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ナースセンターからのお知らせ

2022年度施設訪問事業報告2022年度施設訪問事業報告
センター長　森岡 薫

　ナースセンターでは、就業相談事業の一環で施設訪問をしています。
　実際にface to faceでお話を伺うと、人材確保や定着について工夫
されていることや頑張っていらっしゃることが伝わってきます。
　病院長や事務長の方にご同席いただく施設もあり、身が引き締まる
思いでした。また、採用担当者の方に同席いただけると、より具体的
な人材確保の話が進みます。
　「この地域で、看護は他の施設に負けません！」と、熱く語る看護部
長や「2年間、新人看護職の離職者はいません。」と頻回な面談で新人看
護職の気持ちを汲み取る等、凛として語られる看護部長など、どの情
報も現場で尽力されている看護職の皆様に頭が下がる思いでした。
　また、求人票の扱い方や期限など、ご質問を頂く場面も多々ありま
した。次年度は原点に戻り、「eナースセンター」の登録から丁寧に説明
させていただくことが必要と考えています。今後もみなさまと顔の見
える関係を構築していくことで、円滑な就業相談と人材確保に繋げて
いきます。また、頂いた情報は相談員で共有し、就業相談に活かして
いきます。
　今年度は福祉施設にも3施設訪問することができました。人材確保
の課題や、協会加入への取り組みの必要性を感じました。
　今後もこの課題に取り組みながら、施設訪問を続けていきたいと思
います。

看護職等の届出制度「とどけるん」登録のお願い
届出サイト「とどけるん」　https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

届出は病院等を離職したとき届け出る制度です。定年
で離職する時も、次の就業先が決まっている時も届出は
看護職の努力義務となっています。下記のいずれかの
方法で届出ができます。

＜届け出方法＞
⃝⃝パソコン、スマホからご自身で登録

⃝⃝届出票をナースセンターに郵送

⃝⃝届出票を看護管理者に提出

個人でも、施設でまとめてでも届出できます。
再就業に役立つ情報をお届けします。

◆ 看護職の復職支援・就業相談

◆ 「看護進路ガイダンス」を開催
　看護職を目指す児童・生徒の増加を目的として、小・中・高校生を対
象に進路相談を行ったり、看護の魅力を伝えるための様々な企画（看護
職の体験発表、各種体験など）をご用意しています。
ご家族、お知り合いの方に周知いただき、ご参加ください。

＊岡山会場 （岡山コンベンションセンター3F）
7月23日（日）10：00〜13：00（受付終了）12：00

＊津山会場 （アルネ津山4F）
7月30日（日）10：00〜13：00（受付終了）12：00

◆ 小・中・高対象「看護の出前講座」をご活用ください
　岡山県看護協会会員が、小学校・中学校・高等学校に出向き、児童・生徒の皆さんに仕事を通しての体験をお話
します。学校行事等でぜひご活用ください。

１．看護の仕事（業務内容、看護職の魅力、感動体験、患者とのエピソード 等）
２．看護への道（資格の取り方、看護専門学校・大学への進路案内）
３．簡単な看護技術や模擬体験（聴診器で心音を聴く、血圧測定、体位変換、高齢者疑似体験 等）
４．いのちの大切さ、こころとからだの話

◆ 「セカンドキャリア研修」参加者募集
　プラチナナース世代の皆さん、キャリアを活かしながら、自分のライフスタイルに合わせて働き続ける機会につ
なげるため、今から準備するマネープランを含めこれからの生活に備えましょう。

