
 

 

令和４年度採用職員 受験案内 

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 採用試験 募集要項 

【看護職員（助産師・看護師）】 
 

■大阪市立総合医療センター ■大阪市立十三市民病院 
 

 

 

 

令和４年１月 

地方独立行政法人大阪市民病院機構 

【求める人物像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 採用の概要 

職  種 採用予定日 採用予定人数 予定勤務先 

助産師 

看護師 
「４ 試験日等」を参照 30 名程度 

総合医療センター 

十三市民病院 

※採用予定人数及び予定勤務先については、事業計画等により変更することがあります。 
 

２ 受 験 資 格 

職  種 年  齢 免許・資格 

助産師 

看護師 
昭和 38年４月２日以降に生まれた方 

助産師・看護師の免許を有している方 
（ただし、夜勤含む交代勤務が可能な方） 

※地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則第５条各号に該当する方は受験できません。 
地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則第５条（抜粋） 

次の各号に該当する者は職員となることができない。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（２）法人又は大阪市において懲戒解雇の処分又はこれに相当する処分を受けた者であって、当該処分の日か 

ら２年を経過していない者 

（３）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又 

はこれに加入した者 

※本採用試験において一度不合格となった方が、他の回次で再度受験することはできません。 

  ※日本国籍を有しない方で、就労活動が認められていない在留資格の方は受験することはできません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 試   験 

試験内容 試 験 日 合否発表 試験会場 

適性検査 

WEB上で面接試験日までに

個別に実施（詳細について

は、応募者に対し通知しま

す。） 

面接試験日から概ね 

３週間後（予定） 

 

合否にかかわらず大阪市民病

院機構採用ホームページ会員

サービス内で通知します。ま

た、合格者のみ、別途本人に

文書で通知します。 

 

小論文試験 

面接試験 
「４ 試験日等」を参照 

大阪市 

都島センタービル 

ほか 

※試験会場の詳細については、応募者に対し通知します。 

 

４ 試 験 日 等 

回  次 試 験 日 募 集 期 間 採用予定日 

第１回 令和４年４月９日（土） 
令和４年２月 17日（木）から 

令和４年３月 16日（水）まで 
令和４年７月１日 

第２回 令和４年５月８日（日） 
令和４年３月 17日（木）から 

令和４年４月 13日（水）まで 
令和４年７月１日 

第３回 令和４年６月４日（土） 
令和４年４月 14日（木）から 

令和４年５月 11日（水）まで 
令和４年 10 月１日 

第４回 令和４年７月２日（土） 
令和４年５月 12日（木）から 

令和４年６月８日（水）まで 
令和４年 10 月１日 

第５回 令和４年８月９日（火） 
令和４年６月９日（木）から 

令和４年７月 13日（水）まで 
令和４年 10 月１日 

第６回 令和４年 10 月４日（火） 
令和４年８月 10日（木）から 

令和４年９月７日（水）まで 
令和５年１月１日 

第７回 令和４年 11 月５日（土） 
令和４年９月８日（木）から 

令和４年 10 月 12日（水）まで 
令和５年１月１日 

第８回 令和５年１月 14日（土） 
令和４年 11 月 10日（木）から 

令和４年 12 月 14日（水）まで 
令和５年４月１日 

※合格者数が採用予定人数に達した場合、その後の試験は実施しない場合があります。 

 

５ 応 募 手 続 

応 募 方 法 

（１）大阪市民病院機構看護職員募集サイトから大阪市民病院機構採用ホームページ

会員サービス（以下「会員サービス」という。）への登録を行ってください。 

（２）会員サービス内で、希望する日程の採用試験を予約した後、採用申込書の登録

を行い、証明写真（画像データ）をアップロードしてください。 

（３）封筒の表に「看護職員採用試験応募書類在中」と朱書きし、応募締切までに次

の書類を郵送又は持参してください。 

    ※各書類の余白に会員サービスにおける会員 ID 番号を記入してください。 

・養成施設の学業成績証明書・・・職務経験１年未満の方(※) 

