
求人情報
雇用形態
常（正）：常勤の正規雇用
常（非）：常勤の非正規雇用（パート等）
 非 ：雇用期間の定めあり（1か月以上）

令和4年10月31日現在

保育所の凡例  ●：院内あり  ▲：提携等あり・条件による

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0192009 アサヒサンクリーン在宅介護センター井原 井原市 看・准 常（正・非） 日
S0193368 医療法人ほそや医院 井原市 看・准 常（正） 日
S0027613 薬師寺慈恵病院 総社市 看・准 常（正） ２交 ●
S0142894 森下病院 総社市 看 常（正） ２交
S0163343 総社みみ・はな・のどクリニック 総社市 看・准 常（非） 日
S0163936 医療法人髙杉会 高杉こどもクリニック 総社市 看・保・助 常（正） 日
S0176159 ツクイ総社 総社市 看・准 非 日
S0182942 長野病院 総社市 看・准 常（正） ２交
S0182942 ながの訪問看護ステーション 総社市 看・准 常（正） 日（その他） ●
S0183546 介護老人福祉施設 光憂舘 総社市 看・准 常（正） ２部制
S0186763 医療法人サンズ あさのクリニック 総社市 看 常（正） 日（その他）
S0192002 多機能型事業所LaLa 総社市 看・准 常（正・非） 日
S0192844 医療法人原田整形外科 総社市 看・准 常（正・非）２交・その他
S0027352 笠岡第一病院 笠岡市 看・准 常（正）・非 ３交・その他
S0143326 笠岡市立市民病院 笠岡市 看 非 日
S0193000 神経内科クリニックなんば 早島町 看・准 常（非） 日

高梁・新見地区
求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所

S0027450 高梁中央病院 高梁市 看・准 常（正） ３交 ●
S0183122 高齢者総合福祉施設ちかのり 高梁市 看・准 常（正） 日 ●
S0194162 こころの医療たいようの丘ホスピタル 高梁市 看・准 常（正） 2交・３交
S0107735 医療法人思誠会 渡辺病院 新見市 看・准 常（正） ２交
S0114467 特別養護老人ホームゆずり葉 新見市 看・准 常（正） 日（その他）
S0142431 新見中央病院 新見市 看・保 常（正） ２交
S0187000 新見市養護老人ホーム和みの郷かなや 新見市 看・准 常（正） 日（その他）

真庭地区
求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所

S0027454 金田病院 真庭市 看・准 常（正） ２交 ●
S0114291 総合病院 落合病院 真庭市 看・助 常（正） ２交
S0187228 老人保健施設 白梅の丘 真庭市 看・准 常（正） 2交・日 ●
S0193280 看護小規模多機能型居宅介護事業所 きぼうの杜 ひのき 真庭市 看・准 常（正） 日

津山・勝英地区
求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所

S0027437 津山中央病院 津山市 看 常（正）・非 ３交・日 ●
S0062856 中島病院 津山市 看 常（正） ３交
S0062856 訪問看護ステーションなかしま 津山市 看 常（正） 日（その他）
S0115723 サンオークス津山 津山市 看・准 常（正・非） その他・日
S0131684 そよかぜ訪問看護ステーション 津山市 看・准 常（正） その他
S0142460 積善病院 津山市 看 常（正） ３交 ▲
S0142798 内田整形外科医院 津山市 看・准 常（正） 日（その他）
S0155194 近光整形外科診療所 津山市 看・准 非 2交・日
S0183796 岡山県立津山東高等学校 津山市 看・准 非 日
S0194248 障害者支援施設あすなろ園 津山市 看・准 常（正） 日（その他）
S0194326 医療法人盛鳳会 福田産婦人科 津山市 助・看 常（正） ２交
S0195022 医療法人鴻鵠会 岡外科胃腸肛門科 津山市 看・准 常（正・非） その他
S0193633 社会福祉法人日本原荘 総合ケアサービスセンターかつた 美作市 看・准 常（正） 日（その他）
S0052987 柵原病院 美咲町 看・准 常（正） ２交 ●
S0109407 （医）亀乃甲診療所 美咲町 看・准 常（正） 日
S0027219 訪問看護ステーションあおぞら 鏡野町 看・保 常（正） 日（その他） ●
S0027219 芳野病院 鏡野町 看・准 常（正）・非 2交・日 ●
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令和4年度令和4年度  訪問看護師養成講習会報告訪問看護師養成講習会報告
　在宅医療において重要な役割を担う訪問看護師育成のため、
この講習会では、基本的知識・技術を習得し、質の高い訪問看
護の提供ができることを目的に実施しています。
　今年度はコロナ禍ではありますが、2年ぶりに集合研修にて
講習会を無事に修了することができました。
　研修項目の訪問看護ステーション実習に関しては感染者が
急増する中で、急遽実習日の変更を余儀なくされることが多々
ありましたが、快く変更に応じていただきました実習施設の
方々、受講生を送り出す施設の方々に深く感謝申し上げます。

