
令和元年８月１３日 
下線箇所が変更となっています。 

 

１．選考職種、職務内容及び予定勤務先                   

職  種 職務内容 

予定勤務先(※) 採用 

予定 

人員 
令和 2年 4月 1日   

採用 

令和元年 12月 1日  

採用 

診療放射線技師 診療放射線業務等に従事 
大阪急性期・総合医療センター 

大阪はびきの医療センター 

大阪精神医療センター 

大阪国際がんセンター 

大阪母子医療センター 

の中から配属先を決定します。 

若干名 

臨床検査技師    

（検査部門） 
臨床検査技師業務等に従事 

臨床検査技師   

（病理科） 
臨床検査技師業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 若干名 

作業療法士 作業療法士業務等に従事 
大阪急性期・総合医療センター 

大阪国際がんセンター 
若干名 

言語聴覚士 言語聴覚士業務等に従事 
大阪急性期・総合医療センター 

大阪母子医療センター 
若干名 

臨床工学技士 臨床工学技士業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 若干名 

診療情報管理士 診療情報管理士業務等に従事 
大阪国際がんセンター 

大阪母子医療センター 
若干名 

※予定勤務先及び採用予定人員については、今後変更する場合があります。 
※一定期間経過後は、センター間で異動となる場合や他の業務に変更することがあります。 
 
 
 

 

 
地方独立行政法人 大阪府立病院機構職 
第 2回 【医療技術職】採用選考（変更） 

 

◆ 受 付 期 間 
 
◆ 第１次選考日 
 
◆ 第２次選考日 

令和元年８月１日(木)～令和元年９月９日(月)正午 締切 

 

令和元年９月１４日(土) 

 

令和元年９月２７日（金）～令和元年１０月２日（水）の間で実施予定 
 

【【地方独立行政法人大阪府立病院機構について】          
 「地方独立行政法人」とは、公共上の見地から確実に実施される必要があり、民間の主体に委ねては確実な実
施が確保できないおそれがある事務・事業を効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人をい
います。「大阪府立病院機構」は、府立 5病院を運営する地方独立行政法人として、平成 18年 4月に大阪府が
設立した法人です。 
※身分は地方公務員ではありません。 

 
令 和 元 年 度 採 用 選 考 案 内 



２．受験資格 
【診療放射線技師】 

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、診療放射線技師の免許を取得済み又は令和 2年 3月 31日までに 

取得見込みの人 

 

【臨床検査技師】（検査部門） 

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、臨床検査技師の免許を取得済み又は令和 2年 3月 31日までに 

取得見込みの人 

 

【臨床検査技師】（病理科） 

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、臨床検査技師及び細胞検査士の免許を取得済み又は、 

令和 2年 3月 31日までに取得見込みの人 

 

【作業療法士】 

次のいずれかに該当する人 

   （イ）昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、作業療法士の免許を取得済み 

（ロ）昭和 35年 4月 2日以降に生まれた人で、作業療法士の免許を取得済みかつ医療施設における資格関連 

の実務経験が平成 31 年 3月 31日時点で 2年以上の人 

 

【言語聴覚士】 

昭和 35年 4月 2日以降に生まれた人で、言語聴覚士の免許を取得済み又は令和２年 3月 31日までに取得見込

みの人。 

 

【臨床工学技士】 

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、臨床工学技士等の免許を取得済み又は令和 2年 3月 31日までに取

得見込みの人 

    

【診療情報管理士】 

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、診療情報管理士の免許を取得済み又は令和 2年 3月 31日までに 

取得見込みの人 

 （上記条件を満たした人であって、かつ、医療情報技師の資格取得済み又は取得見込みの人が望ましい） 

 

 

※ すべての職種は日本国籍を有しない者も受験できます。ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格が 

ない場合には採用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．選考日時・場所 

区   分 選    考    日    時 選考会場 

第 1次選考 

 
令和元年 9月 14日（土） 予定 

①  8時 30分までに集合  ※ 8時 00分受付開始 
② 12時 00分までに集合   ※11時 30分受付開始 
③ 15時 30分までに集合  ※15時 00分受付開始 
 