・応募職種の免許証の写し〔A４サイズで複写〕 

・証明写真〔縦４cm×横３cmサイズ〕・・・データでのアップロードができない方 

書類 送付先 

〒534-0027 

 大阪市都島区中野町５-15-21（大阪市都島センタービル５階） 

地方独立行政法人大阪市民病院機構 

大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当） 

※持参の場合の受付時間 午前９時から午後５時まで（土日祝日は除く） 

応 募 締 切 「４ 試験日等」を参照 ※募集期間最終日の午後５時まで（必着） 

受 験 案 内 受験案内の通知は、試験日３日前までに会員サービス内で行います。 

 

（※）職務経験１年未満の方とは、免許取得者で採用予定日において免許取得後の職務経験が１年未満（見込み）の 

方とします。 

 



６ 勤 務 条 件 （令和４年１月実績） 

（１） 身分 

    一般地方独立行政法人職員 

 
 

（２） 給与等 

                             助産師 看護師 

初任給 

（地域手当 16％を含む） 
226,780円 223,990円 

その他勤務に応じた手当 
（二交替で月４回夜勤の場合） 

48,610円 48,500円 

合計 275,390円 272,490円 

※上記のほか、通勤手当・扶養手当・住居手当・期末勤勉手当（実績 4.3月）などがあります。 

※上記金額から、社会保険料・所得税などが控除されます。 

※免許取得後に病院等での職務経験がある場合は、規定により本給に加算があります。 

※制度改正があった場合は、金額が変更される場合があります。 

 

加算モデルケース（看護師の場合） 

免許取得後経験年数 ０年 ３年 ５年 10 年 12 年以上 

初任給 

（地域手当 16％を含む） 
223,990円 232,340円 242,780円 259,020円 265,520円 

その他勤務に応じた手当 
（二交替で月４回夜勤の場合） 

48,500円 48,820円 49,220円 49,830円 50,080円 

合計 272,490円 281,160円 292,000円 308,850円 315,600円 

※上記モデルケースは規定による常勤職員としての職務経験を考慮した加算の目安です。 

 

（３） 勤務時間、休暇等 

勤務時間 

二交替制・三交替制 

（例）二交替制／日勤 8:30～17:00・遅出 11:00～19:30・夜勤 16:15～9:15 

（例）三交替制／日勤 8:30～17:00・準夜 16:00～ 0:15・深夜 0:00～9:00 

（例）※部署・病棟によって異なります。 

休日 ４週８休制 

休 暇 等 

年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児時間

休暇、子の看護休暇、忌引休暇など 

※詳細については、地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則をご確認

ください。 

 

７ そ の 他 

（１） 受験資格がないこと、大阪市民病院機構採用ホームページ会員サービスへの登録事項及び応募書 

類の記載事項が正しくないこと、その他不正行為が判明した場合には合格を取り消すことがありま 

す。 

（２） 提出された書類はお返しいたしません。なお、提出書類等により取得した個人情報は採用試験実 

施の円滑な遂行に用い、それ以外の目的には使用しません。ただし、合格者の提出書類等について 

は、採用に係る事務手続等に使用します。 

（３） 勤務希望病院を優先して勤務先を決定しますが、必ずしも希望病院での勤務を約束するものでは 

ありません。 

（４） 採用試験結果に関するお問い合わせには応じかねます。 

（５） サイトからの応募が困難な方は、大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当）（電話： 

06-6929-3687）へお問い合わせください。 

（６） 就業規則等掲載場所 地方独立行政法人大阪市民病院機構ホームページ内 

 

 

 

 

http://www.osakacity-hp.or.jp/byouin/jyouhou/kitei/


試験会場案内図 

大阪市都島センタービル 

大阪市都島区中野町５-15-21 

 

（最寄り駅からの案内） 

○大阪メトロ（谷町線） 都島駅  

２番出口から西へ徒歩約３分 

○JR西日本（大阪環状線）桜ノ宮駅 

東出口から北へ徒歩約７分 

 

 

   
 

 

 

 
 

〒534-0027 大阪市都島区中野町５丁目 15番 21号（大阪市都島センタービル５階） 

地方独立行政法人大阪市民病院機構 

大阪市立総合医療センター総務部総務課（人事担当） 

電話：０６‐６９２９‐３６８７ 
 

お問い合わせ・書類送付先 

 


