
 
令和２年度 佐世保市総合医療センター 

助産師・看護師・宇久診療所看護師 

採用試験案内 [経験者：随時募集分] 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 総務課 

〒857-8511 佐世保市平瀬町９番地３   TEL 0956-24-1515 内線6274 

http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/ 

 

○申込受付期間  令和2年6月 ～ 随時  ※土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く 8:30～17:15 

○試 験 日  申込者とスケジュール調整のうえ実施 

○試 験 会 場  佐世保市総合医療センター（佐世保市平瀬町９番地３）  

 

１ 試験職種・受験資格・採用予定人員・職務内容 

試験職種 受 験 資 格 
採用予

定人員 
職 務 内 容 等 

助産師 

看護師 

経験者１ 
昭和５５年４月２日以降に生まれ、助産師または

看護師の免許を持つ人 

１０名 

程度 

外来診療科や、病棟におけ

る看護業務（宇久診療所・

黒島診療所での勤務を含

みます。） 

経験者２ 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、助産師または

看護師の免許を持ち、助産師、看護師または准看

護師として５年以上の勤務経験がある人 

経験者３ 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、助産師または

看護師の免許を持ち、国立がん研究センターがん

対策情報センターによる「相談支援センター相談

員研修・基礎研修」(1)～(3)を修了した人 

宇久診療所 

看護師 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、助産師又は看

護師の免許を持つ人 
若干名 

宇久診療所における外来・

入院に係る看護業務 

（本院への異動もあります） 

 ※【助産師・看護師－経験者２の勤務経験について】 

・受験資格に必要な実務経験年数の期間は令和2年 4月 1日を基準とします。 

・勤務経験については、雇用形態は問いません（非正規雇用でも可） 

・実務経験が複数の場合は通算することができますが、同一期間内に複数の業務に従事した場合は、いずれか一方のみの

実務経験によります。 

・最終合格後、受験資格の確認のため、職歴証明書を提出していただきます。受験資格が確認できなかった場合は合格を取

り消します。 

・採用後に受験資格に不正が判明した場合には、解雇となることがあります。 

 

※自分の受験資格に疑問がある場合は、佐世保市総合医療センター総務課へお問い合わせください。 

 

※受験資格 次の(1)から(2)までの要件を満たす人 

 (1) 下記のいずれにも該当しない人 

① 成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む） 

② 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 

③ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した人 

(2) それぞれの試験職種区分の受験資格に該当する人 

  



２ 試験の内容 

試験種目 試 験 内 容 試験時間 

論文試験 論文試験テーマは当日発表（800～1,000字程度） 60分 

面接試験 個別面接試験 当日通知 

※ 試験当日は、受験票（※申込後に交付）、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴムを持参してください。 

※ 論文試験については、予め記述したものの提出や、下書きの転写・参考書等の参照は認められません。 

 

３ 試験の日時等 

日  時 場  所 試験の結果 

令和 2年 6月～ 随時 

（申込者とスケジュール調整のうえ実施） 

例）①論 文 試 験  10：00～11：00 

②面 接 試 験  11:00～ 

佐世保市平瀬町９番地３ 

 

佐世保市総合医療センター 

試験の結果については、試験

後１ヶ月以内に、受験者全員

に文書で通知します。 

 

４ 採用・給与・勤務体制など 

採  用 

・この試験の最終合格者は採用候補者名簿（2022年 3月 31日まで有効）に登録します。 

・この名簿からの採用は、原則として令和2年8月1日以降となりますが、欠員の状況により、それ以前に

採用することがあります。 

・受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、申込書等に記載漏れや不実記載が

あった場合は、試験に合格しても合格を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

身分 

給与/手当 

勤務体制 

など 

身分については、地方独立行政法人 佐世保市総合医療センターの正規職員となります。 

  

給   与： ❖短大３卒の 1年目モデル 月額263,000円程度 （基本給等 200,200円） 

❖大卒1年目モデル      月額 273,000円程度 （基本給等 209,400円） 

        上記月額は基本給・初任給調整手当・実績による夜勤手当・住居手当等の合計平均額です。 

        （基本給は学歴・職歴に応じ加算されます。ただし、卒業（見込）証明書・職歴証明書等により

証明をしていただきます。） 

 

昇 給：年１回 

賞 与：年２回（６月、１２月）…年間4.50月分（Ｒ元年度実績） 

各種手当： 住居手当、扶養手当、通勤手当、時間外・休日勤務手当、夜勤手当、特殊勤務手当、 

日当直手当、業績手当などが規程により支給されます。 

 ※宇久診療所勤務の場合、特地勤務手当{（基本給+扶養手当）×８％}等、離島勤務に係る手当が 

毎月、別途支給されます。 

 

