
令和４年度（４月）採用者向け　

宮崎県内看護職員　採用試験情報 令和３年10月４日　現在

※宮崎県内の医療機関や施設からの情報提供により掲載しています。掲載していない医療機関や施設でも、来年度採用の募集を行なっている場合があります。情報は随時更新いたします。

※１）県外からのUJIターンで「移住支援対象登録」をしている事業所に採用され、かつ条件を満たした場合、移住支援金受給の対象になります。

№ 所在地の医療圏 施設名 住所 病床数 募集人数 応募資格 応募・問合せ先 受付期間 採用試験日 二次募集
移住支援
登録※１）

備考

1 延岡・西臼杵地区 医療法人　健寿会　黒木病院
宮崎県延岡市北
小路14-1 76床 看護師2名

看護師の免許取得者及
び令和3年度国家試験
により資格取得見込者 0982-21-6381 随時

2 延岡・西臼杵地区 高千穂町国民健康保険病院

宮崎県西臼杵郡
高千穂町大字三
田井435-1

一般病床
60床、療
養60床
（うち14
床地域包
括ケア病
床）

看護師若干
名

看護師（令和3年度国家
試験資格取得見込者）

jinji@town-
takachiho.jp 5/10～6/1 2021/7/11 有 インターンシップ可

3 日向・東臼杵地区
社会医療法人　泉和会　千代田
病院

日向市日知屋古
田町88番地 196床

看護師5名
程度

看護師の免許取得者及
び令和３年度国家試験
により資格取得見込者

0982-52-7111
看護部長
水永豊子 随時 要相談

試験日・病院見学は随時（要
連絡・調整後）　中途採用あり

4 日向・東臼杵地区 訪問看護ステーション　こばる
東臼杵郡門川町
東栄町２丁目２-１ なし 看護師2名 看護師　准看護師 0982-63-7771 随時

5 日向・東臼杵地区 宮崎県済生会日向病院

東臼杵郡門川町
南町４丁目１２８
番地 199床

看護師7名
程度

看護師免許取得者及び
令和3年度国家試験によ
る資格取得見込者 看護部長　松田 6/11締切 2021/6/26

2回目採用試験を8/28予定
（応募締切は8/13）

6 西都・児湯地区
訪問看護ステーション
coconoki

児湯郡高鍋町大
字北高鍋763-3 なし

看護師1名
程度 看護師、准看護師免許 0983-32-1298 随時 無

まずは一度見学や説明会に
お越しください

7 西都・児湯地区 医療法人　隆徳会　鶴田病院
西都市御舟町1-
78 153床

看護師　10
名

看護師の免許取得者及
び令和3年度国家試験
により資格取得見込者

鶴田病院　人事部
0983-42-3711 随時 2021/10/15 有

病院見学等は随時個別に検
討いたします

8 西都・児湯地区 訪問看護ステーション花ほたる
児湯郡川南町平
田１４２８－８ 1名 看護師、准看護師 0983-27-2902 随時 未定 〇 見学可

9 西都・児湯地区
地方独立行政法人西都児湯医
療センター

宮崎県西都市大
字妻１５５０番地 91床 未定

看護師等免許取得者及
び資格取得見込者

0983-32-5500（事
務局直通） 随時 未定 希望があれば施設見学可

NEW
10 西都・児湯地区 障がい者支援施設愛生園

児湯郡木城町大
字椎木浦畑
3950番地１ 60人定員 看護師1名 看護師

宮崎市田野町乙1742-
30　0985-86-1717
（髙橋） 随時 その他

11 宮崎・東諸県地区 獅子目整形外科病院
宮崎市大字島之
内６６５４番地

急性期16
床、療養
22床 看護師2人

看護師の免許取得者及
び令和3年度国家試験
により資格取得見込者

電話番号
0985-39-1052
総務部
宮武（ミヤタケ）

R3.4.12～
R3.8.31 2021/9/4 未定

12 宮崎・東諸県地区 竹内病院
宮崎市霧島2丁
目260 83床 若干名 看護師 事務長　面高健祐 要連絡 中途採用の求人もあります

13 宮崎・東諸県地区 宮崎生協病院
宮崎市大島町天
神前1171番地 124床 7人

看護師免許取得及び令
和3年度国家試験により
資格取得見込み者 宮崎生協病院　師長室 4/1～5/8 2021/5/22 未定

インターンシップ、見学会、卒
後研修説明会

14 宮崎・東諸県地区 訪問看護ステーションぱりおん
宮﨑市恒久2-
19-6 看護師2名

看護師、助産師の免許取
得者及び令和3年度国
家試験により資格取得
見込含む 0985-72-8787まで 随時 2021/5/31 面接を行います

http://www.kuroki-h.or.jp/
http://www.takachiho-hp.jp/
http://www.chiyoda-hp.jp/
http://www.chiyoda-hp.jp/
http://www.hyuga.saiseikai.or.jp/
https://www.hakuai1101.com/
https://www.hakuai1101.com/
http://www.ryutoku.or.jp/
https://www.sakumatsu.jp/
http://www.skmc.jp/
http://www.skmc.jp/
https://www.hp.fukushi-zenjinkai.jp/
https://www.shishimeseikei.or.jp/
https://www.zinwakai-takeuchi.com/
https://m-seikyouhp.com/news/recruit/1007.html
http://www.npo-hhm.jp/nst/nst.html
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備考

