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・薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・管理栄養士

・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

募集職種（常勤職員）

採用予定日

平成２８年４月１日

※免許を取得している方については、平成２７年１０月以降随時（応相談）

応募資格

・今年度実施の国家試験により免許を取得予定の方

（管理栄養士の方については国家試験の合格発表までは非常勤職員と

して採用。国家試験の合格確認後、常勤職員として採用）

・免許を取得している方

この試験は下の１３病院で勤務するコメディカル職員を採用するために実施する
試験です。

試験の目的

病院名 旧病院名 住所

1 滋賀病院 社会保険滋賀病院 滋賀県大津市富士見台16-1

2 京都鞍馬口医療センター 社会保険京都病院 京都府京都市北区小山下総町27

3 大阪病院 大阪厚生年金病院 大阪府大阪市福島区福島4-2-78

4 大阪みなと中央病院 大阪船員保険病院 大阪府大阪市港区築港1-8-30

5 星ヶ丘医療センター 星ヶ丘厚生年金病院 大阪府枚方市星丘4-8-1

6 神戸中央病院 社会保険神戸中央病院 兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1

7 大和郡山病院 奈良社会保険病院 奈良県大和郡山市朝日町1-62

8 玉造病院 玉造厚生年金病院 島根県松江市玉湯町湯町1-2

9 下関医療センター 社会保険下関厚生病院 山口県下関市上新地町3-3-8

10 徳山中央病院 綜合病院社会保険徳山中央病院 山口県周南市孝田町1-1

11 りつりん病院 社会保険栗林病院 香川県高松市栗林町3-5-9

12 宇和島病院 宇和島社会保険病院 愛媛県宇和島市賀古町2-1-37

13 高知西病院 厚生年金高知リハビリテーション病院 高知県高知市神田317-12
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免許をお持ちでない方
※平成28年3月卒業見込みの方

免許を取得している方

①受験願書（別紙様式１、写真貼付）
②卒業見込証明書

③成績証明書

①受験願書（別紙様式１、写真貼付）
②免許（写）
※Ａ４版に縮小したもの

２．提出期限

平成２７年６月３０日（火）必着

３．提出先

上記提出書類を提出期限までに、下記までご郵送ください。

※封筒に「○○○応募」と朱書きしてください。

例）「薬剤師応募」「管理栄養士応募」

〒５７３－００１３

大阪府枚方市星丘４丁目８番６号

独立行政法人 地域医療機能推進機構

近畿中国四国地区事務所 総務経理課

４．備考

ご提出いただいた書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

応募方法

１．提出書類
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区分 【大阪会場】 【岡山会場】

【一次選考】 筆記試験及び適正検査

試験日 平成27年7月26日（日）

集合時間 14:00（開場13:30）

試験会場

（住所）

地域医療機能推進機構
大阪病院附属看護専門学校

視聴覚室
（大阪市福島区福島4-2-78）

ターミナルスクエア 12Ｆ
スクエアホール

（岡山市北区駅元町1番4号）

持参するもの 受験票、筆記用具（鉛筆、消しゴム）

結果通知 平成27年8月10日を目途に本人あて郵送します

【二次選考】 面接試験

試験日 平成27年8月下旬

集合時間 結果通知に記載

試験会場 第１希望病院ほか

結果通知 平成27年9月15日を目途に本人あて郵送します

※試験日・集合時間・試験会場は変更となる可能性があります。正式な日時等
については「受験票」又は「一次選考の結果通知」にてお知らせします。

選考について

選考を下表のとおり実施します。受験される方は【大阪会場】又は【岡山会場】の
どちらかを選択し、受験願書を提出してください（※重複して提出することはでき
ません）。

※試験の結果、第１希望病院では内定に至らない場合でも、第２，第３希望病
院又はその他の地区内病院と本人の希望がマッチングすれば、採用内定となり
ます。
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給与

初任給 大学卒（6年） 202,700円
大学卒（4年） 180,200円
短大卒（3年） 169,100円
短大卒（2年） 158,100円
（経験年数により加算があります）

賞与 年２回（計4.1月分程度）
諸手当 地域手当（例：大阪市 基本給の15％）

通勤手当（１ヶ月55,000円上限）
扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等

勤務時間

１日８時間 １週間４０時間
勤務時間は主として 8：30～17：15
４週８休制（他に祝日、年末年始の休日あり）
病院によって、交代制勤務や宿日直勤務、オンコール勤務
があります