面接希望施設がある方や求人条件の詳細を知りたい方は、岡山県ナースセンターに
お電話ください。

システム登録している住所で分類しています。
求人情報は、流動的です。ご連絡時に充足している場合もありますので、ご了承ください。

発行所及びお問い合わせ先  
 公益社団法人  岡山県看護協会・岡山県ナースセンター
 〒700-0805 岡山市北区兵団4-39
      （岡山県看護研修センター内）

TEL.086-226-3639  FAX.086-226-0341
E-mail  okayama@nurse-center.net
URL.  http://www.nurse.okayama.okayama.jp/
発行責任者／二宮 一枝
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無料職業紹介サイト 看護職の届出登録サイト

訪問看護師養成講習会を受講して
訪問看護ステーションかわさき　足羽孝子
　今まさに現在進行形の「治す医療から支える医療へ」の変換で、在宅医療の拡充
は必要不可欠な課題となっています。そうした中、私自身、残りの看護師人生は
在宅医療に携わりたいと思い、昨年よりICUから訪問介護ステーションへ異動し
て勤務しています。訪問看護はまったくの未知の世界であった為、訪問看護師の役割を学ぶには、シ
ステム化された教育プログラム受講が最も効果的と考え、この講習会を受講しました。
　私は、クリティカルケア認定看護師の資格を取得しており、研修受講の中で、この資格を在宅医療
でどのように活用できるかを考えることが一番の課題でした。講義や訪問看護ステーション実習、精
神科・難病病棟での実習を通して、改めて訪問看護師への期待の大きさを実感しました。医療依存度や
急変リスクの高い利用者への関わりやスタッフ教育など個人での活動には限界がありますが、ステー
ション外での活動も考えていきたいと思っています。

開催期間 　令和４年５月11日～令和４年10月４日
開催場所 　看護研修センター

内 容 　�eラーニング・講義、実習（訪問看護ステ
ーション３日間、難病病棟１日、精神科

病棟１日）

受講者の状況 　受講者29人（修了者29人） 受講者の所属

訪問看護訪問看護
ステーションステーション
21人21人

病院病院
4人4人

診療所診療所
1人1人その他その他

3人3人

訪問看護の経験年数

未経験未経験
8人8人

1年未満1年未満
8人8人

1年〜1年〜
3年未満3年未満
6人6人

3年〜3年〜
5年未満5年未満
1人1人 5年以上5年以上

6人6人

●●求人施設へ eナースセンター登録のご案内求人施設へ eナースセンター登録のご案内
　eナースセンターとは、全国47都道府県ナースセンターで無料職業紹介
を行っており、その機能をインターネット上でできるようにしたものです。
求人票を登録されることで看護職の求職者にweb上で公開公募が可能です。

岡山県看護協会ホームページトップ画面より、

をクリックして登録画面にお入りください。

看護進路ガイダンス実施報告
　今年もコロナ禍の中、感染対策を取りながら令和4年7月3日（日）アルネ津山、7月18
日（月・祝）岡山コンベンションセンターにて、看護職を目指す中学生・高校生を対象に
「看護進路ガイダンス」を開催することができました。
　津山会場では25名、岡山会場では83名の方に参加していただきました。特に好評だ
ったコーナーは、毎年行われている保健師・助産師・看護師・訪問看護師・看護学生から
の体験発表でした。何故この仕事を選んだのか、大変なこと等を含めやりがい感をしっ
かりと、わかりやすく伝えてくれました。
　その他に、正しいマスクの装着方法、手洗い体験、進路相談コーナー、各看護職の業
務現場のパネルの展示などを行いました。岡山会場では、コロナ禍で活躍中のパルスオ
キシメーターによる経皮的動脈血酸素飽和度の測定と聴診器での呼吸音を聴くという
体験コーナーも設けました。
　参加された皆さんの真剣な表情で体験発表を聴く姿勢や積極的に質問をする姿はと
ても頼もしく、志の高さを感じました。