『充実したセカンドライフに向けて
　〜定年後の働き方に備えて、今後の生活を一緒に考えてみませんか〜』

講　師：濵田　安岐子（NPO法人 看護職キャリアサポート）
松田　里美（まつだプランニングオフィス）

＊津山会場 （津山慈風会記念ホール）　8月31日（木）13：00〜16：30 
＊岡山会場 （岡山県看護会館）　　　　9月26日（火）13：00〜16：30 

令和4年度 施設訪問
（ 医 療 圏 域 別 ）

県南東部　　　 11施設
県南西部　　　 14施設
真庭　　　　　　4施設

 　　  計29施設

ハローワークでの出張相談も実施中！
お気軽にご相談ください。

主な講座
内容

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3階）

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

左記登録は
公益社団法人岡山県看護協会
ホームページから

無料職業紹介サイト 看護職の届出登録サイト

＊ハローワーク岡山　毎週木曜日 9：30〜12：30
＊ハローワーク倉敷中央 人材確保・就職支援コーナー

（倉敷わかものハローワーク内）
第1・第3火曜日 13：00〜15：00

＊ハローワーク津山　第1・第3火曜日 9：30〜12：00
＊ハローワーク笠岡　第1・第3木曜日 9：30〜12：30

＊相談日時：月〜金曜日 9:00〜16:00
＊対 面： プライバシーが確保される場所で安心

して受けられます。
＊オンライン：月〜金曜日 14:00〜16:00（予約制）
＊電 話：（086）226-3639
＊メ ー ル：okayama@nurse-center.net

岡山県ナースセンター
職
業
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定
所

職
業
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定
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ハローワーク

届出登録サイト「とどけるん」トップページ

連携

看護職の体験発表・昨年度の様子



職場復帰のための看護技術講習会のご案内

【 対 象 者 】 県内在住の看護職免許所有者で現在未就業の方、育児休業中
の方。就職したばかりで看護の知識や技術に不安のある方。

【 実 施 日 時 】毎月第1・第3金曜日
第1金曜日　9：30～12：30 （半日コース）
第3金曜日　9：30～15：00 （1日コース） 
　ただし、4月は第4金曜日のみ
　5月・11月・1月は第3金曜日のみ
＊詳しい日程等は、右記QRコードからご確認ください。   

日　時 内容（講義と演習）
半日コース

基礎看護技術
9：30～12：30

第1金曜日 毎月（5月・11月・1月を除く） 注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

第4金曜日 4月 看護の動向・注射・採血

1日コース
知識と

基礎看護技術
9：30～15：00

第3金曜日

5月 リスクマネジメント
履歴書・職務経歴書等の作成方法・面接対策

6月・2月 感染管理
注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

7月・11月 スキンケア（褥瘡・ストーマ含む）
注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

8月・12月 フィジカルアセスメント
急変時の対応 （AEDの使用含む）・意見交換会

9月・3月 経管栄養法・体位変換・移乗
注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

10月 看護記録
履歴書・職務経歴書等の作成方法・面接対策

1月 リスクマネジメント
注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

【 受 講 料 】無　料　＊駐車場利用の場合は事前申込要 （駐車料金：1日500円・半日300円）                          
【 会 　 場 】岡山県看護研修センター
【 申 込 方 法 】講習会の3日前までに、電話、FAX、または郵送で申込
【申込･問合先】岡山県ナースセンター　TEL（086）226－3639　　FAX （086） 226-0341　

「看護職就職ガイドブック2024年おかやま」の掲載のご案内

岡山県内の医療岡山県内の医療機機関関・・訪問看護訪問看護スステテーショーションン・・その他その他115533施設掲載施設掲載

　いのちの誕生から人生の最後までを寄り添い、支える、安全で安心な、　いのちの誕生から人生の最後までを寄り添い、支える、安全で安心な、
看護・医療を提供する岡山県内の施設の紹介と求人情報を掲載しています。看護・医療を提供する岡山県内の施設の紹介と求人情報を掲載しています。

※岡山県看護協会のホームページ※岡山県看護協会のホームページ ➡➡ ナースセンターより検索できます。ナースセンターより検索できます。

⃝⃝岡山県の医療について紹介岡山県の医療について紹介
⃝⃝岡山県の看護職員確保対策
⃝⃝岡山県ナースセンターのご案内
⃝⃝先輩看護職からのメッセージ
⃝⃝施設ガイド
　（病院・診療所・訪問看護ステーション・その他）
⃝⃝保健師の職場

