
№ 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

217 S0163107-0005 長岡市 株式会社ＮＭＩクリニカルサポート 会社・事業所 常勤 日勤のみ 看

218 S0195495-0001 長岡市 介護老人保健施設グリーンヒル与板 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

219 S0181966-0002 長岡市
社会福祉法人　平成福祉会　てまり訪問
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

220 S0181966-0003 長岡市
社会福祉法人　平成福祉会　てまり訪問
看護ステーション

訪問看護ステーション 非常勤 日勤＋オンコール 看

221 S0189328-0001 長岡市 特別養護老人ホームこしじの里
介護老人福祉施設(特
養)

常勤
2部制（早番＋遅
番）

看

222 S0192837-0001 長岡市 みのわの里療護園 その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看

223 S0188951-0001 長岡市 デイサービスセンターみのり
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看

224 S0014813-0004 長岡市 社会福祉法人　刈谷田福祉会
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看

225 S0014813-0005 長岡市 社会福祉法人　刈谷田福祉会
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ 看

226 S0142733-0003 長岡市 三島病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看

227 S0177245-0002 長岡市 日本精機株式会社 会社・事業所 常勤 日勤のみ
当社の健康経営推進活動、健康に関す
るイベント企画・運営等

保

228 S0133061-0003 長岡市 社会福祉法人信濃川令終会
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ 看

229 S0136905-0004 長岡市 医療法人　誠心会　吉田病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

230 S0136905-0005 長岡市 医療法人　誠心会　吉田病院 病院(199～20床) 常勤 日勤のみ 看

231 S0179751-0001 長岡市 さわやか苑長倉
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

232 S0125510-0003 長岡市 長岡保養園 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

233 S0125510-0004 長岡市 介護医療院　長岡保養園　すま居る 介護医療院(Ⅰ型) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

234 S0125510-0008 長岡市 長岡保養園 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

准

235 S0125510-0009 長岡市 介護医療院　長岡保養園　すま居る 介護医療院(Ⅰ型) 常勤
2交代制（変則を
含む）

准
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236 S0125510-0007 長岡市 老人保健施設　やすらぎ園 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