15 宮崎・東諸県地区
一般財団法人　弘潤会　野崎東
病院

宮崎市村角町高
尊2105 96床 看護師4名

看護師、保健師の免許取
得者及び令和３年度国
家試験により資格取得
見込み者

0985‐28－8555（担
当：那須） 随時 〇

随時希望の日時で面接を行
います。事前の病院見も行え
ます。

16 宮崎・東諸県地区 金丸脳神経外科病院
宮崎市池内町八
幡田８０３番地 100床 未定 看護師免許取得者 0985-39-8484 随時 未定

面接のみ　中途採用もありま
す

17 宮崎・東諸県地区
社会医療法人善仁会　宮崎善仁
会病院

宮崎市新別府町
江口950-1 199床 看護師3名

令和3年度看護師国家
試験により資格取得見
込者 0985-26-1599 5月31日 2021/6/12 未定

18 宮崎・東諸県地区 宮崎大学医学部附属病院
宮崎県宮崎市清
武町木原5200 632床 50名程度

看護師・助産師免許を有
する者 又は令和４年３
月に看護学校等を卒業
又は修了見込で、看護
師・助産師免許取得予定
の者

宮崎大学医学部総務課
病院系人事係　担当者
渡辺・梶原

令和３年６月４日
（金）１７：００必着

【１次試験】
2021/7/3

【２次試験】
2021/7/4 無

就職説明会　令和３年５月15
日（土）

19 宮崎・東諸県地区 医療法人社団栄正　慈英病院
宮崎県宮崎市中
西町160番地 102

准看護師1
名、看護助
手1名

准看護師免許取得者及
び令和3年度資格取得
見込者 0985-23-5000 随時 未定 登録すみ

病院見学可。1次面接後、体
験実習実施。

20 宮崎・東諸県地区 社会医療法人如月会　若草病院
宮崎市宮田町７
－３７ 121 看護師3名

看護師の免許取得者及
び令和3年国家試験によ
り資格取得見込者

0985-28-2801　若
草病院人事部 随時 有 その他

インターンシップ及び見学や
説明は随時実施

21 都城・北諸県地区 医療法人一誠会　都城新生病院
都城市志比田町
3782 390床

看護師・准
看護師　各
若干名 看護師・准看護師 0986-22-0280 随時 〇

22 日南・串間地区 医療法人同仁会谷口病院
日南市大字風田
3861番地 310床 看護師5名 正看護師

医療法人同仁会谷口病
院　総務課　山本 4/26～12/31 有 〇

ご連絡頂ければ病院見学・イ
ンターンシップを実施

23 日南・串間地区 医療法人十善会　県南病院
宮崎県串間市西
方3728番地 434床

看護師5
名、准看護
師5名

看護師又は准看護師（取
得見込可） 0987-72-0224 随時 〇

病院見学は随時受け付けて
います。

NEW
24 えびの・小林・西諸県地区 小林市立病院

小林市細野
2235番地3 147床

看護師　10
名程度

昭和57年4月2日以降
に生まれた方で、34歳
までに免許を取得した人
（昭和63年4月2日以降
に生まれた人で、令和3
年度の国家試験で免許
取得見込みの人を含む） 小林市立病院　事務部

【第1回目】
4月30日～5月
31日
【第2回目】
７月26日～8月
24日
【第3回目】
11月22日～12月
24日

※年間3回（6月、9月、1月）
採用試験の予定あり
※希望時　施設見学可能

※詳細は小林市立病院HPに
掲載します。

25 えびの・小林・西諸県地区 えびの市立病院
えびの市大字原
田3223

一般病床
50床 看護師１名

看護師、令和３年度国家
試験により資格取得見
込者 えびの市総務課人事係 7/5～8/20 2021/9/19 未定

登録の予
定なし

採用試験の詳細については、
えびの市公式ホームページで
ご確認ください。

【第1回目】
6月13日（日）
【第2回目】
9月5日（日）
【第3回目】
1月16日（日）

https://www.koujunkai.jp/nozaki_h/
https://www.koujunkai.jp/nozaki_h/
http://www.kanemarunougeka.or.jp/
http://www.m-zenjin.or.jp/
http://www.m-zenjin.or.jp/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/hospital/
https://www.jiei.jp/
http://www.miyazaki-wakakusa.or.jp/
http://shinsei-hp.jp/
http://www.taniguchi-hospital.jp/
http://www.kennan-hospital.or.jp/
https://www.kobayashi-city-hp.jp/
https://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=100903222502