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

看護職等の就職支援 eナースセンター（無料職業紹介サイト）登録について

岡山県ナースセンターは皆様の就職活動をサポートします！
eナースセンターは看護職のための無料職業紹介サイトでeナースセンターは看護職のための無料職業紹介サイトですす。。

【 eナースセンター（無料職業紹介サイト）登録のご案内 】

登録後1週間以内にマッチングメールが届きます。登録後1週間以内にマッチングメールが届きます。
eナースセンターにログインし求人情報をご確認ください。応募希望の方eナースセンターにログインし求人情報をご確認ください。応募希望の方
はナースセンターまでご連絡ください。また、コンタクト画面から求人側へはナースセンターまでご連絡ください。また、コンタクト画面から求人側へ
直接応募することもできます。直接応募することもできます。

step4

 岡山県看護協会ホームページより右記のバナーを 岡山県看護協会ホームページより右記のバナーを
クリック、またはQRコードを読み取ってください。クリック、またはQRコードを読み取ってください。

step1

求職者の方、ご登録・ログインをクリックstep2

ご登録ログイン

クリック

求職者（看護職）の方

クリック

＊IDをお持ちでない方
　（未登録の方）
① ID登録（氏名、住所、電話番号メー

ルアドレスを入力、送信します）

② 求職者情報を登録

● 入力されたメールアドレスにメー
ルが届きます。

● 記載されたURLを開いて求職者
情報を入力、登録を行います。

＊＊IDをお持ちの方IDをお持ちの方（登録済みの方）（登録済みの方）　　IDとパスワードでログインしてください。IDとパスワードでログインしてください。（以下ログイン画面）（以下ログイン画面）

