
2022 年度東京大学医学部附属病院看護職員募集要項 

【常勤職員（任期付）】 

  

職   名    看護師 ・ 助産師  

 

 

募集人員    約 40名 

育児休業者・修学休職者の代替職員として臨時的に採用  

 ※採用後、希望すれば翌年の【常勤職員】の採用試験（10月頃実施）を受験できます。 

 

 

採 用 日 2022年 4月 1日 

 

 

試用期間   採用された日から 6月間 

 

 

応募資格    1. 2022年 4月に看護師あるいは助産師免許を取得予定の方 

 ※看護師免許を取得できなかった場合、採用内定は取り消しとなります。 

            2. 看護師あるいは助産師免許を有する方 

 

 

就業場所   東京大学医学部附属病院（東京都文京区本郷 7－3－1） 

 

 

所   属   東京大学医学部附属病院 看護部 

 

 

業務内容   医療業務（看護師業務、助産師業務） 

 

 

就業時間   変形労働時間制   週 38時間 45分 

2交代制勤務 

 日勤 8時 00分～16時 45分 

 夜勤 15時 30分～9時 00分 

              （2020年 4月 1日現在） 

 

 

休   日   4週 8休制 

 

 

休   暇   [年次有給休暇] 

            20日間／年 ただし、採用初年（4月から 12月）は 15日間 

            20日間は翌年に繰越し可能 

         [特別休暇] 

            リフレッシュ、結婚、病気、忌引・法事等 

 

加入保険   健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入 

 

 

宿   舎   敷地内ワンルームマンションタイプ、全室個室、冷暖房完備 

          （賃料 25,000円＋共益費 12,000円程度） 

          ※入居には一定の条件があります。 

 

 

ユニフォーム  貸与 



賃 金 等 

【新卒者の場合（2020年 4月実績）】 

 固定給 
主要手当 

（夜勤分） 
合計 備考 

基本給与 
教育研究 

連携手当 

看護師（3年課程卒） 200,700円 39,136円 55,078円 294,914円 

◆固定給は基本給与（俸

給）と教育研究連携手当

の合計金額です。 

◆主要手当は夜勤 5回の

場合の夜間看護手当と夜

勤手当の合計金額です。 

 

看護師（4大卒） 209,800円 40,911円 55,571円 306,282円 

助産師（4大卒） 212,600円 41,457円 55,745円 309,802円 

看護師（大学院修士

課程修了） 
220,700円 43,036円 56,180円 319,916円 

助産師（大学院修士

課程修了） 
223,700円 43,621円 56,354円 323,675円 

 

【実務経験 3年の場合（2020年 4月実績）】 

 固定給 
主要手当 

（夜勤分） 
合計 備考 

基本給与 
教育研究 

連携手当 

看護師（3年課程卒） 219,300円 42,763円 56,093円 318,156円 
◆固定給は基本給与（俸

給）と教育研究連携手当

の合計金額です。 

◆主要手当は夜勤 5回の

場合の夜間看護手当と夜

勤手当の合計金額です。 

看護師（4大卒） 225,200円 43,914円 56,441円 325,555円 

助産師（4大卒） 228,000円 44,460円 56,586円 329,046円 

 

※いずれも 2020年 4月の実績額を示したものになります。 

俸給表等、給与規則の改正があった場合や、１ヶ月当たりの平均所定勤務時間数が年度により異なる

ことにより、基本給与や主要手当の額が変動することがあります。 

※採用前の看護師・助産師の職務経験等によって、固定給が変動することがあります。 

※看護師・助産師のいずれの免許も所有している者が看護師として採用（配属）された場合、 

  固定給は看護師として支払われます。 

※主要手当は夜勤 5回で算定したものです。採用当初で夜勤が少ない場合は金額が異なります。 

  超過勤務手当等、その他手当は含まれていません。 

※昇給 ：年１回 

 

【上記のほか、規則により下記の手当等が別に支給されます。】 

① 住 居 手 当 ：月額 上限 27,000円（55,000円以上のアパート等賃貸の場合は上限額） 

② 通 勤 手 当 ：所属部署の通勤回数に応じて支給 

                    ただし、勤務体制により上記と異なる場合があります。 

③ 超過勤務手当：月毎の実績により支給 

④ 扶 養 手 当 ：扶養親族のある教職員に対して支給 

⑤ 賞      与 ：年 2回（年間約 4.34月分 2020年度実績） 

                  ただし、採用初年度は約 2.84月分となります。 

⑥ 退 職 手 当 ：勤続 6 ヶ月以上の場合に支給 

 

 



採用試験 【常勤職員（任期付）】 

 

日 程 ・会 場 

第1期 採用試験（新卒者・経験者対象） 

応募受付：：2021年 4月 5日（月）～5月 7日（金）17時必着 

2021年 6月 11日（金）・12日（土） 

2021年 6月 18日（金）・19日（土） 

2021年 6月 25日（金）・26日（土） 

◆時 間 ： 8:15～12:00 または 13:00～17：00 

◆会 場 ： 東京大学医学部附属病院  

 

