
令和２年５月 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 

※下線部分を追記しています。 

１．概要 

職 種 採用予定日 採用予定人数 勤 務 先（ 病 院 ） 

 

看護師 

助産師 

 

 

令和３年４月１日 

 

 

 

 

200名程度 

 

 

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 

※ 勤務先については、希望病院を優先します。 

※ 各勤務先において、看護師免許所有者は看護業務に、助産師免許所有者は看護業務及び助産業務

に従事します（助産業務は、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及び大

阪母子医療センターにおいて従事）。 

 

２．受験資格 

年  齢 免許・資格等 

昭和 50年４月２日以降に生まれた方 

（令和３年３月末時点で 45歳以下の方） 

以下の（１）及び（２）の条件を満たすこと。 

（１）次の①～③のいずれかに該当すること。 

①看護師免許を有する方 

②助産師免許および看護師免許を有する方 

③令和３年に実施の国家試験において看護師免   

 許又は助産師免許を取得見込みの方 

（２）夜勤が可能であること。 

※ 日本国籍の有無は問いません。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、資格取得まで採用できませんので、ご留意ください。 

※ 助産師免許のみを有する方は、受験できません。 

令和２年度選考案内 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構職員 

【 看護師 ・ 助産師 】 採用選考 

■ 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 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、選考日時・選考会場・選考方法等が変更とな

る場合がありますのでご留意ください。 

 



３．選考内容 

選考方法 選考会場 

第一次選考 

書類審査 

（「６．受験手続」を参照のうえ、所定の「採用選

考申込書（写真貼付）」「自己紹介書」「経歴書」を

提出してください。書類審査を実施します。） 

― 

第二次選考 個別面接（15分程度）※1 

大阪急性期・総合医療センター 

又は 

大阪国際がんセンター ※2 

（「９．選考会場案内図」を参照） 

※1 コロナウイルス感染症の情勢を踏まえ、Web面接になる場合があります。 

  Web面接での個別面接実施の場合、スマートフォンもしくはカメラ機能付きパソコンが必要に 

なります。 

※2 選考会場の詳細については、第一次選考合格者に対し通知します。 

 

４．選考日等 

回 次 申込締切日（必着） 
第一次選考 

合格発表日 
第二次選考日 最終合格発表日 

第１回 

 

令和２年４月 22日（水） 

午後５時 

 

５月 12日（火） 

５月 30日（土） 

６月６日（土） 

６月７日（日） 

※1 ※2 

６月 16日（火） 

第２回 
令和２年６月 18日（木） 

午後５時 
６月 30日（火） ７月４日（土） ７月 14日（火） 

第３回 
令和２年７月 16日（木） 

午後５時 
７月 28日（火） ８月１日（土） ８月 11日（火） 

 ※1 第１回選考試験の第二次選考日は、受験者数等に応じて、いずれかの日に振り分け、第一次選考

の合格者に通知します。選考日を選択することはできません。 

 ※2 第１回選考試験の第二次選考は、Web面接を実施します。 

※3 大阪精神医療センターは、第２回選考試験及び第３回選考試験のみの実施となります。 

※4 上記採用選考日程に関わらず、定員を充足した場合は年度途中で選考を打ち切る可能性がありま

す。 

 ※5 上記選考日程で募集定員に達しなかった場合は、採用選考を追加実施します。 

 ※6 結果は、合否にかかわらず有効受験者全員に通知します。また、合格者の受験番号を大阪府立病

院機構ホームページの看護師採用サイト上に掲示（第一次選考合格発表：午前 11時頃、最終合格

発表：午後３時頃に掲示予定）します。 

 ※7 URL：http://www.opho.jp/saiyou/kangoshi/index.htm



５．配属先の決定 

合格者の配属希望を優先して配属病院を決定します。配属病院の決定通知は、各病院の欠員状況等を

勘案するため、合格発表日以降、順次連絡します。 

 

６．受験手続 

第一次選考 

応募方法 

以下の手順により「採用選考申込書（写真貼付）」「自己紹介書」「経歴書」を提出して

ください。第一次選考（書類審査）を行います。 

（１）大阪府立病院機構看護師採用サイトから、エントリー登録を行ってください。 

（２）エントリー完了後、登録いただいたメールアドレスにマイページにログインす

るための ID等を配信します。 

（３）ログイン後、以下３種類の書類をダウンロードして、必要事項を入力してくだ

さい。 

① 採用選考申込書（データ形式：Microsoft Excel） 

 ※上半身、脱帽、正面向で半年以内に撮影した写真（縦４cm×横３cm） 

  データを貼りつけて、提出してください。 

② 自己紹介書（データ形式：Microsoft Word） 

③ 経歴書（データ形式：Microsoft Excel） 

（４）必要事項を記入した上記３つの書類をマイページでアップロードしてくださ

い。データ形式は、上記の形式（Wordまたは Excel）でアップロードしてくだ

さい。上記形式以外は受付できません。 

  ※ 記入漏れ、写真の貼付漏れ等がある場合は、失格となります。 

  ※ 郵便及び持参での受付は認めません。 

※ 書類提出後、受験番号通知まで連絡は行いません。 

※ 申込締切日以後の書類の修正、差し替え等は受付けません。 

応募締切 
「４．選考日等」を参照。 

・申込締切日の翌日以降、受験番号を通知します。 

第一次選考 

合格発表 

「４．選考日等」を参照。 

第二次選考 

受験案内 

・第二次選考の集合時間・場所等は、第一次選考の合格者に、合格発表日以降に通知

します。 

 