ご登録・ログインご登録・ログイン

ID・パスワードを忘れた方

登録済みの方 未登録の方

step3

求職者

県内在住の看護職免許所有者で現在未就業の方、育児休業中の方。
就職したばかりで看護の知識や技術に不安のある方。

演習風景（急変時の対応）

切 り 取 り 線

無　料

岡山県看護研修センター

看護協会駐車場を利用される方は事前申込みが必要です。
駐車料金：1日　500円、半日　300円

一時保育所を利用される方はご相談ください。
（助成金：1人1日　1,500円）
1日コースの場合は昼食をご準備ください。

下記申込書に必要事項を記入し、
FAX、郵送または電話でお申込みください。

3日前まで

〒700-0805 岡山市北区兵団4-39
岡山県看護研修センター内 岡山県ナースセンター
TEL（086）226-3639　　FAX（086）226-0341

主 催

対 象 者

受 講 料

会 場

駐 車 場

そ の 他

申込方法

申込締切

申込・問合せ先

実施日時
及び内容

氏　名

現在の状況 経験年数

住　所　〒

年齢　（　　　　　　）歳職種 保  ・ 助  ・ 看  ・ 准

（未就業・就業内定・育休中・就業中　　年　　月から／病院・クリニック・介護施設・その他）

駐車場希望【有料】
希望する（車種　　 　　No.　　 　　）　希望しない

ｅナースセンター登録【無料】
登録済　　未登録

一時保育所利用
利用する　　利用しない

（　　　年　　ヵ月）

☎（　 　 ） 　 　　－　　　　　　

離職年数

参加
希望日

（　　　年　　ヵ月）

（　　　　）回目　　

（　　　／　　　）　   　　　　　　　　　 　（　　　／　　　）　（　　　／　　　）　（　　　／　　　）　（　　　／　　　）

ふりがな

令和5年度 受講回数

第１金曜日 第3金曜日

毎月第1金曜日と第3金曜日（ただし、4月は第4金曜日のみ、5月・11月・１月は第3金曜日のみ）

岡山県
公益社団法人岡山県看護協会　岡山県ナースセンター

講習会を受講して
ナースセンターと共に
再就職への一歩を
踏み出しませんか！

令和５年度 
職場復帰のための
看護技術講習会

©岡山県看護協会「かんご君・ナースちゃん」

日　時 内容（講義と演習）
半日コース
基礎看護技術
9：30～12：30

1日コース
知識と

基礎看護技術
9：30～15：00

毎月（5月・11月・1月を除く）

5月

4月

6月・2月

8月・12月

9月・3月

10月

1月

注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会

履歴書・職務経歴書等の作成方法・面接対策

看護の動向・注射・採血

注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会
経管栄養法・体位変換・移乗

注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会
スキンケア（褥瘡・ストーマ含む）7月・11月

注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会
感染管理

急変時の対応（AEDの使用含む）・意見交換会
フィジカルアセスメント

履歴書・職務経歴書等の作成方法・面接対策
看護記録

注射・採血・輸液・吸引処置・口腔ケア・意見交換会
リスクマネジメント

リスクマネジメント

第1金曜日

第4金曜日

第3金曜日

講習会日程

就職ガイドブック



求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
S0176159 ツクイ岡山御南 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
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）喜多村病院 岡山市北区 看・准 常（正） 2交・日
S0177648 つくし保育園 万倍園 岡山市北区 看・准 非 日
S0177736 くませ眼科 岡山市北区 看 常（正・非） 日
S0177780 （医）俊心会 なかむら耳鼻咽喉科 岡山市北区 看・准 常（非）・非 日
S0178825 飛岡内科医院 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0183299 小山眼科医院 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0183796 岡山県立真庭高等学校（落合校地） 岡山市北区 看・准 非 日
S0184117 岡山赤十字看護専門学校 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0184811 ともに訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0185187 （医）三戸内科医院 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
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
S0189818 小規模多機能ホーム みんなの家だんだん 岡山市北区 看・准 常（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
S0192249 社会福祉法人土の子会 岡山市北区 看 常（非） 日
S0192840 訪問看護ステーション プラチナ 岡山市北区 看 常（正・非）日（その他）・日
S0193381 愛光デイサービスかなで 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
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・日
S0196378 西岡外科 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0197711 （医）義人会 井上医院 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0197801 （医）すばる トリニティクリニック 岡山市北区 看・准 常（正・非） その他・日
S0197950 訪問看護ステーション晴 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0198452 たかとり整形外科 岡山市北区 看 常（正） 日
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
S0027144 （医）洋友会 中島病院 岡山市南区 看・准 常（正・非） 2交・日
S0027184 重井医学研究所附属病院 岡山市南区 看 常（正） 3交・その他 ●
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） ●
S0027418 戸田整形外科医院 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0027451 三宅医院 岡山市南区 看 非 2交 ●
S0027477 三浜整形外科医院 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
S0027497 かとう内科並木通り診療所 岡山市南区 看・保 常（正） 2交・日
S0027497 訪問看護ステーションまいんど 岡山市南区 看 常（正） 日（その他）
S0027557 なかの内科クリニック 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0037560 （医）緑風会 三宅おおふくクリニック 岡山市南区 看 非 日
S0039136 あだち内科クリニック 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（非） 日
S0051701 （医）自由会 こうなんクリニック 岡山市南区 看 常（正） 日（その他） ●
S0054037 訪問看護ステーションほがらか 岡山市南区 看 常（正） 日（その他）
S0055673 泉の園 岡山市南区 看 常（正） 日
S0108768 （医）REGIONO 岡山市南区 看 常（正） ２交
S0108768 （医）REGIONO 通所リハビリテーション 岡山市南区 看 常（正） 日
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）・非 その他
S0117238 にじいろ小児科クリニック 岡山市南区 看 非 日
S0119883 特別養護老人ホーム健老園 岡山市南区 看 常（正・非）日（その他）・日
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
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） ▲
S0146766 サンキ・ウエルビィ（株）小規模多機能センター新保 岡山市南区 看・准 常（正・非）・非 日・その他
S0146766 サンキ・ウエルビィ（株）デイサービスセンター新保 岡山市南区 看・准 常（正・非）・非 日
S0147703 小規模多機能ホーム あゆむ 岡山市南区 看・准 非 日
S0147808 特別養護老人ホーム灘崎荘 岡山市南区 看・准 常（正） 日（その他）
