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地方独立行政法人 神戸市民病院機構  職員募集 

〔薬剤師〕採用選考 
 

2022年４月 12日 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 

法人本部総務課職員係 

 

 

１． 選考職種及び採用予定数 

試験職種 採用予定人数 勤務場所 

薬剤師 数名 

神戸市立医療センター中央市民病院 

神戸市立医療センター西市民病院 

神戸市立西神戸医療センター 

神戸市立神戸アイセンター病院 

 

 

【求める人材について】 

神戸市民病院機構は、地域医療の中核を担う病院として、救急医療や高度専門医療をはじめとした質

の高い医療の提供に努め、市民の生命と健康を守るという市民病院としての使命を果たしています。昨

今の医療業界は目まぐるしい変革の時代を迎えていますが、これらに果敢に対応するとともに、さらに

質の高い医療の提供や患者サービスの向上に向けて取り組める職員を募集します。 

様々な立場の人とコミュニケーションが取れる人、柔軟な発想ができる人、新たなことに挑戦できる

人、そして、市民の生命と健康を守るという使命感に溢れる人を求めています。 

これからの「地方独立行政法人 神戸市民病院機構」で、薬の専門家としてチーム医療に参画しませ

んか。 

 

 

２． 採用予定日 

2023年 4月 1日（採用時にフルタイム勤務必須） ※2022年度途中採用は応相談 

 

 

３． 病院見学会 

≪中央市民病院・神戸アイセンター病院≫ 

日  時 
オンライン見学：毎月 第２木曜日 (9:30 - 11:30) 

来院見学   ：毎月 第３木曜日 (9:00 - 11:40) 

集合場所 中央市民病院本館 1階正面入り口 

応募方法 

メール受付（希望する見学日の 14日前までにお申し込みください。） 

※見学会をお申し込みの方は、c_pharm-publicity@kcho.jp（件名は、【見学申込】

としてください。） までメールを送信してください。 

※お申し込みの際は、メール本文に必ず 1．氏名（フリガナ）、2．性別、3．大学名、

学年、4．希望の日程（第 2 希望までお知らせください）をご記載ください。 

 

※その他、ご不明な点などございましたら、 

中央市民病院薬剤部 広報・見学プロジェクト 田村（TEL（078）302－4321）まで 

お問い合わせください。 

 

【２０２３年度採用職員 選考案内】 
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≪西市民病院≫ 

日  時 2022年 5月 16日（月）、5月 17 日（火）、5月 19 日（木）14：00～16：00 

集合場所 西市民病院 北館 1階 「おくすり渡し窓口」前 

応募方法 

メール受付 

※見学会をお申し込みの方は、中浴（nakasako@kcho.jp）までメール送信してくだ

さい。メール本文に 1．氏名（フリガナ）、2．性別、3.大学名・学年、希望の日程（第

2 希望までお知らせください）をご記載ください。 

※その他、ご不明な点などございましたら西市民病院 薬剤部 中浴（なかさこ）

TEL(078)-576-5251 までお問合せください。なお、コロナウイルス感染状況によりオ

ンライン見学となる場合があります。 

 

 

   ≪西神戸医療センター≫ 

日  時 随時 

集合場所 西神戸医療センター2階薬剤部窓口 

応募方法 

メール受付 

※見学会をお申し込みの方は、奥野（akihiro_okuno@kcho.jp）（件名は、【見学申込】

としてください。）までメールを送信してください。 

※お申し込みの際は、メール本文に必ず 1．氏名（フリガナ）、2．性別、3．大学名、

学年、4．希望の日程（第 2 希望までお知らせください）をご記載ください。 

※その他、ご不明な点などございましたら、西神戸医療センター薬剤部 奥野（TEL

（078）997－2200）までお問い合わせください。 

 

 

４． 受験資格（選考区分Ａまたは選考区分Ｂのいずれかを選択。両方は不可。） 

選考区分Ａ 
昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有する人又は 2023 年度当初

までに免許を取得する見込みの人 （※薬剤師レジデントとの併願可） 

選考区分Ｂ 

採用日時点で、下記(1)(2)をいずれも満たす人 

(1)薬剤師としての勤務経験が直近 10 年間で 3年以上ある人又は見込みの人 

(2)60 歳未満の人（昭和 38年 4月 2 日以降に生まれた人） 

備考 

※ただし、次のいずれかに該当する人は選考を受けることができません。 

・成年被後見人又は被保佐人 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又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 

