
令和３年 11月 19日 
 

１.募集内容                  

職  種 職務内容 予定勤務先(※) 募集人数 

臨床検査技師 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 

大阪精神医療センター 

大阪はびきの医療センター 

大阪国際がんセンター 

大阪母子医療センター 

※上記５センターより配属先を決定します。 

若干名 

臨床検査技師 

（経験者） 
臨床検査技師業務等に従事 若干名 

診療放射線技師 診療放射線技師業務等に従事 若干名 

臨床工学技士 臨床工学技士業務等に従事 
大阪はびきの医療センター 

大阪母子医療センター 
若干名 

保育士 
医療型障がい児入所施設における 

保育士業務等に従事 
大阪精神医療センター 若干名 

社会福祉士 社会福祉士業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 若干名 

歯科衛生士 歯科衛生士業務等に従事 
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 

診療情報管理士 診療情報管理士業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 若干名 

言語聴覚士 

（経験者） 
言語聴覚士業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 若干名 

精神保健福祉士 精神保健福祉士業務等に従事 大阪急性期・総合医療センター 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３回 【医療技術職】採用選考 
 

◆ 受 付 期 間 令和３年１１月１９日(金)～令和４年１月４日(火)正午 締切 
 

【【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 ３年度 採用選考 案 内 



２．受験資格 
【診療放射線技師】 

令和4年3月31日時点で 40歳以下の人で、放射線技師免許を取得済み又は令和 4年3月31日までに取得見込みの人。 

【臨床検査技師】 
令和 4年 3月 31日時点で 40歳以下の人で、臨床検査技師の免許を取得済み又は採用日までに取得見込みの人。 
【臨床検査技師（経験者）】 
令和４年３月31日時点で 59歳以下の人で、超音波検査士取得者若しくは超音波検査実務経験が令和３年３月３１日時点で
３年以上の人、又は微生物検査の実務経験が令和３年３月３１日時点で３年以上の人。 
【臨床工学技士】 
令和 4年 3月 31日時点で 40歳以下の人で、臨床工学技士の免許を取得済み又は採用日までに取得見込みの人。 
【社会福祉士】 
令和4年3月31日時点で 40歳以下の人で、社会福祉士免許を取得済み又は令和4年3月31日までに取得見込みの人 
【保育士】 
令和 4年 3月 31日時点で 40歳以下の人で、保育士免許を取得済み又は採用日までに取得見込みの人。 
【歯科衛生士】 
令和 4 年 3 月 31 日時点で 50 歳以下の人で、歯科衛生士の免許を取得済み又は採用日までに取得見込みの人。認定歯
科衛生士等の資格取得や学会発表に意欲がある人。 
【診療情報管理士】 
令和4年 3月31日時点で 40歳以下の人で、診療情報管理士の資格を取得済み又は令和 4年 3月31日までに取得見込みの
人。医療情報技師の資格を取得していることが望ましい。 
【言語聴覚士（経験者）】 

 令和４年３月31日時点で59歳以下の人で、言語聴覚士の免許を取得済みかつ実務経験が令和３年３月３１日時点で３年以上の人。 
【精神保健福祉士】 
令和4年3月31日時点で40歳以下の人で、精神保健福祉士の免許を取得済み又は令和4年3月31日までに取得見込みの人。 

 

※ 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資格取得まで採

用できませんので、ご留意ください。 
 
 

３．選考日時・場所 

区分 選考の種類 選    考    日    時 選考会場 

第 1次

選 考 

専門考査 

(記述式) 

令和 4年 1月 8日（土） 予定 
９時 00分までに集合 
９時 20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。） 

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 

（予定） 
大阪市中央区大

手前 

3丁目 1番 69号 

第 2次

選 考 
個別面接 

令和 4年 1月 24日（月）～令和 4年 1月 26日（水）の間に実施予定。 

※選考日・選考会場等の詳細は、第１次選考合格者に通知します 

 

 

４．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 4年 1月 17日(月) 

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 4年 2月 1日（火） 

予定 

（注）各発表日については、変更することがあります。 

http://www.opho.jp/


５．採  用 

〇選考合格者は、令和 4年 4月 1日に採用する予定です。 

〇選考職種の免許を既に取得済みの方で、令和 4年 4月 1日以前の勤務をご希望の方は、別途対応いたします。 

〇最終選考合格者発表日以後、直近の資格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。 

 

 

６．受験手続 
1) 受験希望者は、 当 機構採用案内のホームページより申込み、採用申込一件書類をダウンロードしてください。 

2) 採用申込一件書類の提出は、電子申請システムに書類をアップロードにより行ってください 。 

（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） 

3) 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。 

※締切日翌日 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、お問い合わせください。 

4) 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。） 

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、事前に お問い合わせください。 

 
 
７．勤務条件等 

 

給与 

大学卒（4年課程）月額206,571円程度 
養成所卒（3年課程）月額194,139円程度 
養成所卒（2年課程）月額181,929円程度 
※月額は基本給＋地域手当（11％）で計算しています。 
※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。 

諸手当 通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、扶養手当など 

賞与 
年 2回（6月、12月） 

※令和 2年度実績で 4.5か月分支給（ただし、初年度は 2.925 月分） 

勤務地 「１.募集内容」を参照 

勤務時間 
原則 9：00～17：30（休憩 45分） 

※職種によっては、宿日直勤務、交代制勤務等の変則勤務があります。 

休日休暇 
週休2日制、祝日、年末年始休暇、年次休暇（年間20日）のほか、特別休暇（夏期・結婚・

出産・服喪等）、介護休暇などがあります。 

福利厚生 

地方職員共済組合、雇用保険、病院機構互助会など 

※結婚や出産、子供の入学時における祝い金の支給や、育児支援金、人間ドック受診時助成金

のほか、宿泊施設や観光施設、スポーツクラブ等の割引利用あり。 

試用期間 
採用日から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。※試用期間と正式採用時の勤務条件は同じです。 

受動喫煙防止法 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。 



８．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 の鉛筆又はシャープペンシ

ル、黒ボールペン 2本、消しゴム） 
※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 

2) 選考当日は直接選考会場へお越しください。 ※服装は軽装で構いません 
3) 選考会場への電話照会は厳禁とします。 

 
９．新型コロナウイルス感染症に伴う注意事項 
1) 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、濃厚接触者として健康観察中の方、発熱・咳などの風邪症状のある

方については、当日の受験を控えていただきますようお願いします。 
2) 感染予防のため、マスクの着用をお願いします。 
3) 試験会場では、アルコール手指消毒や手洗いなどの感染症対策にご協力をお願いします 。 
4) 試験当日は換気のため、適宜、窓や扉を開放します。体温調節のしやすい服装で受験してください。 
5) 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により、選考方法・選考日及び選考会場今後、変更する場合がありますので、ご留

意ください。 
 
 

問い合わせ先 

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） 

 

 


