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１．はじめに

看護師はやりがいのある仕事ですが、「自分のライフスタイルに合わせた仕事選びをしたい」「週２～3日程度
働きたい」など多くの悩みがあります。
看護師のライフスタイルに合わせ「派遣」という選択をとる人も少なくありません。
しかし看護師派遣会社は、どこを選んだら良いか迷ってしまうほど多いのも事実。
本記事では、主な看護師派遣会社を紹介し、加えて、選び方やメリット・デメリットまで紹介します。

派遣会社選びのポイント

・看護師派遣会社は「派遣実績」と「求人数・質」で選ぶ

・看護師派遣のメリットは「時給が高い」「仕事と育児の両立」など

・看護師派遣のデメリットは「同じ職場に長くいられない」「ボーナスが期待できない」など

・情報を参考にして、自分にあった看護師派遣会社を選ぶことが重要です。
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２．看護師派遣会社一覧

派遣として働くことを考えながら、看護師のキャリアへの影響が心配だったり、自分に合う派遣会社を
どう探そうかと考えていたりする看護師の方もいるでしょう。
日本派遣看護師協会が看護師専門の派遣会社をご紹介します。

派遣会社

おすすめする人
単発や高時給で

働きたい人

多様な求人から

探したい人

時給の高い老人介護

施設で働きたい人

高時給で

働きたい人

多くの選択肢から

選びたい人
単発で働きたい人

企業求人を

探している人

公開求人数 26,000件以上 16,000件以上 20,000件以上 45,000件以上 12,000件以上 7,400件以上 400件以上

登録者数 140,000人以上 非公開 10,000人以上 150,000人以上 非公開
45,000人以上

2022年1月現在
38,000人以上

主な特徴

圧倒的な求人数

年間稼働リピート

率79％

給与先払いサービ

ス

ヘルパー中心。

日払い・週払い・

月払い可能

紹介がメイン。

独自サポート「応

援ナース」制度

時給の日払い

ポイント制インセ

ンティブ制度

幅広い求人数

クライアントは

11,300件

35年の実績。

福利厚生制度が充

実

拠点数 16拠点 23拠点 26拠点 17拠点 28拠点 5拠点 47拠点

運営会社
株式会社

スーパーナース

株式会社 メディカル

・コンシェルジュ
株式会社キャリア

株式会社ナースパワー

人材センター
株式会社ブレイブ

株式会社

ナイチンゲール

株式会社パソナ

メディカルチーム

創業年 1993年5月 2000年9月 2009年4月 1985年12月 2011年9月 2000年9月 1985年
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３．スーパーナース

①求人マッチング数20万件以上

②年間の稼働看護師さんの数1万人以上

③累計登録者数14万人以上

④創業28年以上

スパーナースの特徴

スーパーナースがおすすめなのは、看護師さんが「安心して働け

る」、病院が「安心して採用できる」があるからこその実績です。

しっかりと看護師さんと病院をマッチングしているからこそ「次も

働きたい」「次も働いてほしい」と思える環境が成り立っています。

看護師さんの希望に合わせた働き方の実現をサポートされています。

引用元：スーパーナース公式HP https://www.supernurse.co.jp/

https://www.supernurse.co.jp/
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４．MCナースネット

①単発や短期での仕事選びに強い

②幅の広い働き方のスタイルから選べる

③給与の前払いが可能

MCナースネットの特徴

MCナースネットは、看護師向けの短期やスポット（空いた時間や期

間限定など）の求人が豊富です。看護師派遣や正社員、病院以外に

も保育園など、働き方に合わせた求人を扱っているのも特徴の1つ。

「フレックスチャージ」という制度は限度額内であれば給料を前払

いで受け取ることができます。

引用元：MCナースネット公式HP https://mc-nurse.net/

https://mc-nurse.net/
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５．看護のしるし

①給与支払い方法が選べる

②お仕事の開始は最短で登録の2日後

③さまざまな働き方が可能

看護のしるしの特徴

看護のしるしは、給与の支払い方法を日払い、週払い、月払いをから選べます。

急な出費などすぐに働いた給与が必要な場合、助かるサービスの一つです。

また、最短で登録から2日後にお仕事を開始できるので、お仕事をすぐにでも

始めたい方にも看護のしるしは最適です。単発、短期派遣、長期派遣、常勤な

どライフスタイルに合わせた働き方ができるのもメリットでしょう。

引用元：看護のしるし公式HP https://kango-shirushi.com/

https://kango-shirushi.com/
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６．ナースパワー

①全国で10万人の看護師が利用

②求人先の紹介手数料が業界一の安さ

③独自の「短期応援制度」

ナースパワーの特徴 37年の実績の積み重ねから看護師の信頼を得て、利用者は10万人を越えています。働き

方もアルバイトや派遣、常勤、応援ナースなど多数。これらの実績や信頼を支えているの

は、求人の種類が多岐にわたり、マッチングしやすいためです。業界最安値の紹介手数料

（通常の4分の1～2分の1）のため、求人側の負担が少ないのも理由の一つでしょう。ま

た、独自の「短期応援制度」は、緊急に人材が不足している病院への短期派遣を行う登録

式の制度です。

高収入や家電付きアパート完備、引越し代支給などメリットも多く、3800名以上が参加

しています。

引用元：ナースパワー公式HP https://www.nursepower.co.jp/

https://www.nursepower.co.jp/
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７．ブレイブ