岡山会場「体験発表（保健師の仕事）」

津山会場「進路相談コーナー」



求職者の皆様へ 求人施設の皆様へ

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0025393 ㈱EP綜合 岡山オフィス 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0027128 河田病院 岡山市北区 看・准 常（正・非）３交・その他
S0027128 河田病院(訪問看護） 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日 ●
S0027132 おおもと病院 岡山市北区 看 常（正） ３交
S0027134 岡山県精神科医療センター 岡山市北区 看 非 ３交
S0027140 介護老人保健施設 光生リハビリ苑(入所) 岡山市北区 看・准 常（正） 日 ●
S0027140 光生病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ●
S0027140 光生病院 通所リハビリテーション 岡山市北区 看 常（正） 日 ●
S0027140 光生病院 24時間訪問サービスきずな 岡山市北区 看 常（正）・非 ２交・日
S0027146 岡山済生会総合病院 または岡山済生会外来センター病院 岡山市北区 看 常（正） ２交
S0027146 岡山済生会訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0027148 心臓病センター 榊原病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ●
S0027152 万成病院 岡山市北区 看 常（正） ３交 ●
S0027152 万成病院（訪問看護） 岡山市北区 看 常（正） 日 ●
S0027152 岡山リハビリテーションホーム 通所リハビリ 岡山市北区 看・准 常（正） 日 ●
S0027178 岡山県健康づくり財団附属病院 岡山市北区 看 常（正） ２交
S0027224 岡山中央病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ▲
S0027259 （医）イナバ小児科 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0027277 医療法人天成会 青江クリニック 岡山市北区 看 常（正） 日・日（その他）
S0027303 岡北整形外科医院 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0027392 医療法人木本内科医院 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0027402 かわだファミリークリニック 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0027449 同仁病院 岡山市北区 看・准 常（正） ２交・日
S0027563 サービス付高齢者向け住宅メディケアゆりかご 岡山市北区 看 常（正） ２交
S0027563 サービス付高齢者向け住宅メディケアゆりかご ディサービス 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0027563 はだ医院 岡山市北区 看 常（正） 日
S0027630 仙田整形外科医院 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0027654 (公財)岡山県健康づくり財団（保健部）附属診療所 岡山市北区 看・准 非 日（その他）
S0039570 岡山東部脳神経外科病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ●
S0042734 岡山療護センター 岡山市北区 看 常（正） ２交
S0047022 岡山市内市立保育園および認定こども園 岡山市北区 看 非 日
S0054241 ケアパートナー岡山西 岡山市北区 看・准 非 日
S0056875 佐々木医院 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0060888 みつ訪問看護ステーション看護協会 岡山市北区 看 常（正）・非 日・日（その他）
S0062897 くにかたウィメンズクリニック 岡山市北区 助・看・准 常（非） 日
S0062920 岡山県赤十字血液センター （献血ルームうらら・ももたろう）岡山市北区 看 非 日
S0063846 さとうファミリークリニック 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0101367 岡山市立市民病院 岡山市北区 看 非 ３交 ●
S0102302 医療法人南方クリニック 岡山市北区 看 常（非） 日
S0108032 医療法人熊代眼科医院 岡山市北区 看 常（正） 日
S0108225 あしもりクリニック 岡山市北区 看・准 常（正） 日 ●
S0108225 あしもりクリニック 通所リハビリテーション 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0108225 高松アクティブホーム 岡山市北区 看・准 常（正） ２交 ●
S0108225 新あしもりクリニック 岡山市北区 看・准 常（正） ２交 ●
S0108397 しまばら内科消化器科クリニック 岡山市北区 看 常（非） 日
S0108532 エルダーホーム御野 岡山市北区 看・准 常（正・非）日・日（その他）
S0109617 旭川荘厚生専門学院 岡山市北区 看・助 非 日
S0112403 創志学園高等学校 岡山市北区 看・助 非 日
S0114117 ノイエス株式会社 岡山オフィス 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0115723 両備ヘルシーケア大安寺東公園前デイサービス 岡山市北区 看・准 非 日
S0120186 亀山内科 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0120350 特別養護老人ホーム牟佐げんき 岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他） ▲
S0120723 旭川荘療育・医療センター 岡山市北区 看 常（正）・非 ３交・その他 ●
S0122426 特別養護老人ホーム鹿田の庄 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0127803 岡山・建部医療福祉専門学校 岡山市北区 看・保・助 常（非） 日
S0127994 グループホームシルバーピアーズ 岡山市北区 看・准 常（非）・非 日
S0128327 株式会社創心會 陵南センター 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0140028 訪問看護ステーション宙 岡山市北区 看・保 常（正） 日（その他）
S0140608 岡山済生会養護老人ホーム玉松園 岡山市北区 看・准 非 日（その他）
S0143963 メゾン・ド・しるく 岡山市北区 看・准 非 その他
S0145053 介護老人保健施設  ハートフルかがやき荘 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0145053 介護老人保健施設 ハートフルきらめき荘 岡山市北区 看・准 常（正）・非 ２交・日
S0145053 介護老人保健施設  ハートフルきらめき荘 通所リハビリ 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0145054 表町ファミリークリニック 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0145323 オークスマタニティクリニック 岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他）
S0146755 介護老人保健施設 葵の園 岡山福渡 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0146766 サンキ・ウエルビィ（株） 小規模多機能センター今保 岡山市北区 看・准 常（正・非）・非 日・その他
S0148454 特別養護老人ホームつしま苑 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0148848 アートライフあしもり 岡山市北区 看・准 常（正・非）日・日（その他） ▲
S0148848 グループホーム高松 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0149026 高畠西眼科 岡山市北区 看 常（正） 日
S0149028 モリトウ内科医院 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0150164 ライフケアももぞの 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0150848 養護老人ホーム 報恩積善会 岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他）
S0152375 のぞみ訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0152383 きたばたけ眼科医院 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0153290 訪問看護ステーションみつや岡山 岡山市北区 看 常（正）・非 日・日（その他）
S0156505 介護付有料老人ホーム さわらびの家 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0156505 看護小規模多機能型居宅介護事業所「福寿草」岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他）
S0156505 特別養護老人ホーム さわらび苑 岡山市北区 看・准 非 日 ●
S0157925 医療法人にいや内科クリニック 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0158177 アイリーフ訪問看護ステーション 岡山市北区 看 非 日（その他）