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
S0148671 （医）小野医院 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0150294 老人福祉施設 うららか 岡山市南区 看・准 常（正） 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 ●
S0153145 （医）藤田皮膚科医院 岡山市南区 看 非 日
S0155022 ゆめの里訪問看護ステーション 岡山市南区 看 常（正） 日（その他）
S0159411 (一財）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 常（正） 日（その他）
S0159924 マスカット訪問看護ステーション 岡山市南区 看 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 常（正） 日（その他）
S0162385 （医）一進会 河合外科内科 岡山市南区 看 常（正） 日
S0162805 （株）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）
S0162805 （株）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（その他）・日 ●
S0172082 岡山労災病院 岡山市南区 看 常（正）・非 ３交 ●
S0173241 有限会社 音色 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0176021 （医）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
S0178533 （医）ひまわり会 松木内科 岡山市南区 看・准 常（非） その他
S0182377 訪問看護ステーションDAN 岡山市南区 看 常（正） 日
S0182968 デイサービスセンター 共生苑 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0182968 特別養護老人ホーム 共生苑 岡山市南区 看・准 常（正） 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
S0192236 （医） 前島外科内科医院 岡山市南区 看 常（正） 日
S0193786 訪問看護ステーション癒安楽 岡山市南区 看 常（非） 日
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・非）・非 日（その他）・日
S0196240 やまだファミリークリニック 岡山市南区 看・准 常（非） 日
S0196843 もりもと内科医院 岡山市南区 准・看 常（非） 日
S0197299 はちみつ訪問看護ステーション 岡山市南区 看・准 常（正・非） 日
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S0027123 岡山紀念病院 岡山市北区 看・准 非 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
S0027140 光生病院 岡山市北区 看・准 常（正）・非 2交・日 ●
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 ●
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
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 ●
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
S0027204 特別養護老人ホームあさひ園 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日（その他）・日
S0027224 岡山中央病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ▲
S0027237 幸町記念病院 岡山市北区 看 常（正） ２交
S0027252 平山医院 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0027259 （医）イナバ小児科 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0027277 （医）天成会 青江クリニック 岡山市北区 看 常（正） その他
S0027277 （医）天成会青江クリニック 訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日
S0027351 （医）山下クリニック 岡山市北区 看・准 常（正）・非 その他
S0027389 まつい皮ふ科 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0027444 田中胃腸科 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
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
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 常（正）・非 日
S0035325 デイサービスセンター なごみ 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0039570 岡山東部脳神経外科病院 岡山市北区 看 常（正） ２交 ●
S0043705 粟井内科診療所 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
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
S0049529 岡山済生会きび訪問看護ステーション 岡山市北区 看 常（正） 日（その他）
S0049529 済生会吉備病院 岡山市北区 看 常（正）・非 ２交
S0054241 ケアパートナー岡山西 岡山市北区 看・准 非 日
S0056264 特別養護老人ホーム マスカット倶楽部 岡山市北区 看・准 常（正） 日
S0059374 浦上ファミリークリニック 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0059628 岡山市総務局 岡山市北区 保 非 日
S0062920 岡山県赤十字血液センター（A）献血ルームうらら・（B）献血ルームももたろう 岡山市北区 看 常（正）・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
S0101244 岡山デイナーシング看護協会 岡山市北区 看 非 日
S0101367 岡山市立市民病院 岡山市北区 看 非 3交・夜勤のみ ●
S0101367 岡山市立市民病院、せのお病院 岡山市北区 看・助 常（正） ３交 ●
S0102302 （医）南方クリニック 岡山市北区 看・准 常（非） 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 ●
S0108385 全国健康保険協会 岡山支部 岡山市北区 保 非 日
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
S0109617 旭川荘厚生専門学院 岡山市北区 看・助 非 日
S0111803 梶木病院 岡山市北区 看 常（正） ３交
S0114117 ノイエス（株） 岡山オフィス 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0115723 （仮称）苫田温泉泉水デイサービス 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0115723 丸の内ヒルズ デイサービス 岡山市北区 看・准 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
S0116930 特別養護老人ホーム旭ヶ丘 岡山市北区 看 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・日 ●
S0127803 岡山・建部医療福祉専門学校 岡山市北区 看・保・助 常（正・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 大安寺センター(ショートステイ) 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
S0128327 大安寺センター 岡山市北区 看 常（正）・非 日（その他）・日
S0131614 辻 眼科 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0132400 もくれん耳鼻咽喉科 岡山市北区 看・准 常（非）・非 日
S0132430 （医）経和会 難波医院 岡山市北区 看・准 常（正・非） 日
S0133091 中仙道デイサービスセンター 岡山市北区 看・准 常（非） 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）
S0143963 メゾン・ド・しるく 岡山市北区 看・准 非 日・その他
