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公立大学法人和歌山県立医科大学 

看護職員採用選考試験案内 

 

■試験区分、採用予定数及び職務内容 

試験区分 採用予定数 主な職務内容 

助産師 

100名程度 

附属病院における助産師業務 

看護師 附属病院及び紀北分院における看護師業務 

 

■受験資格 

   次の要件をすべて満たす人 

  １ 昭和３９年４月２日以降に生まれた人 

  ２ 各試験区分についてはそれぞれの資格要件を必要とします。 

試験区分 資格要件 

助産師 
助産師の免許を有する人 

又は、令和６年春の国家試験により免許取得見込みの人 

看護師 
看護師の免許を有する人 

又は、令和６年春の国家試験により免許取得見込みの人 

  ３ 夜間勤務可能な人 

  ４ 以下のいずれかに該当する人は、応募できません。 

    ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 

    ○当法人において、懲戒解雇の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

※ 定年年齢を上限に募集します。（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律施行規則第１条の３第１項第１号） 

※ この試験に合格しても、令和６年春に受験資格に定める免許が取得できなかった場合、採用され

ません。なお、助産師職でこの試験に合格された方が、助産師免許を取得できなかった場合で、看

護師免許を取得している場合は看護師職として採用が可能です。 

 

■採用予定日 

    令和６年４月１日  ※早期採用あり 
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■選考日程 

 会場選考日 書類提出期間〆 適性検査受検〆 

Tekisei  

 

応募方法 

1 ４月22日 (土) ４月４日 (火) ４月13日 (木) 

WEB申込 

 (マイナビ看護学生よりWEBエントリー) 

もしくは 

郵送申込 

(本学HPより様式をダウンロードして郵送) 

2 ５月20日 (土) ４月27日 (木) ５月11日 (木) 

3 ６月17日 (土) ５月31日 (水) ６月８日 (木) 

4 ７月15日 (土) ６月28日 (水) ７月６日 (木) 

5 ８月26日 (土) ８月８日 (火) ８月17日 (木) 
 

※ 定員に達し次第、募集を終了いたします。 

※ マイナビ看護学生からも応募を受け付けています。 

登録している学生は、詳細を以下 URL より確認のうえ、お申込みください。 

（https://nurse.mynavi.jp/student/seminars/detail/7689cd7c1459b84cfb3ecdb0f37efe5f） 

※ 試験は、総合検査（SPI3）・面接を行います。 

※ 複数日程への申込は可能ですが、日程による試験の実施内容に差異はありません。 

 

■提出書類 

 ○ マイナビ看護学生から WEB 申込の場合  

  １ 提出書類 

□ WEB 履歴書 
  

２ 提出先 

マイナビ看護学生（上記 URL に同じ）から選考に予約申込みいただくと、WEB 履歴

書のリンクをお知らせするメールが届きますので、それに沿って手続き願います。 

 

 ○ 本学 HP から郵送申込の場合  

  １ 提出書類 （※ 提出方法等は異なりますが、ご提出いただく内容は WEB 申込と相違ありません。） 

□ 申込書（様式指定）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

□ 自己紹介書（様式指定）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

     ※ 申込書及び自己紹介書は、本学 HP からダウンロードして印刷できます。 

     □ 助産師・看護師免許の写し（既取得者のみ・Ａ４写）   ・・・・・・・・１通 
 

  ２ 提出先 

    〒641-8509 和歌山市紀三井寺８１１－１ 

          公立大学法人和歌山県立医科大学事務局総務課あてに、郵送ください。 

         ※ 郵送は必ず簡易書留等追跡可能な方法とし、封筒の表に「看護職員受験申込み」と朱書して

ください。 

         ※ 持参の場合は、土日祝日を除く午前９時から午後５時まで受付けます。 

https://nurse.mynavi.jp/student/seminars/detail/7689cd7c1459b84cfb3ecdb0f37efe5f
https://nurse.mynavi.jp/student/seminars/detail/7689cd7c1459b84cfb3ecdb0f37efe5f


   

 

公立大学法人 

和歌山県立医科大学 
Wakayama Medical Univ. 