 

 

 

第二次選考

当日 

 

 

 

 

以下の物を持参してください。 

① 筆記用具 

② 採用選考申込書 

（受験票として利用しますので、第一次選考の際に提出した採用選考申込書を、

紙媒体で持参してください。） 

③ 免許証（看護師免許証、助産師免許証、保健師免許証）の写し 

（A4サイズで複写）・・・免許証取得者のみ 

※ 写真の貼付がない場合、受験を認めないことがあります。 

※ 選考会場は禁煙です。 

※ 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です。 

電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。 



７．勤務条件（令和元年度実績） 

（１）給与等 

新卒者の給与（例） ４ 大 卒 ３ 短 卒 ２ 短 卒 

固 定 支 給 232,212円 218,781円 209,568円 

主 要 手 当 92,524円 90,866円 89,716円 

月 額 給 与 324,736円 309,647円 299,284円 

賞与（年間） 1,033,343円 973,575円 932,577円 

※ ５病院共通です。 

※ 固定支給とは、基本給と地域手当（基本給の 11％）の合計額です。 

※ 主要手当とは、夜勤手当（二交替で月４回の夜勤）、時間外手当（時間外勤務月 10時間したと想

定）と住居手当（月額最大 27,000円（賃貸契約に限る））の合計額です。 

 ※ 賞与は、固定支給の 4.45月分を支給 

 ※ 上記金額から、社会保険料や所得税等が控除されます。 

 ※ 免許取得後に病院等での職務経験がある場合は、当機構の基準により加算があります。 

 ※ 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。 

 

（２）主な諸手当 

住居手当 月額最大 27,000円（賃貸契約に限る） 

通勤手当 全額支給（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、勤務分を全額支給 

夜間特殊業務等手当 深夜・準夜勤務に対し、2,600円～9,200円の範囲で支給 

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 

助産師手当 
月額 10,000円（恒常的に分娩に関わる助産師業務に従事した場合等） 

月額 3,000円 （妊産婦の保健指導等の助産師業務に従事した場合等） 

専門看護手当 専門看護師 月額 5,000円  認定看護師 月額 3,000円 

※ 上記以外にも、業績手当のほか勤務条件に応じて支給される手当があります。 

 

（３）勤務時間、休暇等 

勤務時間 一週につき 38時間 45分勤務（週休２日） 

勤務形態 ２交替勤務又は３交替勤務 

休  暇 年次休暇、夏季休暇、結婚休暇、産前産後休暇など 

試用期間 採用日より６月間あり、その後正式採用 

 

 

 



８．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。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。 

 

９．受動喫煙防止措置 

当機構では、健康増進法の趣旨に従い、当機構の敷地内を全面禁煙としています。 

 

10．その他 

（１）以下の場合には、合格を取り消すことがあります。 

①受験資格がないこと、登録事項及び提出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。 

②令和３年卒業見込みの方については、採用日までに卒業できなかった場合。 

③病気、怪我等により、当機構の求める労務の提供が不可能になった場合。 

④免許取得見込みの方については、令和３年（令和２年度）に実施の国家試験において不合格と

なった場合。 

（２）提出された書類は返却しません。なお、申込時に記載された情報は、地方独立行政法人大阪府立 

   病院機構職員採用選考（看護師）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。 

（３）看護師免許等を取得済の方については、配属病院の欠員状況などに応じて令和３年４月１日以前

に勤務することが可能かを調整させていただく場合があります。 

（４）採用後は本人の希望や人員配置状況等により、病院間異動を行う場合があります。



11．選考会場案内図 

（１）大阪急性期・総合医療センター 

①住所 

〒558‐8558 

大阪市住吉区万代東 3丁目 1番 56号 

 

②アクセス 

○ 大阪市営バス 

あべの橋（天王寺）より 

「府立総合医療センター」下車すぐ 

・62・67系統「住吉車庫前」行き 

・63系統「浅香」行き 

・64系統「おりおの橋」行き 

○ 南海高野線「帝塚山」駅より徒歩 15分 

○ ＪＲ阪和線「長居」駅より徒歩 18分 

○ 地下鉄御堂筋線「長居」駅より徒歩 20分 

○ 阪堺電気軌道上町線「帝塚山四丁目」駅より徒歩 10分 

 

 

 

 

（２）大阪国際がんセンター 

① 住所 

〒541-8567 

大阪市中央区大手前 3-1-69 

② アクセス 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪急性期・総合医療センター 



 

 〒541‐8567 大阪市中央区大手前 3丁目 1番 69号 

大阪国際がんセンター6階 

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（看護師採用担当） 

電話：０６-６８０９‐５３９２ 

ホームページ：http://www.opho.jp/saiyou/kangoshi/index.html 

インスタグラム：https://www.instagram.com/osakafuritsubyouinkikou/  

 

 

 

 

    

 

 

大阪府立病院機構 検索 

お問い合わせ先 

http://www.opho.jp/saiyou/kangoshi/index.html
https://www.instagram.com/osakafuritsubyouinkikou/

