
 
 
 
 
 

大阪市立大学と大阪府立大学の統合に伴い、大阪市立大学医学部附属病院は令和４年 
４月１日より病院名称を「大阪公立大学医学部附属病院」に変更いたします。 
 

令和 4 年 3月 
大阪市立大学医学部附属病院 

 
１．採用予定日 
 令和 5年 4 月 1 日 
 ※既免許取得者は年度途中採用をする場合があります。 
 
２．募集人数 

150 名程度 
 
３．受験資格 
 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者 
② 助産師免許を有する者 
③ 令和５年に実施される国家試験において、看護師または助産師免許を取得すること

が見込まれる者 
（２） 夜勤が可能であること。 
 
※ただし、次のいずれかに該当する方は受験できません。 
① 成年被後見人、被保佐人 
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人、又はその刑の執行猶予の期間中の人

その他その執行を受けることがなくなるまでの人 
③ 懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことがある者で、その処分から２年を経過して 
 そいない人 
④ 日本国憲法施行の日以降において、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人 
 

大阪公立大学医学部附属病院 

令和４年度看護職員（看護師・助産師）採用試験要項 



４．試験日 
下記日程のいずれか 1日程で試験を実施します。 
回次 試験日 応募締切日（必着） 合格発表 

第１回 令和４年４月１６日（土） 令和４年４月 ４日（月）まで  

 

受験日の 

3 週間後を予定 

第２回 令和４年４月１７日（日） 令和４年４月 ４日（月）まで 

第３回 令和４年５月２８日（土） 令和４年５月 ６日（金）まで 

第４回 令和４年６月２５日（土） 令和４年６月 ３日（金）まで 

第５回 令和４年 7月２３日（土） 令和４年７月 １日（金）まで 

※お申込み頂いた方から順に、ご希望に応じて日程を割り振ります。 
応募者多数の場合ご希望に添えない場合もございますのでご留意ください。 

 ※集合時間等の詳細（受験票）は受付締切後に送付します。受験日の３日前になっても届
かない場合は６．「受付先・問合せ先」までご連絡下さい。 

 
５．選考内容等 

試験内容 試験方法 

① 筆記試験（小論文試験） 

② 面接試験（個別面接） 

オンライン（ｚｏｏｍ） 

※詳細については受験票送付時に記載いたします。 

 
  



６．申込方法 
 
 
 
 
 

提出書類 

（1）以下の記載の QRコードもしくは URLから看護職員採用選考
フォームにアクセスし、必要事項の登録を行ってください。 

【QR コード】 
 
 
 
【URL】 

ocu.jp/uqauLH 

（2）次の書類を下記のいずれか方法で提出してください。 
 【提出書類】 

看護職員採用申込書【指定様式】（両面印刷・Ａ４サイズ）  
※希望試験日を第 3 希望まで記載ください。         
※３ヶ月以内に撮影した写真を貼付してください。 
貼付がない場合、受験を認めないことがあります。 

成績証明書（新卒・既卒問わず必須） 
職務経歴書（既卒の方のみ・様式自由・A４サイズ） 
看護師・助産師免許証の写し（既取得者のみ・Ａ４サイズ） 

 
【提出方法】 

 ①郵送の場合 
  下記の受付先へ郵送してください。 

 ②WEB の場合 
  上記（1）で記載している選考フォームから書類を PDF 形式 

のデータでアップロードしてください。 
 
※（1）と（2）の両方の手続きを行っていただき、申込受付と 
なりますのでご注意ください。 

 

受付先・問合せ先 

〒545-8586  大阪市阿倍野区旭町１－５－７ 
大阪公立大学 医学部・附属病院事務局   
人事課人事担当 看護職員採用担当宛 
ＴＥＬ  (０６) ６６４５－２７２１～２ 

 
 
 

※同年度の看護職員採用試験の応募上限回数は１回とします。（有期雇用採用を除く） 
※提出書類は、この採用試験にのみ使用します。但し、合格者の提出書類については、 
採用後の事務手続き等に使用することがあります。 

※提出書類は返却いたしません。「大阪府個人情報保護条例」及び「公立大学法人大阪における 
個人情報の取扱い及び管理に関する規程」に基づき適正に管理します。 

 



７．その他 
（１）合格後においても、次の場合には合格または採用予定を取り消すことがあります。 
 ア 受験資格がないこと及び申込用紙記載事項が正しくないことが判明した場合 
 イ 当該職種の免許取得見込みの者が免許を取得できなかった場合 
 ウ 採用予定日からの就業が困難であることが明らかな場合又は就業が可能な状態で 

