
№ 求人票番号
勤務先施設

住所
勤務先施設名 施設種別

雇用形
態

勤務形態 業務内容
第一
希望

第二
希望

364 S0169174-0005 上越市
医療法人社団　葵会　介護老人保健施設
葵の園・上越

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

365 S0167531-0008 上越市 社会福祉協議会
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

366 S0185606-0002 上越市 上越市役所
市区町村・保健セン
ター

非常勤 日勤のみ 看

367 S0156323-0007 上越市 川室記念病院　医療法人常心会 病院(199～20床) 常勤 その他 看

368 S0169505-0004 上越市 特別養護老人ホーム　いたくら桜園
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤のみ
利用者の疾病予防、施設外受診の補助
等、日常の健康管理

看

369 S0043980-0008 上越市 上越地域医療センター病院 病院(500床以上) 常勤
3交代制（変則を
含む）

訪問看護 看

370 S0171784-0071 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越つちはし
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ デイサービス 看 准

371 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

訪問看護ステーション 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

372 S0159093-0015 上越市
介護療養型老人保健施設えがおと虹の森
ふもと

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看 准

373 S0159093-0014 上越市 ふもと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

374 S0159093-0012 上越市 医療法人麓会 介護老人保健施設 非常勤 日勤のみ 看 准

375 S0171380-0003 上越市 医療法人社団 畠山医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

376 S0129442-0058 上越市 ショートステイだいにち その他社会福祉施設 常勤 日勤＋オンコール 利用者様の 看 准

377 S0061366-0016 上越市 新潟県厚生連　上越総合病院 病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看護業務 看
保・
助

378 S0191274-0001 上越市 特別養護老人ホームほくら園
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

379 S0174127-0002 上越市 有限会社　ハートプロモーション
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

380 S0129442-0055 上越市 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
入所者18名、（18室）、職員は15
名体制で行います。

看 保

上越地区



381 S0014321-0020 上越市 三交病院 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看 准

382 S0125074-0009 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

病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看

383 S0176613-0005 上越市
社会福祉法人上越頚城福祉会　しおさい
の里

その他社会福祉施設 常勤 日勤＋オンコール 看 准

384 S0141599-0007 上越市 医療法人　知命堂病院 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看 准

385 S0141599-0009 上越市 医療法人　知命堂病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看

386 S0141599-0010 上越市
医療法人　知命堂病院　介護老人福祉施
設　くびきの

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

387 S0141599-0008 上越市 医療法人　知命堂病院 病院(199～20床) 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） 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看 准

389 S0137249-0006 上越市 社会福祉法人みんなでいきる その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

390 S0171020-0006 上越市 特別養護老人ホーム　さくら聖母の園
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

391 S0171370-0004 上越市 医療法人社団 斉藤医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看

392 S0148751-0007 上越市 新潟県立中央病院 病院(500床以上) 非常勤 日勤のみ
救急外来勤務も命じる場合もありま
す。

看

393 S0148751-0006 上越市 新潟県立中央病院 病院(500床以上) 非常勤
3交代制（変則を
含む）

看

394 S0165438-0004 上越市 特別養護老人ホームいなほ園
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 利用者の日常生活上の看護業務全般 看 准

395 S0195733-0001 上越市
株式会社やさしい手　訪問看護かえりえ
上越

訪問看護ステーション 常勤 日勤＋オンコール 看

396 S0157214-0002 上越市
サンクス高田㈱くびき野ライフスタイル
研究所

ケアハウス・グループ
ホーム・有料老人ホー
ム

常勤 日勤＋オンコール 看 准

397 S0167531-0002 上越市 社会福祉協議会
デイサービス・デイケ
アセンター

常勤 日勤のみ 看 准

398 S0159569-0013 上越市 特別養護老人ホーム三和愛宕の園
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤のみ 看

399 S0143714-0006 上越市
社会福祉法人　松涛会　介護老人保健施
設　そよかぜ倶楽部

介護老人保健施設 非常勤 日勤のみ
施設利用者の自立支援のための看護に
関する業務

看 准

400 S0164574-0012 上越市 医療法人社団　笹川医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

401 S0164574-0013 上越市 医療法人社団　笹川医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看 准

402 S0037014-0008 上越市 介護老人福祉施設（特養）　和久楽
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

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



404 S0143696-0012 上越市 サンクス米山 介護老人保健施設 非常勤 日勤のみ 看 准

405 S0143696-0011 上越市 サンクス米山
介護老人福祉施設(特
養)

常勤
2交代制（変則を
含む）

看 准

406 S0165706-0005 上越市 ロングライフきらめき/デイサービス
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

407 S0129442-0060 上越市 スローライフもんぜん・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 日勤のみ 看 准

408 S0157703-0336 上越市 医心館　上越
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

409 S0171784-0068 上越市 株式会社ツクイ　ツクイ上越栄町 会社・事業所 非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看 准

410 S0178989-0003 上越市 保倉の里 介護老人保健施設 常勤 その他 看 准

411 S0178989-0002 上越市 保倉の里 介護老人保健施設 非常勤 その他 看 准

412 S0160156-0003 上越市 介護老人保健施設　保倉の里 介護老人保健施設 常勤 日勤＋オンコール 看 准

413 S0156481-0016 上越市 特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ 看 准

414 S0156481-0015 上越市 特別養護老人ホーム　あいれふ安塚
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

415 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

その他居宅介護支援事
業所

非常勤 日勤のみ 訪問入浴 看

416 S0039514-0579 上越市 アースサポート上越 会社・事業所 常勤 日勤のみ
高齢者のお宅に訪問し、入浴前後のバ
イタルチェック、入浴介助等。

看 准

417 S0014702-0014 妙高市 新潟県厚生連けいなん総合病院 病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看 保

418 S0180877-0003 妙高市 新潟県立妙高病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看

419 S0156481-0017 妙高市 特別養護老人ホーム　あいれふ妙高
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ 看 准

420 S0156481-0018 妙高市 ケアハウスあいれふ石塚
ケアハウス・グループ
ホーム・有料老人ホー
ム

常勤 日勤＋オンコール 要普通自動車免許（ＡＴ可） 看 准

421 S0156481-0019 妙高市 ケアハウスあいれふ石塚
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 要普通自動車免許（ＡＴ可） 看 准

422 S0156481-0014 妙高市 特別養護老人ホームあいれふ妙高
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

423 S0194002-0003 妙高市 特別養護老人ホーム妙高縁
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准



424 S0194002-0004 妙高市 特別養護老人ホーム妙高縁
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ 看 准

425 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

その他社会福祉施設 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

426 S0129442-0059 糸魚川市 スローライフおしあげ
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

427 S0181202-0002 糸魚川市 糸魚川地域振興局 都道府県・保健所 非常勤 日勤のみ 福祉行政、行政事務 保
助・
看

428 S0141631-0004 糸魚川市 社会福法人ひすい福祉会
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 その他 看 准
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429 S0188712-0002 佐渡市 佐渡健康福祉環境部（佐渡保健所） 都道府県・保健所 非常勤 日勤のみ
新型コロナウイルス感染症に係る電話
相談対応、情報収集・整理、積極的疫
学調査の補助等

保 看

佐渡地区


