募

集

要

項

（作業療法士）

【登録選考試験について】
登録選考は、関東甲信越地区１都９県の国立病院機構の病院に勤務する職員を補充することを目
的として、関東信越グループで一括採用試験を行います。登録選考試験の合格者は名簿に登録され、
その名簿の中から採用候補者を選抜する制度であり、選考結果により登録者を決定し、名簿を作成
して、その中から欠員の生じた病院や増員する病院に職員として採用します。

応 募 要 領
１

募集人員

４０名程度
※上記の数字は採用候補者数であり、実際の採用者数とは異なります。
※年度内の中途採用に関しては、当グループのホームページでご確認下さい。

２

採用時期

平成３１年４月以降。但し、免許所有者は平成３０年度内の採用もあります。

３

応募資格

作業療法士免許所有者又は、平成３１年３月までに大学・養成校を卒業又は
卒業見込みで作業療法士免許取得見込みの者。

４

応募方法

マイナビ２０１９よりエントリーし、次の書類を提出して下さい。
① 卒業（見込）証明書
② 成績証明書
③ 履歴書（当グループ指定のものを両面印刷にて出力してください。）
※パンフレットに添付したものをコピーしてご利用いただくか、当グループ
のホームページ｢採用情報・学生募集＞作業療法士｣よりダウンロードして
ください。
④ 作業療法士免許所有者は免許証の写し（A4 サイズに縮尺調整したもの）

５

提出期限

平成３０年９月２６日(火)までに必着のこと。

６

提出方法

提出書類及び返信用封筒(住所、氏名を記入して８２円切手を貼ったもの：長型
３号（120 ㎜×235 ㎜)）１通を角型２号封筒（240 ㎜×332 ㎜）に同封の上、下記
提出先に送付ください。

７

提 出 先

独立行政法人国立病院機構
関東信越グループ 作業療法専門職 宛
〒１５２－００２１ 東京都目黒区東が丘２－５－２３
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－９７９－７０３（医療担当直通）

８

登録有効期間
平成３２年４月１日までとします。

９

そ の 他

①
②
③
④

応募締め切り後に一次選考の受験票を送付します。
提出書類は一切お返し出来ませんのでご了承ください。
天災等で急遽試験の中止や変更がある場合は、国立病院機構関東信越グルー
プのホームページでお知らせします。
ご不明の点は、水曜日に上記直通電話でお問い合わせ下さい。

【次頁に続く】

選考について
１

選 考 日

平成３０年１０月１０日(水)
（時間等については受験票送付時に別途通知いたします。）

２

場

所

独立行政法人国立病院機構研修センター（予定）
（会場名は受験票送付時にお知らせします。）
住所 東京都目黒区東が丘２－５－２８
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－９７９－７０３（医療担当直通）

３

選

考

面接(一人２０分程度の個別面接)

４

選考結果

選考の結果は、平成３０年１１月下旬までに本人宛に通知します。

５

備

①

考

②

返信用封筒(住所、氏名を記入して８２円切手を貼ったもの：長型３号
（120 ㎜×235 ㎜)）１通を当日受付にて提出して下さい。
当日、お車での来場はご遠慮下さい。

国立病院機構 関東信越グループ

職員処遇 （作業療法士）

１．名称・所在地等
独立行政法人 国立病院機構 関東信越グループ
事業所名
代表者
関東信越グループ担当理事
大 島 久 二
http://www.nho-kansin.jp/
ＵＲＬ
〒１５２－００２１ 東京都目黒区東が丘２－５－２３
所在地
ＴＥＬ ０３－５７１２－３１０６
２．事業概要
事業内容：医療業務（病院経営、医療技術者の育成、臨床研究、救急医療、地域医療支援、災害医療救援）
国立病院機構は、平成１６年４月に旧国立病院・国立療養所に変わり独立行政法人として発足した全国に１４１病院のネットワークを持つ、日本最大の
医療グループです。
全国を６つのグループに分けて統括し、数々の重要で国民の関心が高い疾患について、全国的なネットワークを形成して取り組むとともに、地域のニー
ズにあった医療の提供をめざしています。
そのうち関東信越グループでは、１都９県、３２の病院があり、一般診療のほか、結核・感染症・重症心身障害・筋ジストロフィーなどの専門性の高い
分野の医療を担っています。また、急性期型の病院から慢性期・回復期型の病床も有しています。

