国立病院機構中国四国グループ 令和３年度採用看護職員

募集要項

統一採用試験用
１．募集職種
看護師・助産師

２．統一採用試験日時
第１回試験：令和２年７月 18 日（土）
※第１希望病院が関門医療センターの方は、裏面をご覧ください。
※第２回試験以降の採用試験について
第１回試験後に、各病院が設定した日程で実施致します。受験を希望される方は、希望病院へお問い
合わせ下さい。中国四国グループホームページにも第２回試験以降の募集及び試験日程を掲載します。

３．採用試験会場
第１希望病院
※集合時間・集合場所・携行品等については第１希望病院から連絡します（第２回試験以降も同様）。
７月 15 日（水）までに受験票等がお手元に届かない場合は、第 1 希望病院へお問い合わせ下さい。

４．試験内容
論文試験（800 字程度の小論文）・面接試験

５．応募方法
１）必要書類【提出書類の（写）は、A4 版でコピーして下さい】
受験希望

令和３年３月

職種

資格取得見込みの方

看護師

助産師

資格を有する方

①履歴書（指定の用紙）

①履歴書（指定の用紙）

②在学中の養成機関の成績証明書

②看護師免許証（写）

③卒業見込み証明書

③養成機関の卒業証書（写）又は卒業証明書

上記内容の書類一式 ①～③

上記内容の書類一式 ①～③

④看護師資格を有する方は、看護師免許証（写） ④助産師免許証（写）

・書類提出は、添付・記入漏れのないように注意し、封筒に看護職員応募書類在中と朱書きして下さい。
・郵送の場合は簡易書留にて送付して下さい。
・学校等の都合により、必要書類の一部が提出期限に揃わない場合は、その旨を記したメモとそれ以外の
必要書類を提出期限内に提出し、不足書類は試験前日までに提出先（第１希望病院）に届くようにして
下さい。
・提出書類の返却は致しませんのでご了承下さい。
２）提出先
第１希望病院
３）応募締切
第１回試験：令和２年７月８日（水）消印有効
※第２回試験以降の応募締切については、希望病院へお問い合わせ下さい。

６．試験結果通知
１）合否の連絡は、受験日から２週間以内の予定です。合否については、第１希望病院から連絡します。
２）合格者のうち、第１希望病院の採用内定に至らなかった場合は、受験者の意向に従い第２希望・第３希望
病院の受験を調整します。この場合、当該病院において面接試験のみの実施となりますが、具体的な日時等
については、当該病院から連絡します。この場合の合否についても当該病院から連絡します。
なお、上記の調整期間は８月下旬までとなり、この期間に採用内定に至らなかった場合、再度採用試験

（論文・面接試験）を受けて頂くことになります。また、国家試験不合格の場合は採用内定が取り消しにな
ります。

７．個人情報の取り扱いについて
提出いただく個人情報については、看護職員採用試験に関すること、及び合格後の採用事務に係る人事情報
管理に関することに利用させて頂きますので、予めご承知おき下さい。また、個人情報の管理については中国
四国グループ及び各病院において万全の管理を致します。
なお、提出いただいた個人情報に修正が生じた場合には、願書を提出した病院（内定後の場合は内定病院）
へお申し出下さい。

８．待遇について
１）給与（平成 30 年度実績）
独立行政法人国立病院機構職員給与規程により支給されます。
（１）基本給（採用時）
職種

基本給

看護師 大学卒（高度専門士含む）

206,400 円

看護師 短大卒（３年）、専門学校卒（３年）

197,100 円

看護師 短大卒（２年）、専門学校卒（２年）

188,000 円

助産師

209,200 円

※職歴（経験年数）に応じて基本給に加算があります。また、昇給が年１回あります。
（２）諸手当
・夜 間 看 護 等 手 当：夜勤１回につき 3,500 円～8,600 円
夜勤をすると、夜間看護等手当に夜勤手当が加算され、夜勤の実績に応じて支給されます。
（二交替夜勤１回当たり手当額 概ね 11,000 円、三交替夜勤１回当たり手当額 概ね 5,000 円）
・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

・診 療 看 護 師 手 当：月額 60,000 円
・救急呼出等待機手当 ：待機１回につき 2,000 円支給
・派

遣

手

当：業務した日 1 日につき 4,000 円支給

・住

居

手

当：借家の場合、月額最高 27,000 円支給

・通

勤

手

当：月額 55,000 円まで全額支給

・業績手当（ボーナス） ：年間基本給等の 4.2 月分（支給日 6 月 30 日・12 月 10 日）
※その他の手当は給与規程に基づき支給されます。

参 考
看護師（専門学校３年卒）で、借家（家賃 55,000 円）、自動車通勤（片道５㎞）、夜勤（三交替
夜勤月８回）の総支給額
採用１年目・・・月額 約 26～27 万円 年額 360～370 万円
採用５年目・・・月額 約 29～30 万円 年額 440～450 万円
なお、時間外勤務に応じて別途時間外手当が支給されます。
※詳細については、各施設へお問い合わせ下さい。
２）医療保険・年金
厚生労働省第二共済組合に加入・雇用保険に加入
３）その他
・災害補償：仕事中の怪我、通勤中の事故などの災害補償制度があります。
勤務時間・休暇・子育て支援に関する詳細は、小冊子「けっこういいぞ！NHO」をご参照下さい。