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0145090 医療法人紀典会 北川病院 和気町 看・准 常（正） ３交 ●
S0187183 医療法人平病院 和気町 看・保・准 常（正） ３交

岡山県南西部地区
求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所

S0027150 倉敷中央病院リバーサイド 倉敷市 看 常（正） ３交・２交
S0027153 児島中央病院 倉敷市 看 常（正） ２交
S0027154 児島聖康病院 倉敷市 看・准 常（正）・非 ２部制・日
S0027155 水島中央病院 倉敷市 看 常（正） ２交 ●
S0027162 倉敷第一病院 倉敷市 看 常（正） ３交 ●
S0027163 倉敷平成病院（外来） 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ●
S0027163 倉敷平成病院（病棟） 倉敷市 看 常（正） ２交 ●
S0027163 ヘイセイ訪問看護ステーション 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ●
S0027211 まきび病院 倉敷市 看・准 常（正）・非 ３交・日
S0027215 倉敷中央病院 倉敷市 看 常（正） ２交・３交 ●
S0027216 しげい病院 倉敷市 看 常（正） ３交
S0027246 難波医院 倉敷市 看・准 常（正・非） 2交・日
S0027247 松田病院 倉敷市 看 常（正） ３交 ●
S0027254 倉敷紀念訪問看護ステーション 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ▲
S0027254 有料老人ホームせいわ 倉敷市 看・准 常（正） 日（その他） ▲
S0027315 ＡＯＩ倉敷病院 倉敷市 看・准 常（正） ２交
S0027326 介護付き有料老人ホームたましま 倉敷市 看・准 常（正） 日（その他） ●
S0027326 玉島病院 倉敷市 看・准 常（正） ３交・日 ●
S0027326 玉島病院 介護医療院 倉敷市 看・准 常（正） ３交 ●
S0027326 訪問看護ステーションてまり 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ●
S0027337 玉島中央病院 倉敷市 看 常（正） ２交 ●
S0027357 柴田病院 倉敷市 看・准 常（正・非） 2交・日 ●
S0027400 水島第一病院 倉敷市 看・准 常（正） ３交 ●
S0027710 介護老人保健施設 サンライフ倉敷 倉敷市 看 常（正） ２交
S0040694 倉敷神経科病院 倉敷市 看・准 常（正） ２交
S0041900 河合会（新倉敷メディカルスクエア） 倉敷市 看・准 常（正・非） 2交・日 ▲
S0047296 あすなろテラス 倉敷市 看・准 常（正） その他 ●
S0047296 玉島南高齢者支援センター 倉敷市 保 常（正） 日
S0121767 かんたき児島（看護小規模多機能型居宅介護） 倉敷市 看 常（正） その他
S0123684 倉敷スイートホスピタル 倉敷市 看 常（正） ２交 ●
S0128327 社会福祉法人 創心福祉会 倉敷市 看・保 常（正） 日（その他）
S0130114 よつ葉訪問看護ステーション 倉敷市 看・准 非 日
S0131443 共生型看護小規模多機能ホーム 桃の鈴花（乙島） 倉敷市 看・保 常（正） その他
S0131443 つぼみ保育園 倉敷市 看・准 常（非） 日
S0131443 富田ケアセンター有限会社 倉敷市 看・准 常（正・非） その他・日
S0131443 富田訪問看護ステーション 倉敷市 看 常（非） 日
S0133437 おか整形外科 倉敷市 准・看 常（正）・非 日
S0134898 介護付有料老人ホーム まいらいふ倉敷 倉敷市 看・准 常（正） その他
S0134898 介護付有料老人ホーム  まいらいふ倉敷沖新館 倉敷市 看・准 常（正） その他
S0138300 おか内科耳鼻科 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0140616 おかもと内科クリニック 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0142486 医療法人伸和 川井クリニック 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0143912 訪問看護ステーションあんど 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ●
S0144374 倉敷市真備高齢者支援センター 倉敷市 保・看 常（正） 日
S0144374 特別養護老人ホーム シルバーセンター後楽 倉敷市 看・准 常（正） 日（その他）
S0145807 社会福祉法人クムレ 倉敷市 看 常（正） 日
S0149536 総合病院 水島協同病院 倉敷市 看・保 常（正） ３交
S0153290 訪問看護ステーション みつや倉敷 倉敷市 看 常（正）・非 日・日（その他）
S0163831 社会福祉法人 しおかぜ 倉敷市 看・准 常（正） 日（その他）
S0164975 倉敷訪問看護サービスセンター 倉敷市 看・保 常（正） 日（その他）
S0166117 まび記念病院 倉敷市 看・准 常（正） 2交・日 ●
S0166745 倉敷市健康長寿課 倉敷市 看 非 日
S0170053 ラ・ナシカ くらしき 倉敷市 看・准 常（正） ２部制
S0170147 藤沢脳神経外科病院 倉敷市 看 常（正） ２交
S0171607 やべ内科クリニック 倉敷市 看・准 常（非） その他
S0176159 ツクイ倉敷連島 倉敷市 看・准 非 日
S0176159 ツクイ倉敷中庄 倉敷市 看・准 非 日
S0176159 ツクイ・サンシャイン新倉敷 倉敷市 看・准 常（正）・非 日・日（その他）
S0176829 倉敷北病院 倉敷市 看・准 常（正） ３交・２交・日
S0176829 メディカ倉敷北 倉敷市 看 常（正） ２交
S0184788 プライムホスピタル玉島 倉敷市 看 常（正） ２交
S0186520 特別養護老人ホームみどり荘 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0186584 藤戸クリニック 倉敷市 看・准 常（正） ３交
S0186584 訪問看護ステーション翡翠 倉敷市 看・准 常（正・非） ２交
S0188315 はばら内科ハートクリニック 倉敷市 看・准 常（非） 日
S0190352 一般社団法人アダージョ 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0191512 多機能型障害者福祉施設 夢翔ける 児島赤崎事業所 倉敷市 看・准 常（非） 日
S0192009 アサヒサンクリーン在宅介護センター倉敷 倉敷市 看・准 常（正・非） 日
S0194007 アイル倉敷田ノ上 倉敷市 准・看 常（非） 日
S0195400 にしあちファミリークリニック 倉敷市 准・看 常（非） 日
S0038938 金光病院 浅口市 看・准 常（正） ３交
S0145740 田中眼科医院 浅口市 看・准 常（正） 日
S0193327 医療法人飛翔会 鴨方クリニック 浅口市 看・准 常（正・非） ２部制・日
S0193586 機能訓練専門デイサービス 一歩 浅口市 看・准 常（非） 日
S0192151 国定病院 里庄町 看・准 常（正） ３交
S0054818 小田病院 井原市 看 常（正） ２交