休暇
・年次有給休暇（年２０日、繰越最高２０日）
・特別休暇（結婚、夏季、産前産後、忌引き等）

休業 育児休業、育児短時間勤務、自己啓発休業等

保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入

異動等
近畿中国四国地区内のいずれかの病院で採用となった後、
他の近畿中国四国地区内の病院へ異動となることがあります。

採用後の給与について

ご提出いただく個人情報については、以下の目的のために利用させていただく
ことがありますので、あらかじめご了承ください。

①合格者名簿作成のため

②採用病院での採用事務手続のため

③採用を希望する地域医療機能推進機構近畿中国四国地区内の病院への

名簿登載者に関する情報提供のため

④採用選考実施状況資料作成のため

個人情報につきましては、近畿中国四国地区事務所及び近畿中国四国地区内
の病院において万全の管理をいたします。

また、上記以外の目的に利用することは一切いたしません。

書類提出後、いただいた個人情報に修正の必要が生じた場合、応募を取り消し
たい場合には、近畿中国四国地区事務所へお申し出ください。

個人情報の取扱について
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【大阪会場】

■ＪＲ東西線
新福島駅から徒歩５分

■ＪＲ環状線
福島駅から徒歩１０分

■京阪電車
中之島駅から徒歩５分

■阪神電車
福島駅から徒歩１０分

■地下鉄千日前線
玉川駅から徒歩１０分

【岡山会場】

■ＪＲ
岡山駅から徒歩１分



受験願書の提出にあたっては、下記の要領にそって誤りのないよう記載してください。

項　　　　目 記　　載　　要　　領

職 種 ・応募する職種を○で囲んでください。

氏 名 ・ふりがなを忘れずに記載してください。

生 年 月 日 ・年齢は受験願書提出時の年齢を記載してください。

性 別 ・○を付けてください。

希 望 病 院
・近畿中国四国地区１３病院から希望の病院を記載してくだ
　さい（パンフレット、募集要項参照）。

希 望 一 次 選 考 会 場 ・希望する一次選考会場に○を付けてください。

連 絡 先

・受験票、一次・二次選考結果を送付する宛先となります。
・電話又は電子メールでご連絡することがありますので、電話
　番号・メールアドレスも忘れずに記載してください。
・携帯電話をお持ちの方は携帯電話番号も記載してください。

そ の 他 連 絡 先 ・上記以外に連絡先があれば記載してください。

学 歴

・高等学校以上の学歴について記載してください。
・大学等は学部・学科も記載してください。
・学校名は正式な学校名を記載してください。
・今年度卒業見込みの方は在学（予定）期間に卒業予定年月ま
　での期間を記載してください。

免 許 の 有 無 ・免許の有無について、○を付けてください。

取 得 年 月 日
・免許の有無欄で有に○を付けた場合、免許の資格取得年月日
　を記載してください。

職 歴 ・職歴のある方は記載してください。

自己ＰＲ・志望動機 ・自由に記載してください。

受 験 願 書 記 載 要 領



様　式　１

受験番号

※記入しないこと

（写真貼付）

ふりがな

氏　　名

生年月日 性別 男　・　女

連絡先 〒　　　－

電話番号 （自宅） （携帯電話）

Email ＠

（上記以外に連絡先がある場合は記入）

その他
連絡先

〒　　　－

電話番号

学　　歴

有　・　無 取 得 年 月 日 年　　　月　　　日　

職　　歴

 自己ＰＲ・志望動機

※学歴は高等学校以上の学歴について記載してください。

※大学等は学部・学科も記載してください。

平成２８年度　コメディカル職員採用試験　受験願書

職　　種
 薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・管理栄養士

 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

4.5cm×3.5cm

希望一次選考会場
第１希望病院

第２希望病院 　１．大阪会場

第３希望病院

昭和・平成 　　年　 　月　 　日生（　 　歳）

希望病院

希望順位 病　　院　　名

　２．岡山会場

学　　　　校　　　　名 在学（予定）期間 該当事項にチェック

　　　 年　 月～ 　　　年　 月 □卒業 □中退 □卒見

　　　 年　 月～ 　　　年　 月 □卒業 □中退 □卒見

　　　 年　 月～ 　　　年　 月 □卒業 □中退 □卒見

 　　年　　月～ 　　年　　月

         独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構近畿中国四国地区事務所

免 許 の 有 無

在職期間 勤務先名称 業務内容

 　　年　　月～ 　　年　　月

 　　年　　月～ 　　年　　月