8時 40分、12時 10分、15時 40分 試験開始 

 
（集合時間までに試験室に入室していない人は受験できません。 
ただし、公共交通機関の不通・遅れによるときは、当該公共交通機関の
遅延証明書の提出を条件として、受験を認める場合があります。） 
※ 受験者多数の場合、会場の関係で同日に複数回に分け選考を 

行います。 
※ 集合時間、試験開始時間は、変更する場合があります。 

大阪国際がんセンター 

6階 大会議室 
 

大阪市中央区大手前 
３－１－６９ 
〔別記案内図参照〕 

第 2次選考 

第１次選考合格者について、令和元年 9月 27日（金）～令和元年 10月 2日（水） 
の間に実施する予定です。 
（選考日、選考会場等の詳細は、選考職種により異なりますので第１次選考合格者に 
通知します。） 

 

４．選考方法 

区分 選考の種類 出   題   内   容 時 間 

第 1次選考 

適性検査 職務に対する適格性について検査します。 60分 

専門考査 

(記述式) 
必要な専門的知識について出題します。 90分 

第 2次選考 個別面接 理解力、表現力、専門知識、実践能力などについて面接をします。 

 

５．合格者の発表 

区  分 発表日(予定) 発表方法(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへは発表日の午前 11時頃掲載予定) 

第 1次選考 

合格者発表 

令和元年 9月 24日(火) 

予定 

結果は、合否にかかわらず有効受験者全員に電子メールで通知
します。 
また、職種によって最終選考合格者発表が早くなることがあ
ります。 
合格者受験番号を地方独立行政法人大阪府立病院機構のﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞへ掲示します。（http://www.opho.jp/） 

第 2次選考 

合格者発表 

令和元年 10 月 4日（金） 

予定 

（注）各発表日については、変更することがあります。 

 

６．採  用 

○ 選考合格者は、令和 2年 4月 1日又は令和元年 12月 1日に採用する予定です。 

○ 選考職種の免許を既に取得済みの方で、令和 2年 3月 31日以前に勤務することが可能であるか、確認及び調整

をさせていただく場合があります。 

○ 上記の選考職種の免許等の取得見込みの人については、免許等取得日以降の令和 2年 4月 1日の採用となります。 

○ 最終選考合格者発表日以後、直近の国家試験の合格発表日において不合格となり、または養成施設で必要単位の

未履修により、免許が取得できなかった場合は、合格を取り消します。 

○ 日本国籍を有しない人は、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用しません。 

 

http://www.opho.jp/


７．勤務条件  

(1) 給  与 

 給与は本機構給与規程に基づき、支給されます。 

初任給は、平成 31年 4月採用の場合、以下のとおりです。 

課 程 等 月    額 

平成 31年 3 月大学院卒(6年課程) 230,700円 程度 

平成 31年 3 月大学卒(4年課程) 205,800円 程度 

平成 31年 3 月養成所卒(3年課程) 193,400円 程度 

平成 31年 3 月養成所卒(2年課程) 181,200円 程度 

なお、初任給は経歴その他に応じて一定の基準により加算されます。 

また、このほかに通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、賞与（期末手当・勤勉手当）等の諸手当がそれ

ぞれの条件に応じて支給されます。 

 

 【主な諸手当】 

住居手当 月額 上限 27,000円（賃貸契約に限る） 

通勤手当 
通勤のために必要となる公共交通機関の通勤定期券代等を支給 

（月額上限 55,000円） 

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務した場合に、勤務分を支給 

賞与(期末手当・勤勉手当) 基本給等の 4.40月分 

扶養手当 扶養する親族がいる場合、その親族の条件に応じて支給 

地域手当 基本給、扶養手当等の合計の１１％を支給 

【参考】モデルケース 

   ・大学卒業後直ぐ業務に従事して 5年間の経験を経て採用した場合(27歳)   月額 304,700円程度 

※ 住居手当（月額最大 27,000円（賃貸住宅の場合のみ））、時間外勤務手当（月 20時間行った場合）を 

加算しています。 

 

(2) 勤務時間 

原則として午前 9 時から午後 5時 30分（午後 0時 15分から午後 1 時まで休憩）となっており、土曜日、日

曜日、祝日及び年末年始は休みとなります。ただし、これらの条件は、勤務場所により異なる場合があります。

職種によっては、宿日直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。 

(3) 休  暇 

年次休暇（年間 20 日、残日数は 20 日を限度として翌年に繰越し。ただし採用の年は、採用月により付与日

数が変わります。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏期・結婚・出産・服喪等）、介護休暇があります。 