237 S0125510-0010 長岡市 老人保健施設　やすらぎ園 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

准

238 S0166467-0009 長岡市 生協こどもクリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看

239 S0191774-0003 長岡市 長岡市立大島小学校 その他 非常勤 日勤のみ
学校看護師（特定児童の医療的ケア業
務）

看

240 S0166467-0005 長岡市 介護付有料老人ホームアシスト高町
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

241 S0183290-0001 長岡市 じゅん脳外科・内科 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看

242 S0121703-0014 長岡市 長岡中央綜合病院 病院(500床以上) 非常勤 日勤のみ
外来や病棟の看護業務などご本人の希
望に沿います

看

243 S0121703-0015 長岡市 長岡中央綜合病院 病院(500床以上) 常勤
3交代制（変則を
含む）

一般病棟　外来業務　手術室　透析室
訪問看護　居宅

看

244 S0181887-0001 長岡市 長岡赤十字病院 病院(500床以上) 常勤
3交代制（変則を
含む）

感染症病棟における新型コロナウイル
ス感染症陽性患者の看護

看

245 S0181887-0002 長岡市 長岡赤十字病院 病院(500床以上) 常勤 その他 助

246 S0191774-0002 長岡市 長岡市立川口小学校 その他 非常勤 日勤のみ
学校看護師（特定児童の医療的ケア業
務）

看

247 S0056435-0005 長岡市 長岡療育園 その他社会福祉施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

248 S0185585-0001 長岡市
つつじガーデン（株式会社アド・メディ
カル）

その他社会福祉施設 常勤 その他 看

249 S0183340-0001 長岡市 介護老人保健施設てらどまり 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

250 S0194975-0003 長岡市
特別養護老人ホーム　桐原の郷　社会福
祉法人　長岡三古老人福祉会

介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看

251 S0194975-0001 長岡市
特別養護老人ホーム　桐原の郷　ディ
サービスセンター桐原の郷　社会福祉法
人　長岡三古老人福祉会

デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看

252 S0194975-0002 長岡市
特別養護老人ホーム　桐原の郷　ディ
サービスセンター桐原の郷　社会福祉法
人　長岡三古老人福祉会

デイサービス・デイケ
アセンター

常勤 日勤のみ 看

253 S0188335-0002 長岡市
株式会社　グッドエイジングクラブ(介
護付有料老人ホーム古正寺の杜）

ケアハウス・グループ
ホーム・有料老人ホー
ム

常勤 その他 看

254 S0196168-0001 長岡市 窪田医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看

255 S0196168-0002 長岡市 窪田医院 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看

256 S0046862-0013 長岡市 長岡西病院、田宮病院 病院(500床以上) 常勤
3交代制（変則を
含む）

一般科病棟看護　精神科病棟看護　外
来看護　ホスピス　訪問看護

看



257 S0046862-0012 長岡市 長岡西病院、田宮病院 病院(500床以上) 非常勤 日勤のみ
一般科病棟看護　精神科病棟看護　外
来看護　ホスピス　訪問看護

看

258 S0192539-0001 長岡市 医療法人　信眼会　長岡眼科医院 診療所(有床) 常勤 日勤のみ 看

259 S0165534-0009 長岡市 特別養護老人ホームアカシアの丘黒条
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 その他 看

260 S0166467-0007 長岡市 介護付有料老人ホームアシスト高町
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

261 S0191997-0002 長岡市 長岡市教育委員会　子ども・子育て課 その他 非常勤 日勤のみ
妊産婦・乳幼児の健診相談、母子手帳
交付

保

262 S0190815-0002 長岡市 長岡市立保育園 保育所・幼稚園 非常勤 日勤のみ 看

263 S0179361-0002 長岡市 医療法人社団　藤田皮膚科クリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看

264 S0176243-0002 長岡市 (株)ＮＳ・コンピュータサービス 会社・事業所 常勤 日勤のみ 保

265 S0136810-0005 長岡市
長岡市地域包括支援センターみやうちや
まこし

地域包括支援センター 常勤 日勤＋オンコール
地域包括支援センターでの総合相談業
務

保

266 S0173569-0004 長岡市 フレンドリーハウスみどりの杜
ケアハウス・グループ
ホーム・有料老人ホー
ム

非常勤 その他 看

267 S0173569-0006 長岡市 フレンドリーハウスみどりの杜
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

268 S0195508-0001 長岡市 さくら心の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

269 S0171784-0070 長岡市 株式会社ツクイ　ツクイ長岡喜多町
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看

270 S0171784-0069 長岡市 株式会社ツクイ　ツクイ長岡喜多町 会社・事業所 常勤 日勤のみ デイサービス 看

271 S0191997-0001 長岡市 長岡市教育委員会　柿が丘学園 その他 非常勤 日勤のみ
学校看護師（特定児童の医学的ケア業
務）

看

272 S0181232-0004 長岡市 脳とこころの訪問看護ステーション長岡 訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

273 S0181232-0005 長岡市 脳とこころの訪問看護ステーション長岡 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看

274 S0181232-0006 長岡市 脳とこころの訪問看護ステーション長岡 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ
社員・パートのマネジメント、契約業
務

看

275 S0189713-0001 長岡市 アレック北栄　長岡
その他居宅介護支援事
業所

常勤 日勤のみ 訪問入浴介護 看

276 S0115829-0018 長岡市 事業所（中越エリア） 会社・事業所 非常勤 日勤のみ 保

277 S0194716-0001 三条市 いとうクリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 准 看



278 S0191749-0004 三条市 あさひ別邸
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
保・
助・
准

279 S0146804-0006 三条市 医療法人　恵愛会　大島病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

准

280 S0146804-0005 三条市 医療法人　恵愛会　大島病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

准