「独立行政法人国立病院機構の理念」
私たち国立病院機構は、国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上のために、たゆまぬ意識改革を行い、健全な経営のもとに、患者の目線に立って懇
切丁寧に医療を提供し、質の高い臨床研究、教育研修の推進につとめます。

３．勤務地
都道府県

茨 城 県

施設名（所在市町村）

埼 玉 県

水戸医療センター(東茨城郡茨城町)

500

霞ヶ浦医療センター（土浦市）

250

①がん、精神、内分泌・代謝

茨城東病院（那珂郡東海村）

410

①循環器、呼吸器(結核含)、重心

栃木医療センター（宇都宮市）

350

①成育[基幹]、がん ②地域災害拠点病院、地域医療支援病院、病院機能評価認定
病院、附属看護学校等

宇都宮病院（宇都宮市）

370

①がん、神経・筋、成育(小児慢性疾患)、重心、骨・運動器、呼吸器(結核含)、内
分泌・代謝性、肝 ②地域医療支援病院等

高崎総合医療センター（高崎市）

451

①がん、循環器、エイズ ②地域がん拠点病院、地域災害拠点病院、地域医療支援
病院、救急救命センター、地域周産期母子医療センター、病院機能評価認定病院、
附属看護学校等

沼田病院（沼田市）

179

①がん、エイズ

渋川医療センター（渋川市）

450

①がん、呼吸器(結核含)、重心
療支援病院等

西埼玉中央病院（所沢市）

325

①がん、成育、内分泌・代謝、エイズ
支援病院、附属看護学校等

埼玉病院（和光市）

350

①循環器[基幹] ②地域がん拠点病院、地域災害拠点病院、地域医療支援病院、地
域周産期母子医療センター等

東埼玉病院（蓮田市）

532

①神経・筋(筋ジス含)、呼吸器(結核含)、重心、免疫異常(リウマチ) ②重症難病
者入院施設確保事業拠点病院、病院機能評価認定病院等

千葉医療センター（千葉市中央区）

455

①がん、循環器、精神、内分泌・代謝、感覚器
点病院、地域医療支援病院、附属看護学校等

千葉東病院（千葉市中央区）

421

①腎[高度専門]、神経・筋、呼吸器(結核含)、重心
業拠点病院等

下総精神医療センター（千葉市緑区）

435

①精神[基幹]

下志津病院（四街道市）

440

①神経・筋(筋ジス含)、成育、重心

東京医療センター（目黒区）

780

①高度総合医療施設、感覚器[高度専門]、がん[基幹]、循環器、精神、成育、免
疫、腎、内分泌・代謝、血液 ②地域がん拠点病院、重症難病者入院施設確保事業
拠点病院、地域災害拠点病院、臨床研究センター、地域医療支援病院、救命救急セ
ンター、病院機能評価認定病院等

災害医療センター（立川市）

455

①災害医療[基幹] ②地域がん拠点病院、基幹災害拠点病院、地域医療支援病院、
救命救急センター、病院機能評価認定病院等

東京病院（清瀬市）

560

①呼吸器(結核含)[基幹]、肝 ②重症難病者入院施設確保事業拠点病院、地域災害
拠点病院、地域医療支援病院、病院機能評価認定病院等

村山医療センター（武蔵村山市）

303

①骨・運動器[高度専門]、神経・筋[基幹]、長寿医療

横浜医療センター（横浜市戸塚区）

510

①高度総合医療施設、がん、循環器、精神、成育、内分泌・代謝、骨・運動器、
肝、長寿医療 ②地域災害拠点病院、地域周産期母子医療センター、小児医療拠点
病院、地域医療支援病院、救命救急センター、病院機能評価認定病院、附属看護学
校等

久里浜医療センター（横須賀市）

332

①精神(アルコール)[基幹]

箱根病院（小田原市）

199

①神経・筋(筋ジス・脊髄損傷含)