国立病院機構中国四国グループ 令和３年度採用看護職員

募集要項

関門医療センター採用試験用
１．募集職種
看護師・助産師

２．採用試験日時
令和２年６月 27 日（土）

※第１希望病院が関門医療センターの方は選択できます。

令和２年７月 18 日（土）

３．採用試験会場
関門医療センター
※集合時間・集合場所・携行品等について関門医療センターから連絡します。
受験日の３日前までに受験票等がお手元に届かない場合は、関門医療センターへお問い合わせ下さい。

４．試験内容
論文試験（800 字程度の小論文）・面接試験

５．応募方法
１）必要書類【提出書類の（写）は、A4 版でコピーして下さい】
受験希望

令和３年３月

職種

資格取得見込みの方

看護師

助産師

資格を有する方

①履歴書（指定の用紙）

①履歴書（指定の用紙）

②在学中の養成機関の成績証明書

②看護師免許証（写）

③卒業見込み証明書

③養成機関の卒業証書（写）又は卒業証明書

上記内容の書類一式 ①～③

上記内容の書類一式 ①～③

④看護師資格を有する方は、看護師免許証（写） ④助産師免許証（写）

・書類提出は、添付・記入漏れのないように注意し、封筒に看護職員応募書類在中と朱書きして下さい。
・郵送の場合は簡易書留にて送付して下さい。
・学校等の都合により、必要書類の一部が提出期限に揃わない場合は、その旨を記したメモとそれ以外の
必要書類を提出期限内に提出し、不足書類は試験前日までに提出先に届くようにして下さい。
・提出書類の返却は致しませんのでご了承下さい。
２）提出先
関門医療センター
３）応募締切
試験日

応募締切

令和２年６月 27 日（土）

令和２年６月 17 日（水）消印有効

令和２年７月 18 日（土）

令和２年７月 ８日（水）消印有効

※第２回試験以降の応募締切については、希望病院へお問い合わせ下さい。

６．試験結果通知
１）合否の連絡は、受験日から２週間以内の予定です。合否については、関門医療センターから連絡します。
２）合格者のうち、採用内定に至らなかった場合は、受験者の意向に従い第２希望・第３希望病院の受験を調
整します。この場合、当該病院において面接試験のみの実施となりますが、具体的な日時等については、当
該病院から連絡します。この場合の合否についても当該病院から連絡します。
なお、上記の調整期間は８月下旬までとなり、この期間に採用内定に至らなかった場合、再度採用試験
（論文・面接試験）を受けて頂くことになります。また、国家試験不合格の場合は採用内定が取り消しにな
ります。

７．個人情報の取り扱いについて
提出いただく個人情報については、看護職員採用試験に関すること、及び合格後の採用事務に係る人事情報
管理に関することに利用させて頂きますので、予めご承知おき下さい。また、個人情報の管理については中国
四国グループ及び各病院において万全の管理を致します。
なお、提出いただいた個人情報に修正が生じた場合には、願書を提出した病院（内定後の場合は内定病院）
へお申し出下さい。

８．待遇について
１）給与（平成 30 年度実績）
独立行政法人国立病院機構職員給与規程により支給されます。
（１）基本給（採用時）
職種

基本給

看護師 大学卒（高度専門士含む）

206,400 円

看護師 短大卒（３年）、専門学校卒（３年）

197,100 円

看護師 短大卒（２年）、専門学校卒（２年）

188,000 円

助産師

209,200 円

※職歴（経験年数）に応じて基本給に加算があります。また、昇給が年 1 回あります。
（２）諸手当
・夜 間 看 護 等 手 当：夜勤１回につき 3,500 円～8,600 円
夜勤をすると、夜間看護等手当に夜勤手当が加算され、夜勤の実績に応じて支給されます。
（二交替夜勤１回当たり手当額 概ね 11,000 円、三交替夜勤１回当たり手当額 概ね 5,000 円）
・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

・診 療 看 護 師 手 当：月額 60,000 円
・救急呼出等待機手当 ：待機１回につき 2,000 円支給
・派

遣

手

当：業務した日 1 日につき 4,000 円支給

・住

居

手

当：借家の場合、月額最高 27,000 円支給

・通

勤

手

当：月額 55,000 円まで全額支給

・業績手当（ボーナス）：年間基本給等の 4.2 月分（支給日 6 月 30 日・12 月 10 日）
※その他の手当は給与規程に基づき支給されます。

参 考
看護師（専門学校３年卒）で、借家（家賃 55,000 円）、自動車通勤（片道５㎞）、夜勤（三交替
夜勤月８回）の総支給額
採用１年目・・・月額 約 26～27 万円 年額 360～370 万円
採用５年目・・・月額 約 29～30 万円 年額 440～450 万円
なお、時間外勤務に応じて別途時間外手当が支給されます。
※詳細については、各施設へお問い合わせ下さい。
２）医療保険・年金
厚生労働省第二共済組合に加入・雇用保険に加入
３）その他
・災害補償：仕事中の怪我、通勤中の事故などの災害補償制度があります。
勤務時間・休暇・子育て支援に関する詳細は、小冊子「けっこういいぞ！NHO」をご参照下さい。