281 S0193719-0001 三条市 医療法人慈恩会　三条こどもクリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

282 S0191749-0003 三条市 あさひガーデン
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
保・
助

283 S0191749-0002 三条市 あさひ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
保・
助

284 S0159717-0004 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

准

285 S0159717-0005 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤 日勤のみ 看

286 S0159717-0006 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤 日勤のみ 准

287 S0159717-0007 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤 その他 看

288 S0159717-0008 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤 その他 准

289 S0159717-0003 三条市 医療法人積発堂　富永草野病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

290 S0188118-0001 三条市
医療法人社団陽心会　ウェルビー訪問看
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

291 S0064361-0002 加茂市 小池内科消化器科クリニック 診療所(無床) 常勤
2部制（早番＋遅
番）

准 看

292 S0187809-0001 加茂市 加茂福祉会
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール
入所者の健康管理や疾病治療、衛生管
理を行う。委託医の回診補助、医療機
関への受診介助。

看 准

293 S0191749-0001 加茂市 あさひガーデンかも寿楽園
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
保・
助・
准

294 S0059599-0008 見附市 お元気でクリニック 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看護業務一般 看 准

295 S0059599-0009 見附市 お元気でクリニック 診療所(無床) 非常勤 日勤のみ 看護業務一般 看 准

296 S0014557-0017 見附市 見附市立病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看 准

297 S0014557-0016 見附市 見附市立病院 病院(199～20床) 非常勤
2交代制（変則を
含む）

看

298 S0128338-0009 見附市
公益社団法人新潟県看護協会　訪問看護
ステーションみつけ

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ 看

299 S0196261-0001 田上町 田上町役場
市区町村・保健セン
ター

常勤 日勤のみ 保

300 S0187522-0001 田上町 訪問看護おはぎ 訪問看護ステーション 常勤 日勤のみ 看 保

301 S0051460-0012 柏崎市 柏崎総合医療センター 病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 採血室での採血業務 看

302 S0051460-0013 柏崎市 柏崎総合医療センター 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看



303 S0014786-0004 柏崎市 むなかた眼科医院 診療所(無床) 常勤 日勤のみ
眼科診療における看護業務全般、患者
様の診療介助、処置、手術準備・介
助。眼科検査全般、受付補助。

看 准

304 S0137562-0042 柏崎市 まちトレ柏崎
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

305 S0161598-0013 柏崎市 特別養護老人ホーム「たんねの里」
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤のみ 看 准

306 S0153103-0015 柏崎市
医療法人　立川メディカルセンター　柏
崎厚生病院

病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看

307 S0153103-0014 柏崎市
医療法人　立川メディカルセンター　柏
崎厚生病院

病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看

308 S0153103-0013 柏崎市
医療法人　立川メディカルセンター　柏
崎厚生病院

病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

看

309 S0014379-0010 柏崎市 独立行政法人国立病院機構新潟病院 病院(499～200床) 非常勤 日勤のみ 看

310 S0152947-0012 柏崎市 特別養護老人ホームにしかりの里
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 その他 看 准

311 S0152947-0011 柏崎市 特別養護老人ホームはやまの里
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 その他 看 准

312 S0177631-0004 柏崎市 シャリテ　花はな その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ
介護施設において利用者の健康管理、
服薬管理、見守り等の業務を行いま
す。

看 准

313 S0177631-0005 柏崎市 シャリテ　花はな その他社会福祉施設 常勤 日勤＋オンコール
介護施設において利用者の健康管理、
服薬管理、見守り等の業務を行いま
す。

看 准

314 S0169380-0063 柏崎市 ナースステーションあたたか柏崎 訪問看護ステーション 常勤 その他 看

315 S0162163-0003 柏崎市
ナースステーション柏崎（はなことば柏
崎2号館）

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

316 S0179751-0005 柏崎市 さわやか苑柏崎春日
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ 看 准

317 S0044820-0014 柏崎市
介護付有料老人ホーム　ロージィ・コー
ト柏崎

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 利用者の健康管理及び指導 看 准

318 S0044820-0016 柏崎市
介護付有料老人ホーム　ロージィ・コー
ト柏崎

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 利用者の健康管理及び指導 看 准

319 S0044820-0017 柏崎市
介護付有料老人ホーム　ロージィ・コー
ト柏崎

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 利用者の健康管理及び指導 看 准



320 S0044820-0015 柏崎市
訪問看護ステーション　ロージィ・コー
ト

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 利用者の健康管理及び指導 看 准

321 S0044820-0018 柏崎市
看護小規模多機能型居宅介護　ロー
ジィ・コート

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)