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0161164 あしもり訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日（その他） ▲
S0162360 シミックヘルスケア・インスティテュート（株）岡山オフィス 岡山市北区 看・保・助・准 常（正） その他
S0162360 シミックヘルスケア・インスティテュート（株）（岡山・倉敷・笠岡エリア）岡山市北区 看・保・助・准 常（正） その他
S0166309 特別養護老人ホーム旭水荘 岡山市北区 看・准 非 日
S0168834 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院 岡山市北区 看 非 ３交
S0171901 岡山大学大学院保健学研究科 岡山市北区 看 非 日
S0172186 こたけもり整形外科医院 岡山市北区 看 常（正） 日
S0173409 あなぶきケアサービス岡山 訪問看護ステーション 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0174772 介護付有料老人ホーム エルム撫川 岡山市北区 看 常（正） その他
S0174772 看護小規模多機能エルム撫川  くるみ庵 岡山市北区 看・保・准 常（正） 日（その他）
S0176819 デイサービスセンター アルフィック尾上 岡山市北区 看 常（正・非） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック下中野 岡山市北区 看 常（正・非） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック十日市 岡山市北区 看 常（正・非） 日
S0176819 訪問看護ステーション ママック岡山 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0177292 医療法人喜多村病院 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0178177 牧野皮膚科形成外科クリニック 岡山市北区 看 常（正・非） 日
S0183299 小山眼科医院 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0184117 岡山赤十字看護専門学校 岡山市北区 看 常（正） 日
S0185453 訪問看護ステーション伴 岡山市北区 看・准 常（非） 日（その他）・日
S0186322 ショートステイ風和里 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0187327 特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘 岡山市北区 看 常（非） 日
S0187635 やわらぎクリニック 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0188819 訪問看護リハビリステーションスリーライフ 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0189309 ココファン北長瀬 岡山市北区 看 常（正）・非 日
S0190943 岡山大学学術研究院保健学域 岡山市北区 看 非 日
S0192009 アサヒサンクリーン在宅介護センター岡山 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0192840 訪問看護ステーション プラチナ 岡山市北区 看・准 常（非） 日（その他）
S0193381 愛光デイサービスかなで 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0193753 Edison International School 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0195074 社会福祉法人 旭川荘 吉備ワークホーム 岡山市北区 看・准 非 日（その他）
S0195246 岡山市こころの健康センター 岡山市北区 保 非 日
S0195667 岡山二人クリニック 岡山市北区 看・助 常（正） 2交
S0027136 佐藤病院 岡山市南区 看 常（正） ３交 ●
S0027136 老人保健施設 やすらぎ 岡山市南区 看・准 常（正） ３交 ●
S0027143 セントラルシティ病院 岡山市南区 看 常（正） ３交
S0027271 岡山市立せのお病院 岡山市南区 看 非 日
S0027274 青木内科小児科医院 岡山市南区 看・准 常（正） ２交・日 ●
S0027274 介護老人保健施設 あいの里リハビリ苑 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他） ●
S0027497 かとう内科並木通り診療所 岡山市南区 看・保 常（正） ２交