①転職の対応が迅速で気軽に相談できる

サポート体制

②細かな設定が可能

③時給が高く、待遇も良くて安心

ブレイブの特徴 転職活動で相談したい場合には、専門のサポートスタッフが迅速に対応し、一

緒に問題を解決してくれます。年齢や職種、時間帯などの相談や派遣先での交

渉なども相談可能です。事前に細かな設定も可能なため、マッチングしやすい

のも特徴でしょう。

また、高い時給の求人をそろえているところもブレイブのメリットです。希望

の時給に足りない場合は、相談の上交渉も行ってくれます。

引用元：ブレイブ公式HP https://www.braves.co.jp/sat/kango/

https://www.braves.co.jp/sat/kango/
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８．ナイチンゲール

①看護特化の求人サイト

②スピーディーな対応

③ワークライフバランスを保ちながら

働ける

ナイチンゲールの特徴 ナイチンゲールは看護師専門の派遣会社の色が強く、単発から長期派遣まで

働き方にあった求人を多数抱えています。また、働き方にあった求人を

サポートスタッフが迅速に探し出し提案してくれるのも心強い特徴です。

ナイチンゲールは、プライバシーマーク（日本経済社会推進協会が個人情報に

関して一定条件を満たした団体や会社に使用を許す登録商標）を取得している

ので、安心してサイトを利用できます。

引用元：ナイチンゲール公式HP https://www.nightingale-web.com/

https://www.nightingale-web.com/
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９．パソナメディカル

①老舗の派遣会社なので、福利厚生が充実

している

②他の派遣会社にはない求人を探せる

③個人情報を安心して使うことが可能

パソナメディカルの特徴 パソナは、株式会社パソナが運営している派遣サービスです。総合派遣会社で

すが、看護師求人も取り扱っています。看護師以外の職種を取り扱っていて企

業との取引が多いため、治験や企業看護師など、他の派遣会社ではあまり取り

扱っていない求人を保有していることが特徴です。

また、パソナは派遣会社としては老舗であるため、慶弔見舞金や貸付金制度が

あるなど、福利厚生が充実しています。

医療施設ではなく、企業求人を探している人におすすめです。

引用元：パソナメディカル公式HP https://nr.pasonamedical.com/

https://nr.pasonamedical.com/
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１０．看護師派遣社員のメリット

看護師派遣会社に登録して派遣社員として働くことには、直接雇用にはないメリットがいくつかあります。

主な看護師派遣社員のメリットは以下になります。

時給が高い

派遣会社のメリットとして、高時給で働ける点が挙げられま

す。

派遣先によって異なりますが、介護施設などの場合には正看

護師と比較してもほとんど差がない時給で働けるケースもあ

ります。

仕事と育児の両立

看護師派遣は、ライフスタイルに合ったさまざまな働き方が

できるのもメリットです。

直接雇用のように、出社時間や勤務時間、勤務日数などが決

まっておらず、自分のライフスタイルに合った派遣先を選べ

るため、仕事と育児の両立も可能となります。

いろんな仕事ができるので視野が広がりスキルもアップできる

憧れの大手企業から、働きがいのあるベンチャー企業まで。

いろいろな企業や職場を経験してスキルアップすることがで

きるのも、派遣ならではです。幅広い分野の派遣先企業の中

から、あなたのスキルや能力を活かし、やりがいを持って働

ける職場を紹介されることもあります。

困ったことがあれば派遣会社に相談できる

アルバイトやパートと違い、派遣なら、あなたと企業との間

に派遣会社が入るので、困った時はいつでも相談できます。

仕事上の悩み不安があっても、相談できるから安心です。

そのため派遣会社の信頼性は、派遣会社を選定するうえで

とても大切な要素になります。
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１１．看護師派遣社員のデメリット

看護師派遣にはメリットもありますが、デメリットもいくつか存在します。

主な看護師派遣社員のデメリットは以下になります。

契約期間が限定される

看護師派遣は、派遣先との契約期間での勤務体系が基本です。

そのため、派遣先の業務に慣れてきたとしても、勤務先や仕

事の都合で契約期間が終了した時点で別の勤務先に行くこと

になります。同じ職場に長く勤めることができないため、人

間関係を構築するのが難しいなどのデメリットがあります。

昇給・ボーナスが期待できない

全てではありませんが、看護師派遣は、正社員と違ってボー

ナスがありません。

人間関係の煩わしさや労働開始時間、勤務日数などに縛られ

ることなどが少なくなる反面、年間に支給される報酬が低く

なる可能性があります。

求人倍率が高い

病院や介護施設では常に多くの看護師が働いておりますが、

新規開業等でない限り、募集枠も数名と限定されることが少

なくありません。

そうしたことから、求人数の多い派遣会社や独占案件の多い

派遣会社を選ぶことが肝要となります。

派遣契約の更新期間が2、3ヶ月でやってくる

派遣の働き方の宿命でもありますが、契約期間が限定されま

す。自分が働きたいと思っていても、派遣先の都合で続けて

働くことができない状況になることもあります。

逆に、自分の都合で働き方を限定したり、働きづらい施設

だった場合は辞めやすいというメリットはあります。
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１０．まとめ

今回は看護師派遣会社の紹介と、看護師派遣会社の選び方からメリット・デメリットまでを紹介しました。

看護師派遣会社はたくさんあり、それぞれ違った特徴があります。

日本派遣看護師協会は、派遣看護師の皆さまのご活躍を願うとともに、働いて良かったと感じていただけるとい

う観点から厳選しました。

登録の際は、これらの情報を参考にして、自分に合った派遣会社を選ぶことが重要になります。
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