非常勤 日勤のみ 利用者の健康管理及び指導 看 准

322 S0044820-0013 柏崎市
看護小規模多機能型居宅介護　ロー
ジィ・コート

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 利用者の健康管理及び指導 看 准

323 S0161598-0014 柏崎市 特別養護老人ホーム「柏柳の里」
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 その他 看 准

324 S0136668-0006 柏崎市 関病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

精神科病棟における看護業務。医師の
治療をサポートし、患者さんと共に精
神疾患に立ち向かっていく役割を持っ
ています。一般的な看護業務、日常生
活援助や指導の他レクリエーション療
法や作業療法を通しての患者様との関
わりを大切にしています。

准

325 S0136668-0005 柏崎市 関病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

精神科病棟における看護業務。医師の
治療をサポートし、患者さんと共に精
神疾患に立ち向かっていく役割を持っ
ています。一般的な看護業務、日常生
活援助や指導の他レクリエーション療
法や作業療法を通しての患者様との関
わりを大切にしています。

看

326 S0161598-0016 柏崎市 社会福祉法人　せい山会
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール 看 准

327 S0161598-0015 柏崎市 社会福祉法人せい山会
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤＋オンコール 看 准

328 S0014693-0018 柏崎市
公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ス
テーションつくし

訪問看護ステーション 非常勤 日勤のみ

訪問看護業務：自宅療養されている利
用者様に対し、病状観察、医療処置
（カテーテル類の管理・薬剤管理・褥
瘡処置など）、保清援助、リハビリ
テーション、精神的支援、関係機関と
の連絡調整など行います。

看
保・
助

329 S0014693-0019 柏崎市
公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ス
テーションつくし

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：自宅療養されている利
用者様に対し、病状観察、医療処置
（カテーテル類の管理・薬剤管理・褥
瘡処置など）、保清援助、リハビリ
テーション、精神的支援、関係機関と
の連絡調整など行います。

看
保・
助



330 S0147538-0006 出雲崎町
社会福祉法人中越老人福祉協会　特別養
護老人ホームやすらぎの里

介護老人福祉施設(特
養)

常勤
2部制（早番＋遅
番）

特別養護老人ホーム「やすらぎの里」
での看護業務全般。常時介護を必要と
する高齢者の健康管理、配薬、服薬確
認、経管栄養者の健康管理、皮膚状態
の観察、排便コントロールの管理、嘱
託医師の診療補助（点滴、ガーゼ交換
など）

看 准

331 S0147538-0007 出雲崎町
社会福祉法人中越老人福祉協会　特別養
護老人ホームやすらぎの里

介護老人福祉施設(特
養)

非常勤
2部制（早番＋遅
番）

看 准

332 S0170602-0004 小千谷市 厚生連　小千谷総合病院 病院(499～200床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

助 准

333 S0154850-0009 小千谷市
医療法人社団慶友会キタムラ　介護老人
保健施設　春風堂

介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

看 准

334 S0165545-0015 小千谷市
社会福祉法人苗場福祉会　特別養護老人
ホーム雪あかり

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

335 S0129337-0013 十日町市 新潟県立十日町病院 病院(499～200床) 非常勤
3交代制（変則を
含む）

看

336 S0062040-0005 十日町市 介護老人保健施設　希望の里松涛園 介護老人保健施設 常勤
2交代制（変則を
含む）

医師のサポート。施設利用者様への看
護業務。

准 看

337 S0165545-0016 十日町市
サービス付き高齢者向け住宅ヴィラあか
し

その他社会福祉施設 非常勤 日勤＋オンコール 看 准

338 S0165545-0017 十日町市
サービス付き高齢者向け住宅ヴィラあか
し

その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ 看 准

339 S0165545-0018 十日町市 社会福祉法人苗場福祉会 その他 常勤 日勤のみ 保 看

340 S0136654-0003 十日町市 社会福祉法人十日町福祉会
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤のみ
特別養護老人ホーム利用者等の看護業
務全般。通院、服薬、健康管理等