S0045945 岡部眼科医院 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
S0047073 やまぐち眼科 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
S0051701 医療法人自由会 こうなんクリニック 岡山市南区 看 常（正） 日（その他） ●
S0102703 岡山ひだまりの里病院 岡山市南区 看・准 常（正） ３交 ▲
S0106954 ばば耳鼻咽喉科 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0108768 医療法人REGIONO 通所リハビリテーション 岡山市南区 看・准 常（正） 日
S0116930 特別養護老人ホーム若宮園 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
S0116930 若宮園デイサービスセンター 岡山市南区 看・准 非 日
S0116930 若宮老人保健センター 岡山市南区 看・准 常（正） その他
S0119883 特別養護老人ホーム健老園 岡山市南区 看・准 常（正・非）日・日（その他）
S0127994 介護付有料老人ホーム シルバーピアーズ共生 岡山市南区 看・准 常（正） その他
S0127994 グループホーム シルバーピアーズ愛 岡山市南区 看・准 常（非）・非 日
S0128327 株式会社創心會 岡南地域リハビリセンター 岡山市南区 看・准 常（正） 日
S0132290 アーク訪問看護ステーション新保店 岡山市南区 看 常（正） 日（その他）
S0141673 地域密着型老人福祉施設 けやき 岡山市南区 看 常（正） 日（その他） ▲
S0141817 愛光訪問看護ステーション 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
S0142450 医療法人しげとし内科小児科医院 岡山市南区 看・准 常（正） 日
S0146766 サンキ・ウエルビィ㈱ デイサービスセンター新保 岡山市南区 看・准 常（正・非）・非 日
S0147008 せのお駅前クリニック整形外科 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0147703 小規模多機能ホーム あゆむ 岡山市南区 看・准 非 日
S0148099 リ・ファイン デイサービスセンター岡南 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
S0150088 社会福祉法人 美土里会 デイハウスかりん 岡山市南区 看・准 非 日
S0151078 葵クリニック 岡山市南区 看・准 非 日
S0151747 有限会社 ビートウオール 岡山市南区 看・保 常（正） 日
S0153048 岡山光南病院 岡山市南区 看 常（正） ３交 ●
S0154099 ケアホームきずな 岡山市南区 看・准 常（非） 日（その他）
S0157390 みやもと整形外科 岡山市南区 看 常（非） 日
S0159411 一般財団法人淳風会 集団検診部 岡山市南区 保・看・准 非 日
S0159922 特別養護老人ホーム ピオーネ当新田 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
S0161575 特別養護老人ホーム ピオーネ倶楽部 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
S0162805 ㈱SHメディカル グループホームかえで 岡山市南区 看 常（正）・非 日・日（その他） ●
S0162805 ㈱SHメディカル あいらの杜 新保 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
S0169706 ふじもと皮ふ科医院 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0174999 社会福祉法人翔洋会 宮浦荘 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
S0176021 医療法人行恵会 康愛クリニック 岡山市南区 看・准 常（正） その他
S0176819 デイサービスセンター フローアール泉田 岡山市南区 看 常（正・非） 日
S0182377 訪問看護ステーションDAN 岡山市南区 看・准 常（正） 日
S0182968 特別養護老人ホーム 共生苑 岡山市南区 看 常（正） 日
S0184014 訪問看護ステーションちから 岡山市南区 看・保 常（正）・非 日
S0185973 整形外科ふくよしクリニック 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0189309 ココファン妹尾 岡山市南区 看・准 常（正）・非 日
S0193786 訪問看護ステーション癒安楽 岡山市南区 看 常（正・非）日・日（その他）
S0194786 セントケア訪問看護ステーション岡山南 岡山市南区 看 常（正） 日（その他）