S0144493 笛木内科医院 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
S0145053 介護老人保健施設 ハートフルかがやき荘 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日
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）・非 日
S0145053 きらめきクリニック 岡山市北区 看・准 常（正） ２交
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・非） 2交・日
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
S0148375 朝日医療訪問看護ステーション 岡山市北区 看 非 日（その他）
S0148555 こもれびの里 岡山市北区 看・准 常（非） 日
S0148564 訪問看護ステーションとみまち 岡山市北区 看・准 常（非） 日
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
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・保 非 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
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）・非 日（その他）・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）・非 日（その他）・日
S0156505 特別養護老人ホーム さわらび苑 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日（その他）・日 ●
S0158177 アイリーフ訪問看護ステーション 岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他）
S0159177 どい小児科クリニック 岡山市北区 看 常（非） 日
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
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
S0165641 平松医院 岡山市北区 看・准 非 日
S0166309 特別養護老人ホーム旭水荘 岡山市北区 看・准 常（正）・非 日（その他）・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 常（正）・非 ３交
S0170088 特別養護老人ホーム 憩いの丘 岡山市北区 看・准 常（正） 日（その他）
S0171901 岡山大学大学院 保健学研究科 岡山市北区 看 非 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
S0176159 ツクイ岡山大安寺 岡山市北区 看・准 非 日
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S0198733 株式会社 心人 岡山市南区 看・准 常（正）・非 日
S0027125 岡山博愛会病院 岡山市中区 看 常（正）・非 その他・日 ▲
S0027125 岡山博愛会 介護医療院みくに 岡山市中区 看 常（正） ３交 ▲
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
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 訪問看護ステーション くにとみ 岡山市中区 看 常（非） 日
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）・非 2交・その他・夜勤のみ ●
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（正） ２交 ▲
S0027269 旭竜クリニック 岡山市中区 看・准 常（正） 日
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 みさお山訪問看護ステーション 岡山市中区 看 非 日
S0027341 岡山東中央病院 岡山市中区 看 常（正） ２交
S0027361 （医）白栄会 原尾島クリニック 岡山市中区 看・准 常（正） その他
S0027581 （公財）岡山市ふれあい公社 岡山市中区 保・看 常（正）・非 日
S0027634 （医）サンクリニック 岡山市中区 看 常（正） 日
S0027857 おごう眼科 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0041982 特別養護老人ホーム 富山荘 岡山市中区 看・准 常（正） 日（その他）
S0063579 岡山ハートクリニック 岡山市中区 看 常（正） 日
S0101244 岡山居宅介護支援センター看護協会 岡山市中区 看・保 常（正） 日
S0101244 岡山訪問看護ステーション看護協会 岡山市中区 看 常（正）・非 日（その他）
S0103463 （医）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・非） 2交・日
S0134976 社会福祉法人 弘徳学園 岡山市中区 看 非 日
S0147705 特別養護老人ホームいやしの杜 岡山市中区 看・准 常（正） その他
S0148375 (医）朝日医療会 朝日医療クリニック 岡山市中区 看 非 日
S0150679 麻姑の雅 国富 岡山市中区 看・准 常（正）・非 その他
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（その他）・日
S0154468 コープみんなの診療所 岡山市中区 看 非 日 ▲
S0163018 籔内小児科医院 岡山市中区 看・准 常（正・非） 日
S0164073 （医）清谷会 高屋クリニック 岡山市中区 看・准 常（正） 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
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
S0177169 小規模多機能ホームてんとう虫 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 常（正） 日（その他）
S0189061 くにとみ外科胃腸科医院 岡山市中区 看・准 常（非） 日
S0192772 訪問看護ステーション メロディ（予定） 岡山市中区 看・准 常（正）・非 日
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 ●
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・准 常（正） ２交
S0118211 あさかわ訪問看護ステーション 岡山市東区 看 常（正） 日
S0118211 特別養護老人ホームハモニカ（医務室） 岡山市東区 看・准 常（正） 日
S0118211 ハモニカデイサービスセンター 岡山市東区 看・准 常（正） 日
S0165953 はまだ眼科 岡山市東区 看・准 常（正） 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 非 日
S0027281 （地独）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 ▲
S0115908 デイサービス アイル玉野 玉野市 看・准 常（正） 日
S0118211 ハモニカドゥーエデイサービスセンター 玉野市 看・准 常（正） 日
S0168552 （医）宇野八丁目クリニック 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）
S0177406 玉野市健康増進課（すこやかセンター） 玉野市 保 常（正） 日
S0188105 （地独）玉野医療センター玉野三井病院 玉野市 看 非 3交・日
S0198391 岡崎共同（株）グループホームやわらぎ 玉野市 看・准 常（正） その他
S0105568 草加病院 備前市 看 常（正） ３交 ●
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
S0027419 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 瀬戸内市 看 常（正）・非 2交・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 ●
S0163566 （医）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
S0196784 訪問看護ステーション さくら木 赤磐市 看 常（正） 日（その他）
S0109318 吉備高原医療リハビリテーションセンター 吉備中央町 看 常（正） ３交
S0184011 特別養護老人ホームきびハイツ 吉備中央町 看・准 常（正） 2部制
S0196562 特別養護老人ホームかもがわ荘 小規模多機能さとの家 吉備中央町 看・准 常（正） 日
S0145090 北川病院 和気町 看・准 常（正） ３交 ●
S0187183 平病院 和気町 看・保・准 常（正） ３交