勤務体制： 配置部署よって、下記の勤務体制となります。 

       【佐世保市総合医療センター】 

          3交替制 （日勤／8:30～17:15 準夜／16:30～翌日 1:15 深夜／0:30～9:15） 

          2交替制 （日勤／8:30～17:15 長日勤／8:30～19:00 夜勤／18:30～翌日 9:15） 

       【佐世保市総合医療センター 宇久診療所】 

          2交替制 （日勤／8:30～17:15  夜勤／16:30～翌日10:00） 



５ 試験案内・申込書の配布場所、郵送による請求方法 

試験案内等

の配布場所 

試験案内及び申込書は、佐世保市総合医療センターで配布します。 

※受験申込書については、佐世保市総合医療センターのホームページからダウンロードすることも 

できます。 

 

佐世保市総合医療センター ホームページ http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/ 採用情報 

郵送による 

請求方法 

郵送で請求する場合は、返信用封筒（角型２号の封筒［Ａ４サイズの書類が入る程度］に１２０円切手を

貼付し、あなたの宛先を明記したもの）を同封し、往信用封筒の表に「試験案内請求」と朱書し、佐世保

市総合医療センター 総務課 宛に郵送してください。なお、往信用封筒の裏にも住所・氏名を記入してく

ださい。 

 

 

６ 受験申込 

  申込書に必要事項を記入し、指定の写真を貼付の上、必要に応じ添付書類を添えて、受付場所へ持参または郵送により提出

し、受験票を受領してください。 

 

 

 

７ 申込書に添えて提出する書類 

 

  

受付期間 
令和 2年 6月 ～ 随時 8:30～17:15［※土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く］ 

※郵送可 

受付場所 佐世保市総合医療センター 総務課  〒857-8511  佐世保市平瀬町９番地３ 

郵送による 

申 込方 法 

郵送で申し込む場合は、受験票を返送するため、返信用封筒（長形３号の封筒［横 120㎜×縦 235㎜

程度］に８２円切手を貼付し、あなたの宛先を明記したもの）を同封し、往信用封筒の表に 「試験申

込書在中」と朱書 し、佐世保市総合医療センター 総務課 宛に郵送してください。 

資格免許証

等 の写 し 
免許証をＡ４サイズに複写し、申込書に添付して提出してください。 

成績証明書 看護資格養成学校より取得し、提出してください。 

http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/


【試験会場案内図】： 佐世保市総合医療センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○佐世保市総合医療センターの概要 
【病床数】 ５９４床（一般病床５７０床・結核病床２０床・感染症病床４床） 

 

【診療科】（３１診療科） 

内科系診療部  

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、血液内科、腎臓内科、 

糖尿病・内分泌内科、臨床検査科、リウマチ科、緩和ケア内科 

外科系診療部  

外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、リハビリテーション科、泌尿器科 

脳神経外科、心臓血管外科 

母性小児系診療部 

小児科、産婦人科 

皮膚感覚器系診療部 

形成外科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科 

総合系診療部 

放射線科、麻酔科、歯科、病理診断科、救急集中治療科 

 

【 特 色 】○救命救急センター（長崎県北部地域３次救急病院） ○地域災害拠点病院 

○地域医療支援病院               ○ＤＭＡＴ指定病院 

○エイズ治療の拠点病院             ○臨床研修指定病院 

○地域がん診療拠点病院 

○病院機能評価（財団法人日本医療機能評価機構）３rdＧ・Ｖｅｒ1.1認定病院 
 

２次救急、救命救急センター（３次救急）、エイズ拠点病院、災害拠点病院などの指定を受け、長崎県北部における地域医

療サービスの中核病院として大きな役割を担っています。 

 

佐世保駅から佐世保市総合医療
センターまで 
 
●西肥（さいひ）バス 

JR 佐世保駅前の西肥バス停留
所で、①大野行き又は柚木行き
のいずれかに乗車し、「松浦町
中央公園口」下車、徒歩５分 
②相浦、日野、鹿子前方面のバ
スに乗車し、「佐世保市総合医
療センター入口」下車、徒歩1分 

  
●松浦鉄道（ＭＲ） 
  「ＭＲ佐世保中央駅」下車、 
徒歩10分 
 

●タクシー 
JR 佐世保駅前から乗車して約
10分 

 
※可能な限り公共の交通機関でご
来場ください。 
※自家用車でご来場の場合は、有
料駐車場がございます。 

バス停 

佐世保市総合医療 

センター入口 

佐
世
保
川  

佐世保市 

総合医療 

センター 

 