あることが確認できないと判断した場合。（就業が困難な状態が健康状態を理由と 
する場合、当院の産業医面談を受けて頂くことがあります） 

 エ その他職員としての適格性を欠くことが明らかになった場合 
 
（２）感染症対策のため、現在は病院見学を行っておりませんので、ご了承ください。 

なお看護職員募集にかかるパンフレットを配布しておりますので、 
ご希望の方はお気軽に６．「受付先・問合せ先」までご連絡ください。 
※パンフレットは各種ナビサイトより資料請求をいただいた際にお送りしている内容と同様です。 

 
（３） この試験についてのお問い合わせは、上記６．「受付先・問合せ先」へ連絡して 

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



勤 務 条 件 
 
 

◆ 勤務場所／ 大阪公立大学医学部附属病院（大阪市阿倍野区旭町１－５－７） 
 

◆ 看護体制／ 病  棟･手術室：２交代制 
              ７対１看護体制 
              看護方式は固定チームナーシング（継続受持制） 
 
◆ 勤務時間／１ヶ月単位の変形労働時間制（週３８時間４５分以内） 

（２交代／夜勤１４時間勤務） 
日    勤    始業 ８：３０ 

終業 １７：００～２０：００（シフト制） 
夜    勤    １８：３０～  ８：４５ 

（２交代／夜勤１７時間勤務） 
日    勤    ８：３０～  １７：００ 
夜    勤    １５：４５～  ８：４５ 

 
◆ 休暇等／ １週につき１日、４週につき４日の休日 及び祝日・年末年始相当数 

（年間休日１２３日／２０２１年度） 
別途、有給休暇（年間２０日）、夏季休暇等があります。 

 
◆ 諸 手 当／ 通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、 

期末・勤勉手当（年２回） 
※中央手術部・救命救急センター・集中治療部(ＩＣＵ)・高度治療室(ＨＣＵ)・ 
心血管疾患集中治療部(ＣＣＵ)・新生児集中治療室(ＮＩＣＵ)・未熟児室・ 
神経精神科病棟での勤務は、別途調整額を支給します。 
専門・認定看護師は、別途調整額を支給します。 

 
◆退 職 金／ 6ヶ月以上勤務した職員が退職する時に、規程に基づき支給いたします。 

 
◆ 社会保険／ 公立学校共済組合（年金・健保）・雇用保険・地方公務員災害補償 
 
◆ 昇    給／ 年１回 
 
◆ 看護師寮／ 近隣に１カ所設置(遠方者優先) 



◆ 給 与 等（新 卒） 
 

資       格 基本給 
（地域手当含む） その他手当 合  計 ※昇給は年１回 

 
※その他手当 
…住居手当、通勤手当 

（賃貸居住で満額支給、 
通勤手当月 1万円の場合） 

助産師 
(大卒+助産学校１年) 248,755 38,000 286,755 

看護師 大学 241,823 38,000 279,823 
看３年 233,438 38,000 271,438 

 
（加算目安）※免許取得後に職歴のある場合には、本学規定により本給が加算されます。 

看護職歴年数 
（大卒の場合） 

基本給 
（地域手当を含む） その他手当 合  計 ※その他手当 

…住居手当、通勤手当 
（賃貸在住で満額支給、 
通勤手当月 1万円の場合） 

５年 276,593 38,000 314,593 
７年 285,984 38,000 323,984 
９年 292,133 38,000 330,133 

 
※大卒 1年目支給例 
（一般病棟勤務・賃貸居住（但し支給額が上限（満額支給）の場合とする・夜勤 6 時間以上

×4回・通勤手当月 10,000 円支給の場合） 
 
基本給（地域手当含む）241,823円+住居手当 28,000 円（上限）+通勤手当 10,000 円 

+夜勤手当 41,124円＝320,947円 
◆ その他／・院内保育所設置（病児保育室あり）、 

・資格取得支援有（専門看護師・認定看護師・特定行為研修）、 
・再採用制度有（育児又は介護を理由として退職した場合、退職時の身分で 
復職可能） 

 
※勤務条件等は令和４年４月 1 日時点の規程上での例であり、諸事情により変更される場合が
あります。また、「給与等」における金額は、所得税、社会保険料等が控除される前の金額で
す。実際には、上記金額から所得税、社会保険料等を引いた額が支給されます。 