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
S0027161 倉敷成人病センター 倉敷市 看 常（正）・非 2交・日 ●
S0027162 倉敷第一病院 倉敷市 看 常（正） ３交 ●
S0027163 倉敷平成病院 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 ●
S0027216 しげい病院 倉敷市 看 常（正） ３交
S0027254 倉敷紀念病院 倉敷市 看 常（正） ３交 ▲
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
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求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所
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） ●
S0027400 水島第一病院 倉敷市 看 常（正） ３交 ●
S0027618 倉敷リハビリテーション病院 倉敷市 看 常（正） 2交・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
S0027710 介護老人保健施設 サンライフ倉敷  通所リハビリテーション 倉敷市 看 常（正） 日
S0027710 看護小規模多機能ホーム さんらいふ生坂 倉敷市 看 常（正） 日（その他）
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 ▲
S0041900 社会福祉法人 白寿会 倉敷市 看 常（非） 日
S0052417 浅桐産婦人科 倉敷市 助・看 常（正・非） 2交・日
S0115723 両備ヘルシーケア玉島柏島 倉敷市 看・准 常（正） ２交
S0123684 倉敷スイート訪問看護ステーション 倉敷市 看 常（正） ２交 ●
S0123684 介護老人保健施設 和光園 倉敷市 看 常（正） ２交 ▲
S0133437 おか整形外科 倉敷市 准・看 常（正）・非 日
S0133443 （医）勲友会 味野医院 倉敷市 看 常（正） 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）伸和 川井クリニック 倉敷市 看・准 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 児童発達支援センター クムレ 倉敷市 看 常（正） 日
S0145807 母子生活支援施設 倉敷市鶴心寮 倉敷市 看・准 非 その他
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） 日（その他）
S0166117 まび記念病院 倉敷市 看・准 常（正） 2交・日 ●
S0170405 小山耳鼻咽喉科医院 倉敷市 看・准 常（正） 日
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
S0176160 ツクイ倉敷中庄 倉敷市 看・准 非 日
S0176829 倉敷北病院 倉敷市 看・准 常（正） 3交・2交・日
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 常（正） 日（その他）
S0188315 はばら内科ハートクリニック 倉敷市 看 常（非） 日
S0190352 一般社団法人アダージョ 倉敷市 看・准 常（正） 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
S0195034 山田整形外科 倉敷市 看 常（正） 日
S0196132 倉敷翠松高等学校 倉敷市 看 非 日
S0196485 下津井病院 倉敷市 看・准 常（正） ２交
S0196832 倉敷中央訪問看護ステーション 倉敷市 看 常（正） 日（その他） ●
S0197993 生活介護事業所えん 倉敷市 看・准 非 日
S0198832 永山医院 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0199210 グッドタイム訪問看護ステーション・倉敷 倉敷市 看・保 常（正） 日（その他）
S0199231 社会福祉法人 薫風福祉会 倉敷市 看・准 常（正） 日
S0038938 金光病院 浅口市 看・准 常（正） ３交
S0106814 （医）八紘会 上田内科クリニック 浅口市 看・准 常（正） 日
S0192151 国定病院 里庄町 看・准 常（正） ３交
S0027820 出部保育園 井原市 看 常（正）・非 日
S0054818 小田病院 井原市 看 常（正） 2交
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
S0173103 （医）杉の会 杉本クリニック 総社市 看・准 常（正） その他
S0176159 ツクイ総社 総社市 看・准 非 日
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
S0198270 岡山県立西備支援学校 笠岡市 看・准 非 日
S0199235 小規模特別養護老人ホームみどりの丘 笠岡市 看・准 常（正） 日
S0054199 矢掛町国民健康保険病院 矢掛町 看・准 常（正） ３交 ●
S0064088 ワークハウス住倉・横谷 矢掛町 看・准 常（正） 日