第 2期 採用試験（新卒者・経験者対象） 

＊第 1期の採用予定者数に関わらず、第 2期採用試験を実施します。 

応募受付：2021年 7月 12日（月）～8月 6日（金）17時必着 

2021年 9月 10日（金）・9月 11日（土） 

◆時 間 ： 8:15～12:00 または 13:00～17：00 

◆会 場 ： 東京大学医学部附属病院  

 

 第 3期 採用試験（経験者対象）   

＊第 1期・第 2期の採用予定者数に関わらず、第 3期試験を実施します。 

応募受付：2021年 10月 1日（金）～10月 29日（金）17時必着 

2021年 11月 26日（金） 

◆時 間 ： 8:15～12:00 または 13:00～17：00 

◆会 場 ： 東京大学医学部附属病院  

 

 

選考方法 書類審査・作文・面接（グループ）･ロールプレイング（新卒者のみ） 

           ※採用試験は対面を予定しています。 

 

必要書類 

① 2022年 4月 1日採用願書（当院指定のもの、A4サイズ） 

・願書は当院看護部ホームページからダウンロードして印刷することも可能です。 

・自筆で記入して押印欄にご捺印ください。 

・消すことができるボールペンや鉛筆は使用しないでください。 

・3ヶ月以内に撮影した写真を貼付してください。 

・高等学校卒業以降すべての学歴、職歴について記載してください。 

 

◆2022年 4月に看護師あるいは助産師の免許取得予定者は、下記の書類も準備してください。 

（看護師としての就業経験がない場合も、免許取得予定者と同様の書類が必要です） 

② 成績証明書（A4サイズ） 

・助産師養成機関を卒業見込みの方（看護師としての就業経験者を除く）は、看

護師養成機関のものもご用意ください。 

・卒業証明書・卒業見込み証明書は不要です。 

③ 指導教員からの人物紹介状（A4サイズ、書式自由） 

・最終学校の指導教員により出席状況、学業の取り組み状況、課外活動などに 

ついて記載されたものです。 

・学校の方針で発行できない場合はご相談ください。 

 

 

 

 



 

 

 
自筆願書① 
（当院指定） 

成績証明書② 

最終学歴の教員からの
人物紹介状③ 

（A4版・書式自由） 

免許証(写) 
（A4縮小） 

2022年 4月 
看護師・助産師免許 
取得予定者 

○ 
・看護師養成課程 
・助産師養成課程 
該当するもの 

○  

2022年 4月 
助産師免許取得予定 
看護師免許取得済みの者 

○ 
・看護師養成課程 
・助産師養成課程 

○ 
看護師・保健師の
うち、所有する 
免許全て 

経験者 
（看護師での就業経験があり、
助産師免許取得予定者） 

○ ・助産師養成課程 ○ 
看護師・保健師の
うち、所有する 
免許全て 

経験者 
（看護師・助産師 

就業経験者） 
○   

看護師・助産師・
保健師のうち、 
所有する免許全て 

 

応募方法 以下の書類を必ず、簡易書留またはレターパックにて郵送でご提出ください。 

         直接、持参された書類はお受けできません。 

         応募書類は返却しません。 

※【常勤職員】と【常勤職員（任期付）】の選考対象になります。【常勤職員】以外の採用を
希望しない場合は、自筆願書①の「常勤職員と常勤職員（任期付）の選考について」の
【常勤職員（任期付）】の選考を希望しないに○を付けてください。 

 

応募期限   第 1期： 2021年 5月 7日（金）   17時必着  

 第 2期： 2021年 8月 6日（金）    17時必着    

         第 3期： 2021年 10月 29日（金）  17時必着 

            ※ 応募期限までに届くよう、早めに送付してください。 

※ 応募書類の到着順に受け付けます。 

※ 第 3期は経験者のみです。新卒者は受験できません。 

 

提出先  〒113-8655   東京都文京区本郷 7-3-1 

 東京大学医学部附属病院 看護部事務室 

 

受験票の送付  受験日の 2週間前までには到着するように、郵送いたします。 

下記の日程を過ぎても受験票が届かない場合は、看護部事務室までご連絡ください。 

 第 1期採用試験：2021年 5月 2７日（木） 

 第 2期採用試験：2021年 8月 26日（木） 

    第 3期採用試験：2021年 11月 11日（木） 

 

選考結果 第 1期：6月 11日・12日・18日・19日の採用試験 

                  2021年 6月 28日（月）までに書面にて通知 

              6月 25日・26日の採用試験 

                  2021年 7月 5日（月）までに書面にて通知 

 第 2期： 2021年 9月 21日（火）までに書面にて通知 

   第 3期： 2021年 12月 6日（月）までに書面にて通知 

 

お問い合わせ・各種申し込み   

東京大学医学部附属病院 看護部 事務室 

ホームページ  http://www.h.u-tokyo.ac.jp/nurse 

Email  todainurse-office@umin.net 

電  話   03-5800-6520 (看護部直通)   

平日 8：30～17：00 

                  F A X   03-3813-2336  

 

募集者名称  国立大学法人東京大学 


