障害者病棟・ホ
スピス病棟）

看 准
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112 S0187938-0005 新潟市西区 たじま内科クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ
内科クリニック全般、問診・採血・点滴・
レントゲン補助・院内検査

看 准

113 S0187938-0004 新潟市西区 たじま内科クリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ
内科クリニック全般、問診・採血・点滴・
レントゲン補助・院内検査

看 准

114 S0014555-0027 新潟市西区 かつうみ皮膚科医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ

・皮膚疾患の外来看護、処置・治療、薬剤
指導及び生活指導を行っていただきま
す．・患者さんのためにきめ細かな説明を
しております．

看 准

115 S0189668-0002 新潟市西区 介護老人保健施設みそのぴあ 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

116 S0050663-0016 新潟市西区 土田医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ
院内処方のため、処方薬の準備もお願いし
ます。

看 准

117 S0163453-0011 新潟市西区 株式会社　コヤマ　新潟本部 会社・事業所 常勤 日勤のみ
高齢者に設置している緊急通報装置の連絡
対応

看

118 S0163453-0010 新潟市西区 株式会社　コヤマ　新潟本部 会社・事業所 常勤 日勤のみ
高齢者に設置している緊急通報装置の連絡
対応

看

119 S0136964-0019 新潟市西区 おぐま整形外科クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 准 看

120 S0014953-0024 新潟市西区 特別養護老人ホーム新潟あそか苑 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

日常生活看護全般 看 准

121 S0174899-0005 新潟市西区
ケアライフ訪問看護リハビリステーショ
ン

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看

122 S0174899-0004 新潟市西区
ケアライフ訪問看護リハビリステーショ
ン

訪問看護ステーション 常勤
日勤＋オンコー
ル

看

123 S0125382-0020 新潟市西区 特別養護老人ホームうちの桜園 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

124 S0171784-0066 新潟市西区 株式会社ツクイ　ツクイ新潟西 その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

125 S0193974-0001 新潟市西区 やすらぎの杜五十嵐ショートステイ その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

126 S0105506-0012 新潟市西区 介護老人保健施設ケアポートすなやま 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

127 S0125382-0021 新潟市西区 特別養護老人ホームうちの桜園 介護老人福祉施設(特養) 非常勤 日勤のみ 看 准

128 S0184220-0049 新潟市西区 訪問看護ステーションあやめ新潟西 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 准

129 S0193456-0001
新潟市西区、
中央区

一般財団法人　健康医学予防協会 新潟健
診プラザ、西新潟健診プラザ、健康会館

健診センター・労働衛生機関 非常勤 日勤のみ 看 准

130 S0193456-0002
新潟市西区、
中央区

一般財団法人　健康医学予防協会 新潟健
診プラザ、西新潟健診プラザ、健康会館

健診センター・労働衛生機関 常勤 日勤のみ 看 准

131 S0014832-0099 新潟市西区 新津産科婦人科クリニック 診療所(有床) 非常勤 日勤のみ 外来での看護師業務全般 看

132 S0014380-0045 新潟市西区 信楽園病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

血液浄化療法室 看

133 S0014832-0096 新潟市西区 黒埼病院／黒埼病院介護医療院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

療養型病院の入院患者180名に対する看護
業務及び病棟管理業務（入院患者情報の整
理、スタッフの労務管理）の補佐

看
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134 S0014832-0097 新潟市西区 黒埼病院／黒埼病院介護医療院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

療養型病院の入院患者様、並びに通所リハ
ビリテーションの利用者様に対する看護業
務

看

135 S0014312-0012 新潟市西区 医療法人　青山信愛会　新潟信愛病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

病棟看護 看 准

136 S0014718-0010 新潟市西区
西蒲中央病院　みさと訪問看護ステー
ション

病院(199～20床) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看護業務（病棟、又は外来）訪問看護業務
通所リハビリテーション業務

看

137 S0015023-0018 新潟市西区 介護老人保健施設あすか 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

入所者に関する看護業務全般（他科受診へ
の付き添いあり）

看 准

138 S0014404-0007 新潟市西蒲区 潟東けやき病院 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則
を含む）

療養病棟の看護 看 准

139 S0014404-0009 新潟市西蒲区 潟東けやき病院 病院(199～20床) 非常勤 夜勤のみ 療養病棟の看護。 看 准

140 S0188517-0001 新潟市西蒲区 新潟西蒲メディカルセンター病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看

141 S0014718-0011 新潟市西蒲区 西蒲中央病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則
を含む）

看護業務（病棟、又は外来） 看 准

142 S0014922-0013 新潟市西蒲区
医療法人社団白美会　介護老人保健施設
槇の里

介護老人保健施設 非常勤 日勤のみ 看 准

143 S0014922-0014 新潟市西蒲区
医療法人社団白美会　介護老人保健施設
槇の里　通所リハビリテーション

デイサービス・デイケアセン
ター

常勤 日勤のみ
業務内容は、医師の指示による処置利用者
の観察・情報収集、バイタルサイン測定、
注射・輸液の実施

看

144 S0014922-0012 新潟市西蒲区
医療法人社団白美会　介護老人保健施設
槇の里

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則
を含む）

看 准

145 S0175476-0004 新潟市西蒲区 医療法人社団　潟東クリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

146 S0014718-0009 新潟市西蒲区 西蒲中央病院　訪問看護ステーション 病院(199～20床) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看護業務（病棟、又は外来）訪問看護業務
通所リハビリテーション業務

看

147 S0145091-0003 新潟市西蒲区 特別養護老人ホーム花見の里 介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

148 S0188719-0001 新潟市西蒲区
社会福祉法人　遊生会　特別養護老人
ホーム　遊生の森

介護老人福祉施設(特養) 常勤
日勤＋オンコー
ル

看 准

149 S0175476-0005 新潟市西蒲区 医療法人社団　潟東クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准