3 

 

■適性検査(SPI)の WEB 受験 

WEB 履歴書または申込書に記入いただいたメールアドレス宛に、書類提出期間締切後３日

以内に性格適性検査（SPI3）の受検案内をお送りします。そこに記載されたURLから、締切

までに適性検査を受検いただきますようお願いいたします。 

当該メールアドレスを定期的にチェックいただくとともに、もし案内メールが届かないよ

うでしたら、お手数ですが事務局総務課人事班まで直接お問い合わせください。 

この適性検査の受検をもって、会場選考日当日の受験資格を得るものとします。 

 

 

■試験場所 

    和歌山県立医科大学 紀三井寺キャンパス（予定） 

（和歌山市紀三井寺８１１－１） 

    ※ 会場、集合時間等、選考についての詳細は応募者に別途通知します。 

 

■合格発表 

    各試験日の翌月中旬頃 

    ※ 受験者全員に文書で通知します。また、本学ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

 

■勤務場所  

      和歌山県立医科大学附属病院    （和歌山市） 

     和歌山県立医科大学附属病院紀北分院（かつらぎ町・看護師のみ） 

    ※ 配属先は、試験（総合検査、面接）の結果等から適性を考慮して決定します。また、採用後に

異動することがあります。 

 

  

※ 適性検査の受検環境として PC が必要となりますのでご留意ください。 

※ 申込書に記載のメールアドレスが誤っていた場合、各案内メールが届きません。 

  以下のような英数字・記号を使用している場合は、判読のために注意書き等のご配慮ください。 

例）「１（数字のイチ）」/「ｌ（アルファベット小文字のエル）」 

「０（数字のゼロ）」/「o（アルファベット小文字のオー）」/「Ｏ（アルファベット大文字のオー）」 

「-（ハイフン）」/「_（アンダーバー）」 

「.（ドット）」/「,（カンマ）」 

※ 期間内に適性検査を受検されなかった場合は、辞退したものとみなします。 
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■労働条件 

      ・給与等（令和４年度実績） 

給与等（例） 大卒：新卒 短大３卒・専門学校３卒：新卒 

準夜勤・深夜勤各４回/月 の場合 
272,103円 

(265,560円) 

262,913円 

(256,619円) 

支給内訳（基本給と主要手当） 

基本給     218,100円      209,800円 

地域手当       11,995円 

      (5,452円) 
      11,539円 

      (5,245円) 

病院看護業務等手当 
（夜間看護業務手当） 

      30,600円       30,600円 

夜勤手当       11,408円       10,974円 

※ カッコ内は紀北分院の場合。 

※ 経験者の方は経験年数が考慮されます。 

※ 夜間看護業務手当は深夜に勤務した場合に支給される特殊勤務手当です。 

※ 上記以外に一定の要件を満たせば扶養手当・住居手当・通勤手当等が、また、勤務時

間外に勤務した場合には超過勤務手当が支給されます。 

       ・賞  与（期末・勤勉手当） 年２回（６月・１２月） 支給割合 県準拠 

      ・昇  給 年１回（４月） 

   ・社会保険 公立学校共済組合、雇用保険等 

      ・勤務時間 １か月単位の変形労働時間制（週平均３８時間４５分） 

                  ８時４５分から１７時３０分（日勤） 

病棟は３交替制勤務、附属病院のみ一部希望者は２交替制勤務 

      ・休  暇 年次休暇、夏季休暇、特別休暇あり 

   ・研  修 新人看護職員臨床研修、 

         クリニカルラダーによる継続教育 等 

   ・試用期間 ６か月（試用期間中の労働条件変更なし） 

   ・そ の 他 看護師寮、院内保育所あり（附属病院） 

    ※ 労働条件等については変更になる場合があります。 
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■問い合わせ先 

  ▼ 採用試験等について      事務局総務課人事班        073-447-2300  (内線)5715  

  ▼ 職務内容等について     附属病院看護部管理室       073-447-2300 (内線)2444 

附属病院紀北分院看護部看護管理室 0736-22-0066 (内線)2261 

 

  ▼ 看護部の理念・概要・研修内容等については看護部のホームページをご参照ください。 

      ・ 附属病院看護部 https://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/nursing_care/index.html 

      ・ 紀北分院看護部 https://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/shinryo/nursing.html 

 

                          （附属病院）     （紀北分院） 

https://www.wakayama-med.ac.jp/hospital/nursing_care/index.html
https://www.wakayama-med.ac.jp/med/bun-in/shinryo/nursing.html