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 ●
S0179785 高梁市国民健康保険成羽病院 高梁市 看 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 ●
S0197257 （医）高梁整形外科医院 高梁市 看・准 常（正） 日
S0107735 渡辺病院 新見市 看・准 常（正） 2交
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）
S0197612 （医）上江洲医院 新見市 看 常（正） 日

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
S0196726 岡山県立真庭高等学校 真庭市 助・看 非 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
S0027437 津山中央病院 津山市 看 常（正）・非 3交（2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） その他
S0142460 積善病院 津山市 看 常（正） ３交 ▲
S0162598 軽費老人ホーム イーエスガーデン 津山市 看・保・准 常（正） 日（その他） ▲
S0179609 日本原病院 津山市 看 常（正） ２交
S0179609 訪問看護ステーションあゆみ 津山市 看 常（正） 日（その他）
S0183796 岡山県立津山東高等学校 津山市 看・准 非 日
S0188740 石川病院 津山市 看・保 常（正） ３交
S0195022 （医）鴻鵠会 岡外科胃腸肛門科 津山市 看・准 常（正・非） その他
S0197286 衣笠内科医院 津山市 看・准 常（正）・非 日
S0193633 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 ●
S0106183 鏡野町国民健康保険病院 鏡野町 看 非 日

求人番号 施設名 市町村 職種 雇用形態 勤務形態 保育所

S0187327 特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘 兵庫県
佐用町 看 常（非） 日

真
庭
地
区

県
外

高
梁・新
見
地
区

津
山
・
勝
英
地
区

保育所の凡例  ●：院内あり  ▲：提携等あり・条件による

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。

岡
山
県
南
西
部
地
区

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）

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。

※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。


