
11月から 12月末までは「退職者」が出る時期なのでプレミアム求人

や、めったに出ない施設からの求人が豊富です。 

早い者勝ちの求人が多く掲載される時期なので、登録だけは早めの

しとくのが鉄則です。 

4月入社の求人の多くは年末が締め切りですのでご注意を！ 

 

＜＜今月は狙い目求人が豊富です。1分で登録完了！＞＞ 

http://www.wilsonfish.com/linkm/hatarakopdf.html


ナースではたらこ 利用者の声 

転職祝金 30万や医療機関の求人数 NO1で人気。 

連絡方法もメール、電話、対面と３つから選べるので好きな方法で連絡や情報

提供してもらえます。 

 

電話の場合、その時点で希望勤務地の求人一覧を教えてもらえるので便利です。 

とにかく登録して、何でもコンサルタントに質問してみましょう。 

地元の病院を退職する事になり東京へ上京が決定しました。 

雑誌やハローワークに頼って職探ししましたが、希望勤務地の求人は０。 

そこでネットで知った転職サイトを利用しました。 

 

希望する勤務地で 3 件の施設を紹介してもらえました！ 

しかも引っ越し費用の半額負担など求人先が負担してくれたので助かりまし

た。 

 

人間関係に悩んでいた事もあり、新しい新規施設での勤務を選びましたが、同

期ばかりなので非常に満足です。 

転職祝金もいただき、感謝しています。 

 

東京都品川区在住 33 歳女性（病院⇒小児科の新規開業） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

県立病院、市民病院と 10 年間勤務していました。 

給料ダウンと勤務体系の変更があり転職を考えていました。 

夜勤の関係で時間もとれないので、ナースではたらこに登録。 

 

非公開求人には多くの施設が掲載されており、その大半がハローワークなどの

条件より良かったり、融通がきいたりとビックリしました。 

 

転職時期は決めていなかったのに、丁寧に相談にのってくれたコンサルタント

さんには感謝しています。 

キャリアを考えて「ハートクリニック（循環器専門の病院）」を提案してくれた

のですが、自分の強みを活かしていまはその病院で勤務して 1 年が経ちます。 

自分で探していたら「自分を活かせる職場」なんて考える事もなかった気がし

ます。 

転職時期が未定でも細かな相談に乗ってくれるので「良い条件があれば考えた

い」という方にもおすすめ出来ると思います。 

 

静岡県在住 36 歳女性 （市民病院⇒循環器専門施設） 

 

 

準看として働いておりましたが、小さな子供がいるシングルマザーの私には今

の職場環境は辛くなるばかり。。 

ある程度自由が効く勤務もしくは拘束時間の少ないクリニックで働く事が出来

ればと漠然と思っておりました。 

 

実際に自分で職場探しは行ったのですが「正看護師」の募集はあっても、準看

求人は地方には少なく、悔しい思いをしました。 

ダメ元で「ナースではたらこ」さんに登録。 

あるじゃないですか！「准看護師」の求人が。しかも 30 施設以上。 

シングルマザーなのでの「有給や休暇」が取りやすい施設でなければ難しい点

をコンサルタントにお伝えし、条件に見合う求人を 3 施設提案いただきました。 

たった 10 日で・・・ 

その後、各施設の雰囲気や実際の状況、退職率などのデータも含め相談にのっ

てもらい、面接、入社となりました。自分ひとりで悩むことは損だと思います。 

利用しなきゃ損ですよ！ 

 

島根県在住 29 歳女性 （総合病院病棟勤務⇒老健施設） 

 

 

 

 



 

 

 

ナースではたらこ総評： 

 

全国対応で心強い味方となってくれる「ナースではたらこ」 

利用者からの紹介で利用するナースも多く、その点からも「満足度」が高い事

が言える。医療施設求人のカバー率は高くまず最初に登録すべき 1 社として紹

介されていることは有名。 

 

保健師、助産師の求人はもちろん 40 歳以上の求人や看護師長などの役職経験者

を募集している求人も豊富。 

非公開求人は「早い者勝ち」に成らざるを得ない「人気クリニク、好条件」が

多いので早めにチェックしたいところ。 

 

「転職後の定着率」が高い点も見逃せない！！ 

 

事前に企業風土や実態を把握しておるので、 

「聞いていた話と違う！条件が違う！」と転職後に後悔する心配がない。 

また「転職後」でも専用ダイヤルで相談可能な点も嬉しいポイント。 

 