看 准

341 S0188505-0002 十日町市 県立松代病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看

342 S0188505-0001 十日町市 県立松代病院 病院(199～20床) 非常勤
3交代制（変則を
含む）

看

343 S0193552-0002 十日町市 社会福祉法人　十日町市社会福祉協議会 その他社会福祉施設 常勤 日勤のみ
地域福祉、高齢者や障がい者などの相
談支援及び権利擁護、PC業務

看

344 S0189885-0001 十日町市 新潟県立十日町看護専門学校 保育所・幼稚園 非常勤 日勤のみ 看護教育 看 助

345 S0162691-0007 南魚沼市 齋藤記念病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看 准

346 S0190444-0001 南魚沼市 医療法人社団六日町こどもクリニック 診療所(無床) 常勤 その他 看 准

347 S0156334-0006 南魚沼市 新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院 病院(499～200床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看 助

348 S0193044-0002 南魚沼市 社会福祉法人　桐鈴会　工房とんとん その他社会福祉施設 非常勤 日勤のみ パソコン入力程度 看 准

349 S0177642-0001 南魚沼市 特別養護老人ホームこころの杜
介護老人福祉施設(特
養)

常勤 日勤＋オンコール
プラチナナース大歓迎です。お気軽に
お問合せください。

看 准

350 S0177642-0002 南魚沼市 特別養護老人ホームこころの杜
介護老人福祉施設(特
養)

非常勤 日勤のみ
短時間勤務・少ない日数の勤務も大歓
迎です。お気軽にお問合せください。

看 准



351 S0176795-0002 南魚沼市 きたえる～む南魚沼店
デイサービス・デイケ
アセンター

非常勤 日勤のみ
ご利用者様の健康管理の業務を行なっ
ていただきます。バイタルチェック、
体調管理、記録記入、運動指導など

看 准

352 S0150426-0010 南魚沼市
社会福祉法人南魚沼福祉会（ゆのさと
園、まきはたの里など）

介護老人福祉施設(特
養)

常勤
2部制（早番＋遅
番）

看 准

353 S0156855-0004 南魚沼市
南魚沼市民病院、またはゆきぐに大和病
院

病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看

354 S0014783-0003 南魚沼市 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 病院(199～20床) 非常勤 日勤のみ 看

355 S0194456-0001 南魚沼市 萌気園浦佐診療所 診療所(有床) 常勤 日勤のみ 看 准

356 S0194456-0002 南魚沼市 萌気園二日町診療所 診療所(無床) 常勤 日勤のみ 看 准

357 S0194456-0003 南魚沼市
萌気園訪問看護ステーション「ゆいま～
る」

訪問看護ステーション 常勤 日勤＋オンコール 看 准

358 S0184313-0001 南魚沼市 南魚沼市立総合支援学校 学校・養成所等 非常勤 日勤のみ
支援を要する児童の主治医の指示書を
基に適切な処置を行う

看 准

359 S0156855-0005 南魚沼市 南魚沼市民病院 病院(199～20床) 非常勤 その他 看

360 S0128465-0007 魚沼市
一般財団法人魚沼市医療公社　魚沼市立
小出病院

病院(199～20床) 常勤
3交代制（変則を
含む）

外来、病棟の看護業務全般 看 助

361 S0154445-0020 魚沼市 医療法人魚野会　ほんだ病院 病院(199～20床) 非常勤 夜勤のみ 看 准

362 S0154445-0019 魚沼市 医療法人魚野会　ほんだ病院 病院(199～20床) 常勤
2交代制（変則を
含む）

看 准

363 S0173838-0001 津南町 町立津南病院 病院(199～20床) 非常勤 その他
2020年介護医療院開設の可否により
介護施設での業務

看