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0027125 岡山博愛会病院 岡山市中区 看・准 常（正） その他 ▲
S0027125 看護小規模多機能型居宅介護のぞみ 岡山市中区 看 常（正） ２交 ▲
S0027125 特別養護老人ホーム アダムスホーム 岡山市中区 看 常（正） ２交
S0027125 訪問看護ステーションサマリア 岡山市中区 看 常（正） 日（その他）
S0027137 山陽病院 岡山市中区 看 常（正） ２交・日（その他）
S0027137 藤崎苑 岡山市中区 看・准 常（正） ２交
S0027139 岡山協立病院 岡山市中区 看 常（正）・非 ３交・日 ▲
S0027142 岡山リハビリテーション病院 岡山市中区 看 常（正・非） ３交・日
S0027145 竜操整形外科病院 岡山市中区 看 常（正） ３交 ●
S0027149 宮本整形外科病院 岡山市中区 看 常（正） ３交
S0027151 ペリネイト母と子の病院 岡山市中区 看 常（正） ２交
S0027179 岡山旭東病院 岡山市中区 看・保 常（正）・非 ３交・日
S0027179 訪問看護ステーション たんぽぽ 岡山市中区 看 常（正） 日（その他）
S0027201 介護老人保健施設 恵風苑 岡山市中区 看・准 常（非） 日 ▲
S0027201 特別養護老人ホーム 恵風荘 岡山市中区 看・准 常（正） 日（その他） ▲
S0027269 訪問看護ステーションやすらぎ 岡山市中区 看 常（正） 日（その他）
S0027331 林道倫精神科神経科病院 岡山市中区 看・准 常（正）・非 ３交・日 ●
S0027331 みさお山訪問看護ステーション 岡山市中区 看・准 非 日
S0027341 岡山東中央病院 岡山市中区 看 常（正） ２交
S0027361 医療法人白栄会 原尾島クリニック 岡山市中区 看・准 常（正・非） その他・日
S0027581 （公財）岡山市ふれあい公社 岡山市中区 保・看 常（正）・非 日
S0055747 エルダーホーム高島 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0063579 岡山ハートクリニック 岡山市中区 看 常（正） ２交・日
S0103463 医療法人清陽会 ながけクリニック 岡山市中区 看・准 常（正） その他
S0103721 岡山第一病院 岡山市中区 看・准 常（正） ２交
S0115723 サン・オークス岡山 岡山市中区 看・准 非 日
S0127854 ケアポート生き活き館原尾島 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0134976 社会福祉法人 弘徳学園 岡山市中区 看 非 日
S0150976 訪問看護ステーション ナースウイング 岡山市中区 看 常（正・非）日・日（その他）
S0152948 はいさ内科医院 岡山市中区 看・准 常（非） 日
S0154358 医療法人アスクレピオス会 岡眼科クリニック 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0159357 きくち脳神経外科内科クリニック 岡山市中区 看・准 非 日
S0164073 医療法人清谷会 高屋クリニック 岡山市中区 看・准 常（正）・非 日
S0166019 訪問看護リハビリステーション てく・とこ そあん 岡山市中区 看・保 常（正） 日（その他）
S0166019 リハビリデイサ－ビス てく・とこ 岡山市中区 看 常（正）・非 日
S0176159 ツクイ岡山原尾島 岡山市中区 看・准 非 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック東川原 岡山市中区 看 常（正・非） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック平井 岡山市中区 看 常（正・非） 日
S0177639 みみ・はな・のど 操山クリニック 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0184581 ゆうゆうクリニック 岡山市中区 看 非 日
S0187136 はな訪問看護ステーション 岡山市中区 看 非 その他
S0192772 医療法人万袋内科胃腸科医院 岡山市中区 看・准 常（正） 日
S0193395 訪問看護ステーションココエル 岡山 岡山市中区 看 常（正）・非 日・日（その他）
S0195426 訪問看護ステーション シエル 岡山市中区 看・保・助 常（正） 日（その他）
S0027174 岡村一心堂病院 岡山市東区 看 常（正） その他 ●
S0027176 岡山西大寺病院 岡山市東区 看・准 常（正） ２交 ●