（4）試用期間 

   採用の日から６月間の試用期間があり、能力実証が十分と認められた場合に限り、正式採用となります。 

 

８．受験手続 

(1) 受験希望者は、地方独立行政法人大阪府立病院機構採用案内のホームページより申込んでください。 

※ 複数回申込まないようにしてください。 

※ 採用申込一件書類は、地方独立行政法人大阪府立病院機構のホームページからダウンロードしてください。 

 ※ 採用申込一件書類の提出方法は、電子申請システムに書類をアップロードしてください。 

（郵送及び持参での提出は認めません。） 

※ 採用選考申込書には、写真データの貼付が必要ですのでご注意ください。 

※ 採用選考申込書類の指定様式を変更しないでください。（PDF形式での提出は認めません。） 

   ① 採用選考申込書（データ形式：Microsoft Excel） 

   ② 自己紹介書（データ形式：Microsoft Word） 

   ③ 経歴書（データ形式：Microsoft Excel） 



 (2) 申込締切日以降、当機構において受験申込内容を確認のうえ、受験者へ受験番号を電子メールでお知らせし

ます。受験者は、通知された受験番号を採用選考申込書に入力のうえ、出力し、写真を貼付し、当日、選考

会場へ持参してください。 

※ 写真の貼付がない場合、受験を認めないことがありますので、ご注意ください。 

(3) 申込内容に不備等がある場合には、当機構から申込者に連絡することがあります。（不備等がなければ連絡

しません。） 

(4) 令和元年 9月 11日（水）までに受験番号に関する電子メールが届かない場合には、当機構本部事務局人事グ

ループ採用担当宛てに連絡してください。 

(5) 申込書に入力された情報は、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員採用選考（医療技術職）実施の円滑な

遂行のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、大阪府個人情報保護条例に基づき適正に管理し

ます。 

(6) 身体障がい者の方で、受験上の配慮（車椅子の使用等）が必要な方は、令和元年 9月 9日（月）正午までに

本部事務局人事グループ採用担当宛てに連絡をお願いします。 

 

９．注 意 事 項  

(1)  第１次選考日の当日持参する物：採用選考申込書（写真を貼付したもの）、筆記用具（ＨＢの鉛筆又はｼｬｰﾌﾟ 

ﾍﾟﾝｼﾙ、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、消しｺﾞﾑ）、黒のボールペンを２本以上持参してください。 

(2) 選考当日は直接選考会場へお越しください。 

(3) 第１次選考受験時の注意 

○  選考会場への電話照会は厳禁とします。 

○  敷地内は禁煙です。 

○  選考時間中は時計機能を含む携帯電話の使用を禁止します。 

○  服装は軽装で構いません。 

○  選考会場内や周辺での駐車は禁止されています。駐車していることが判明した場合には、選考会場から退 

場していただく場合があります。 

 

１０．採用試験における体調不良への対応について 

（1） 発熱や咳等の体調不良がある場合は、あらかじめ医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。 

受験が可能な場合は、本部事務局人事グループに事前に申し出てください。また、試験会場が病院であるため、 

試験当日は、院内感染を防止するためマスク着用などの対策を各自でお願いいたします。 

(2)  試験当日に体調不良となった方は、受付にて申し出てください。 

(3)  試験当日までは、健康管理に十分にご留意ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１１．問い合わせ先、選考会場の地図 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 注 意 ― 

・選考会場への自動車、単車等の乗り入れや選考会場周辺での駐車は禁止されています。 

・選考会場へは、電車・バス等の交通機関をご利用ください。 

 

【この選考に関するお問合せ】 

地方独立行政法人大阪府立病院機構  

本部事務局人事グループ  採用担当 

〒541-8567 大阪市中央区大手前３－１－６９ 

TEL ０６－６８０９－５３９２(直)  （http：//www．opho.jp） 

🚈 電車でご来院の方 

地下鉄「谷町四丁目駅」北改札口から徒歩約５分 

地下鉄「天満橋駅」南改札口から徒歩約７分 

 

谷町四丁目駅から地下鉄連絡通路を延長し、駅からバリアフリー

で雨に濡れずに直接センターまでお越しいただけます。 