相模原病院（相模原市）

458

①免疫(アレルギー・リウマチ含)[高度専門]、がん、精神、成育
ター、地域医療支援病院等

神奈川病院（秦野市）

370

①成育、呼吸器(結核含)、重心

千 葉 県

東 京 都

②特色）

①がん、循環器、成育 ②地域がん拠点病院、基幹災害拠点病院、地域医療支援病
院、救急救命センター、病院機能評価認定病院、附属看護学校等

栃 木 県

群 馬 県

施設の特徴等（①政策医療

病床数

②地域医療支援病院、病院機能評価認定病院等
②地域医療支援病院、病院機能評価認定病院等

②地域がん拠点病院、地域災害拠点病院、へき地拠点病院等
②地域がん拠点病院、地域災害拠点病院、地域医
②地域周産期母子医療センター、地域医療

②地域がん拠点病院、地域災害拠
②重症難病者入院施設確保事

②医療観察法指定入院医療機関等

②病院機能評価認定病院等

②医療観察法指定入院医療機関等

神奈川県

②地域医療支援病院等

②臨床研究セン

国立病院機構 関東信越グループ
施設名（所在市町村）

都道府県

新 潟 県

山 梨 県

職員処遇 （作業療法士）
施設の特徴等（①政策医療

病床数

②特色）

西新潟中央病院（新潟市）

400

①神経・筋(てんかん含)、呼吸器(結核含)、重心

新潟病院（柏崎市）

350

①神経・筋(筋ジス含)、成育、重心

さいがた医療センター（上越市）

410

①精神、神経・筋、重心

甲府病院（甲府市）

276

①成育、循環器、呼吸器（結核含）、重心

東長野病院（長野市）

213

①重心

まつもと医療センター（松本市）

458

①がん、循環器、重心、結核

信州上田医療センター（上田市）

420

①がん、循環器 ②地域がん診療病院、地域災害拠点病院、地域周産期母子医療セ
ンター、地域医療支援病院、へき地拠点病院、病院機能評価認定病院、附属看護学
校等

小諸高原病院（小諸市）

340

①精神、重心

長 野 県

②地域医療支援病院等

②附属看護学校等

②医療観察法指定入院医療機関等
②地域周産期母子医療センター等

②地域医療支援病院等

②医療観察法指定入院医療機関等

各病院の詳細については、病院毎のホームページをご覧ください。

４．給与等

国立病院機構職員給与規程により次のように支給されます。（平成３０年４月現在）

≪基本給等≫
初任給（基本給）

特殊業務手当

短大・専門学校卒

大学卒

大学院卒

174,200円～

185,400円～

198,000円～

手当種別

手当額

重心・筋ｼﾞｽ・神経筋等

20,800円

結核（理学）・精神

10,400円

実務経験がある場合、経験により基本給に加算
≪手

当≫
手当名

支給要件

通勤手当

交通機関利用者について５５，０００円まで全額支給

住居手当

借家の場合 最高２７，０００円

自動車等の場合は片道２km以上から支給（２，０００円～３１，６００円）

扶養手当

配偶者１３，０００円、子、父母等は１人につき６，５００円

業績手当

（賞与）年２回（６月・１２月）支給

地域手当

基本給、扶養手当、役職手当に加算（０～２０％）

年間４．２ヶ月程度

その他給与規程に基づき支給（超過勤務手当等）

≪昇

給≫
毎年１月１日（昇給額は勤務成績により変動）

５．社会保険等
厚生労働省第二共済組合

６．勤務時間
８：３０～１７：１５

休憩６０分

７．休日・休暇
完全週休二日制 ※病院により変則勤務あり
年次休暇（年間２０日、初年度１５日〔４月採用〕、翌年最大２０日繰越可能）
特別休暇（夏期休暇、結婚休暇、産前産後休暇、病気休暇、介護休暇、忌引等）

８．育児休業・育児短時間制度
あり

９．宿舎
あり（入居の可否は病院毎の入居状況等による）

10．転勤・昇任等
採用後は、関東信越グループ内の国立病院機構の病院で様々な経験をしていただき、各病院の特徴を生かした医療の展開を経験できます。また昇任試験
に合格することで主任以上の役職を目指すこともできます。昇任時には転勤が必須となりますが、それ以外には業務内容や家庭環境なども考慮して調整さ
れます。その他国立高度専門医療研究センター及び国立ハンセン病療養所等関係機関との人事交流が行われる場合もあります。