S0027183 藤田病院 岡山市東区 看・准 常（正） その他
S0044662 野田内科医院 岡山市東区 看 常（非） 日
S0063588 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山市東区 看 常（正） 日
S0109617 旭川荘厚生専門学院 吉井川キャンパス 岡山市東区 看 常（正） 日
S0118211 あさかわ訪問看護ステーション 岡山市東区 看 常（正） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック西大寺 岡山市東区 看 常（正・非） 日
S0176819 訪問看護ステーション キャスト 岡山市東区 看 常（正） 日（その他）
S0177461 アップルウッド訪問看護ステーション 岡山市東区 看 常（正） その他
S0179832 特別養護老人ホーム けしごの里 岡山市東区 看 常（正・非） 日（その他）
S0181270 しんしあ訪問看護リハビリステーション 岡山市東区 看 常（正） その他
S0183108 特別養護老人ホーム あお鳩の杜岡山東 岡山市東区 看・准 常（正・非） 日（その他） ▲
S0183630 24時間訪問介護看護はるか 岡山市東区 看・准 常（正） 日（その他）
S0183630 介護老人保健施設はるか 岡山市東区 看・准 常（非） 日
S0193435 井上内科小児科医院 岡山市東区 看・准 非 日
S0194831 ひかり訪問看護ステーション 岡山市東区 看 常（正） 日
S0027281 玉野医療センター玉野市民病院 玉野市 看・保・助・准 常（正）・非 ３交 ▲
S0170326 たなべ内科 玉野市 看・准 常（正） 日
S0176819 看護小規模多機能型居宅介護 ハーヴィスプラス 玉野市 看 常（正） その他
S0176819 グループホーム はるや 玉野市 看 常（非） 日
S0176819 デイサービスセンター フローアール 玉野市 看 常（正・非） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック 玉野市 看 常（正・非） 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィックセカンド 玉野市 看 常（正・非） 日
S0176819 訪問看護ステーション ママック 玉野市 看 常（正） 日（その他）
S0186359 由良病院 玉野市 看・准 常（正） ２交
S0188105 玉野医療センター玉野三井病院 玉野市 看 非 ３交・日
S0105568 草加病院 備前市 看・准 常（正） ３交・日 ●
S0105568 わかくさ訪問看護ステーション 備前市 看 常（正） 日 ●
S0146766 サンキ・ウエルビィ（株） 介護センター訪問入浴備前 備前市 看・准 常（正・非）・非 日
S0182968 介護老人保健施設 邑久ナーシングホーム 瀬戸内市 准・看 常（正） ２交
S0027218 赤磐医師会病院 赤磐市 看・准 常（正） ３交・２交 ●
S0105204 赤磐皮膚科形成外科 赤磐市 看 常（正） 日
S0163566 医療法人こやま小児科 赤磐市 看・准 常（非）・非 日
S0176819 デイサービスセンター アルフィック山陽 赤磐市 看 常（正） 日
S0189216 赤磐市役所 赤磐市 保 非 日
S0041048 介護老人福祉施設 きびハイツ 吉備中央町 看・准 常（正） 日
S0060888 吉備中央訪問看護ステーション看護協会 吉備中央町 看 常（正）・非 日（その他）

令和4年10月31日現在

岡山県南東部地区 保育所の凡例  ●：院内あり  ▲：提携等あり・条件による

求人情報
雇用形態
常（正）：常勤の正規雇用
常（非）：常勤の非正規雇用（パート等）
 非 ：雇用期間の定めあり（1か月以上） 面接希望施設がある方や求人条件の詳細を知りたい方は、岡山県ナースセン

ターにお電話ください。

直接応募の求職者の方とのやり取りが、eナースセンター上ででき
ます。直接応募・紹介応募の採否結果は、どちらも岡山県ナース
センターへお知らせください。

eナースセンター上で求人施設へ直接応募も可能です。
ナースセンターからの紹介応募を希望される方は、
岡山県ナースセンターへご連絡ください。

※求職・求人登録の有効期間は6か月です。更新により有効期間を延長できます。

eナースセンターは、看護職が利用する無料の求職・求人サイトです。就業先を探す 看護職や人材を求める医療機関などがサイト
に利用登録すると、求人施設・求職者を探すことができます。

岡山県ナースセンター
TEL（086）226-3639  
FAX（086）226-0341
 e-mail:okayama@nurse-center.net