ナースの転職であればまずは「ナースではたらこ」にまず登録し、もう 1 社を

自分の希望条件に照らし合わせ利用すると良いだろう。 

ナースではたらこには派遣、単発、アルバイトなどもあります。 

 

登録しない理由が見当たらないほど、人気！ 

 

ナースではたらこの無料利用はこちらから＞＞ 

http://www.wilsonfish.com/linkm/hatarakopdf.html


 

ナース人材バンク 利用者の声 

山口県で働きながら次の職場を探したかった。 

夜勤勤務で転職活動ができないため、はじめてサービスを利用。 

 

コンサルタントさんが希望条件にあった求人を提案してくれました。 

地域密着という事で、すごく安心できました。 

 

年齢構成や人間関係まで隠さず教えてくれるので、非常に安心できる。 

たぶん次は無いのですが（このクリニックにずっと勤めるので）、もし機会があ

れば絶対にまた利用したいです！ 

 

山口市    有田 （総合病院 ICU⇒ 総合病院 療養病棟） 

 

 

総合病院から新規施設に転職をしました！ 

すぐに転職は考えていなかった。 

良い求人があれば転職してもいいかなあ～と思い登録。 

 

2 ヶ月後に「新規施設のスタッフ募集がありますよ」と連絡。 

 

条件も今以上に良く、そこで働く事に！ 

非公開求人には地方でも思いもよらない求人がたくさんある事には驚きまし

た。 

ハローワークしか使わないのは、すごく勿体無いですよ。 

色々な事例や相談にのってくれるので、安心です！ 

 

東京都 安川景子 （総合病院 婦人科⇒ 新規開業の産婦人科クリニック） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

とにかく「働きやすい」「定着率のいい病院」で働きたかった。 

3 年のブランクがあったが、以前の職場では職場の雰囲気が悪く、実際に人間

関係で悩まされつづけた。 

 

そこで復帰に向けて転職支援サービスを利用。 

地方、全国型のナース人材バンクさんとナースではたらこさんの２つに登録。 

 

驚いたのは、どちらも「退職者が少なく、有給休暇も取りやすい職場」を提案

してくれました。 

最終的に２つのうちどちらを選ぶか悩みましたが、手当が充実していた A クリ

ニックを選択。自分で転職活動をしていたら、ここのクリニックには出会わな

かったので、満足です！ 

ハローワークや雑誌にはない「非公開求人」は見るだけでも役立ちますね。 

 

 

栃木県 30 歳 安養寺まなみ （皮膚科⇒寿退社で 3 年ブランク⇒内科クリニック 

 

 

ナース人材バンク総評： 

実績、利用者数 NO1  

非公開求人数 NO1  

全国対応で地方求人も充実と実績豊富なのが「ナース人材バンク」 

 

地域密着型をモットーとしている。 

そのため求人先の環境や状態を把握しているので、年齢構成や退職者の状況や

職場の雰囲気まで把握しているので心強い。  

  

質の悪い求人（退職者が多い、定着率が悪い）は一切排除。  

非公開求人には「急募や新規募集」が多く、見るだけで価値アリ。  

今すぐの転職を考えていなくても、ここの求人は必ず目を通しておきたい 

 

 

地方もお任せ！業界の老舗で地方にも太いパイプがある 

求人チェックはコチラから＞＞ 

 

 

 

http://track.affiliate-b.com/visit.php?a=Y4629v-N154398r&p=o1631498


看護のお仕事 利用者の声 

 
 

諸事情で 1 ヶ月で次の職場を探す必要があった。 

希望は保育施設ありで中々該当する施設も求人も見つからず「看護のお仕事」

さんに依頼。 

 

電話カウンセリングで希望と「譲れない条件とポイント」を伝え提案を待った。 

なんと！5 日後に「保育、託児所あり」のクリニック、病院を 3 件も提案して

くれた。 

うち 1 件は求人は出ていなかった施設だったが、担当者が電話で問い合わせて

くれたらしく、非常に驚いた！うち 2 社に面接をお願いすることに。 

 

面接の対策や調整も全て代行してくれ、苦手な面接もスムーズでした。 

2 社から内定をもらい、一緒に相談して 1 社を決定。 

結果的に 19 日で次の職場が決まりました！ 

自分で職探しから全てやっていたら、絶対に無理だったと思います。 

 

23 歳 長谷川まり （救急外来⇒病棟勤務 整形外科 ） 

 

 

実はハローワークである病院を見つけ面接日も決まっていた。 

面接までに「どこか他に良い求人はないかな？」と思い登録しました。 

そうすると担当者がその病院について詳しく、色々教えてくれた。 

 

「実はこの半年で 4 名が退職していること。平均年齢が 45 歳を超えるこ

と・・長期で働くなら環境的にはオススメとは言えない・・」との事。 

 

そんな事は求人票では分かるはずもなく、聞いてみて良かった！ 

急遽自分で探したその病院の面接はキャンセル。 

担当者に候補を探してもらう事になる。 

10 日後に連絡があり 2 つの施設の提案を受ける。 

すごすぎる！・・・こんな求人があるのかと驚いた。 

今の職場に転職して 8 ヶ月。非常に働きやすく、利用して良かったと満足して

います。 

Ps.転職祝い金 5 万円は嬉しい制度ですね♪ 

31 歳 長谷田 ゆみ （病院 外科病棟 ⇒ 新規併設の外来病棟） 

 

 

 



看護のお仕事総評：  

  

全国対応で、利用者が増えてる注目の会社。  

お祝い金制度もあり、最高 5 万円を支給してくれる。  

今月から 24 時間電話可能などナースに嬉しいサービスも開始！ 

  

無理に転職を薦めたり、 

退職率が一定より高いような求人が扱っていないので安心。  

 地方の非公開求人も多く、気軽に利用できる点は強み。  

  

コンサルタントが希望条件をヒアリング後、条件に見合った求人を探し、提案

してくれるので勿論、働きながらの転職も可能です。  

  

提案力もサポートも抜群で、面接の動向も可能なのは嬉しいサービスである。 

 

看護のお仕事の求人はこちら＞＞ 

 

 

http://track.affiliate-b.com/visit.php?guid=ON&a=448189-F145606f&p=o1631498


 

ナースフル の利用者の声 

 

 

看護師長として病棟勤務を長年やってきました。 

家庭の事情で夜勤が出来なくなり、転職を考えて看護協会や人材センターを活

用して色々探しましたが、年齢的なこともあり良い求人はありませんでした。 

 

娘に教えてもらった「看護師求人サイト」を活用する事に。 

「ナースではたらこ」と「ナースフル」のサービスに登録。 

驚くことにどちらも 3 件の求人を提案していただきました。しかもキャリアを

正当に評価してくれ、今の給与水準に近い金額で！ 

給料ダウンは覚悟していましたが、予想以上の好条件で転職できることに驚き

ました。40 代、50 代の転職にも便利だと思います。 

 

埼玉県在住 47 歳 （病棟勤務⇒新規開業の病院 外来勤務） 

 

クリニック、病院（ICU）、透析施設と転職をしてきました。 

人間関係で悩んでおり、新しい職場探しに活用させていただきました。 

医療機関しか頭に無かったのですが、保育施設と企業求人を御紹介していただ

き、無事に転職できる運びとなりました。 

無料だから・・・と期待していなかったのですが、情報量が多く、取捨選択で

き、相談できるのは嬉しかったです。 

ありがとうございました。 

 

兵庫県在住 30 歳（透析施設⇒某薬剤会社） 

 

ナースフルの総評： 

大手リクルートが運営。 

地域は限られるが、他社にはない求人も豊富。 

逆指名も可能で、求人予定がないか？なども代行して調査してくれます。 

診察科目から選べたり、使い勝手がよく利用率も高いサービスです。 

 

対応地域：首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城）関西（大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀）

東海（愛知）九州（福岡・熊本・大分）の看護師、准看護師、保健師、助産師の方。新卒もＯＫ

です。 

 

ナースフルの登録手続きはこちら＞＞ 

 

http://www.wilsonfish.com/linkm/rikuru-topdf.html


 

 

メディカルキュービックの利用者の声 

 

 

都内から千葉への転勤が決まり、就職活動に利用しました。 

千葉県は行ったこともなく、土地勘も無いので心配しましたが、勤務希望地の

交通状況や施設の状況などまで詳しく教えて戴きました。 

 

首都圏に特化している事もあり、非常に心強かったです。 

都内や首都圏で勤務を希望している人には嬉しいサービスだと思います。 

就職も 1 カ月以内に決まり、安心しました。 

 

千葉県在住 27 歳 （脳外科⇒透析メインの施設） 

 

 

給料に不満があり、ほかのクリニックや施設の給料体系を知りたくて登録して

みました。登録後に様々な求人を見たのですが、どれも条件が良くて驚いたの

を覚えています。 

 

病院以外の施設に興味があったので「大手損保グループ」の企業勤務求人につ

いて色々と情報を教えてもらい、その施設に勤務が決まりました。 

職場見学も出来るとのことで、実際に雰囲気が事前にチェックできたのは良か

ったと思います。 

知人も転職で悩んでいるので、教えてあげようと思っています。 

 

埼玉県在住 37 歳（皮膚科病院⇒保険会社） 

 

メディカルキュービックの総評： 

首都圏に特化したサービスで有名。 

ナースではたらこと併用している人が多く、首都圏勤務にこだわるなら登録し

ておくべき。 

企業や施設の求人も豊富。 

 

対応地域は「東京「神奈川」「千葉」「埼玉」のみ。 

 

メディカルキュービックの登録手続きはこちら＞＞ 

http://track.xmax.jp/click/index.php?mpv=affx1fe0x2cd1x4b&mpd=affx1fe0x2cd1x13942xd3&guid=on&mark=


 

 

看護師の案にな転職は危険です！ 

一番知っておくと確実なのは「 」です。 

定着率とは「辞めずに勤務している人の割合」のこと。 

 

ということです。 

 

逆に定着率が悪いというコトは「何かしらの問題がある」と考えられます。 

人間関係、勤務体系、企業風土・・・・何かに問題があるハズです。 

 

たしかに給料も大切です。 

 

しかし「頻繁に求人を出している」「毎月退職者が出る」といった職場で勤務しても、

長くは続きませんから、結果的にキャリアに傷がつくことも。 

 

 

様々な看護師転職サイトがありますが、ここで掲載しているのは「定着率が高い」

ことを前提に、安心して利用できるサービスのみを厳選してご紹介しております。 

 

転職サイトのコンサルタントは求人先の風土や実態も把握しているので、気軽に相

談してみるのが成功への第 1歩です。 

 

自分で行う転職には限界があり、情報収集だけで疲れてしまいます。 

第三者を通すことで、知りえなかった情報やノウハウを得る事ができますので、ぜ

ひ賢く利用してください。 

また「入社日や面接日の調整」や「条件、給料の交渉」も無料で行ってくれます。 

 

 

 

※今月の実績では「ナースではたらこ」＋「ナース人材バンク」さんの W 登録

で利用された方が７８％を超えました。 

 

1社でなく 2社を選び比較検討する事も重要な要素です。 

 

http://www.wilsonfish.com/linkm/hatarako.html
http://www.wilsonfish.com/linkm/nasupdf.html


 

Q)どの 2 社を選べばいいですか？１つでもいいの？ 

 

転職サービスは A 社、B 社にも同じ求人先の情報が寄せられるケースが多々あります。 

ここで重要なのは、 

同じ求人先でも「勤務開始日」や「条件」が違うケースがあるというコトです。 

A 社には「交代制」の募集だけで、もう一方は「日勤」も募集している場合もあります。 

また勤務は一緒でも「給料体系や手当」が若干異なるケースも。 

少しでも良い条件で働くためには 2社～3社を目安に登録されることをお薦めします。 

 

求人量 × 求人の質 × サポート実績 ＝転職の成功率 UP 

 

という公式のとおり、「量は複数転職サービスへの登録」で補いながら、 

「求人の質（働きやすさ、企業風土など）」はコンサルタントからの「生の情報」から補う

コトが大切です。 

選び方ですが、上手く転職を行った人は下記のパターンで利用しています。 

 

 

1 社目：全国対応のサービスに登録する 

⇒全国対応の転職サービスは「経験と知識」が豊富です。関連施設や同系列の病院の求人

が地方にも多く出ていますし、全国に「営業網」「情報網」がありますので、 

「来月から急増傾向の科目や施設は●●です」 

「その地域は 3 カ月後に新規開業予定の案件があります」 

・・・などの情報を教えてくれるケースも多く、必須と言えるでしょう。 

 

「ナースではたらこ」さんと「ナース人材バンク」さん。 

そして「看護のお仕事」さんが全国対応の TOP クラスのサービス会社となります。 

中でも「情報提供」の内容に定評がある「ナースではたらこ」さんは無理な転職、条件内

容の悪い求人を提案してこず、メールでのやり取り可能というコトもあり、現役ナースも

多く登録をしています。 

今すぐの転職でなくても丁寧に対応してくれるので安心です。 

 

 

2 社目：自分の働きたい場所の求人があるサービスに登録 

●●市で働きたい！ など決まっている場合は「全国対応」ともう一つの登録先として「地

域を絞っているサービス」を選ぶと良いでしょう。 

ナースフルさんや、首都圏であれば「メディカルキュービック」さんなどが該当します。 

また「全国対応」の方が情報量も実績も豊富なので、最近では「まずは全国タイプの２つ

登録する」という方も増えています。 