・日本国憲法施行の日以後において、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 

・外国籍の人で永住者等の日本国内における活動に制限のない在留資格を保有しな

い人 
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５． 待 遇（2022年 4月 1日現在） 

初任給月額 

大学卒（４年制卒）の場合で 214,592 円を予定。 

大学卒（６年制卒）の場合で 235,760 円を予定。 

※職務経歴等のある場合は、一定の基準で加算されます。 

４年制大学卒後正規の病院実務経験８年(年齢 30 歳)の場合で 257,152円、 

６年制大学卒後正規の病院実務経験６年(年齢 30 歳)の場合で 266,000円を予定。 

その他手当 期末・勤勉手当（賞与）、扶養手当、住居手当、通勤手当など 

休日休暇 
週休２日制、年次休暇（20日）、リフレッシュ休暇（５日）、結婚休暇、 

誕生日休暇、産前産後休暇、忌服休暇など ※当直勤務有 

社会保険 神戸市職員共済組合、雇用保険 

 

 

６． 選考の方法 

選 考 日 時・場 所 
選考 

区分 
選考科目 内 容 

第１次 

2022 年 6 月 5 日（日） 

会場：神戸市内（未定） 

※WEBエントリー時に、試験会場を公開予定

詳細は別途お知らせいたします。 

Ａ 

専 門 
専門的知識について出題 

（１時間 30 分） 

教 養 
一般教養について出題 

（２時間） 

Ｂ 専 門 
専門的知識について出題 

（１時間 30 分） 

第２次 

2022 年７月中旬～下旬 

会場：神戸市内（未定） 

詳細は、第 1次選考合格者に通知 

※WEB 面接になる可能性があります。 

Ａ・Ｂ 

共 通 
口頭試問 個別面接により行います 

※特別な事情がない場合は、試験開始後の入室は認めません。 

※各選考の結果は、受験者全員に文書で通知します。 

※実施予定の選考日に「災害・天候不良・交通機関の混乱・その他の事情」により選考の中止及

び実施日の変更、または時間・会場の変更等の場合があります。 

※上記状況により当日の実施についての案内がある場合は、選考日前日の 18時までに当機構ホー

ムページ（http://www.kcho.jp/）にてご案内させていただきますので、各自でご確認ください。 

※選考日前日の 18 時時点で選考に関する案内がない場合は、予定通り実施します。 

※選考内容・日程・会場については変更になる可能性があります。 

 

 

７． 申込方法 

(1) 申込方法 

WEBエントリーでの申込となります。 

当機構ホームページ上で（http://www.kcho.jp/）でエントリーを開始する際に、詳細のエント

リー方法についても公開予定です。 

 

   (2)WEBエントリー開始日      

2022 年 4 月 20 日（水） 

WEBエントリーURL： 

https://www.career-cloud.asia/23/form/entryb/index/d64a8518032c7d7c3f53a2f9b465d7e0 

 

http://www.kcho.jp/
http://www.kcho.jp/
https://www.career-cloud.asia/23/form/entryb/index/d64a8518032c7d7c3f53a2f9b465d7e0
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(3)WEBエントリー締切日 

2022 年 5 月 20 日（金）【厳守】 

 

８． 新型コロナウイルスへの対策について 

神戸市民病院機構採用試験の実施にあたっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、

各種の対策を講じて運営を行います。 

受験者の皆様におかれましても、感染拡大の防止の観点から以下の点に留意してください。 

平素より、手洗い・うがいの励行や外出時のマスク着用などを徹底していただくとともに、体調管

理について十分注意してください。 

 

【試験当日の留意点】 

 

〇試験室の換気を行います。試験中にも、窓やドアなどを適宜開閉しますので、室温の高低に対応

できるよう服装に注意してください。 

〇感染拡大防止のため、必ずマスクを着用してください。 

〇試験会場入口などにアルコール消毒薬を設置します。手指のこまめな消毒にご協力ください。 

〇試験当日は、それぞれの試験室で係員の指示に従って行動していただくとともに、体調がすぐれ 

ない場合は速やかに係員にお知らせください。 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程や試験内容に変更が出る場合がございます。 

変更があれば、当機構 HP にて通知させていただきますので、随時ご確認ください。 

 

 

 

９． 申込書提出先・問い合わせ先 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 法人本部総務課職員係 コメディカル職員採用担当 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 2丁目 2番地 中央市民病院南館 3階 

℡（078）940－0381（ダイヤルイン） ホームページ：http://www.kcho.jp/ 

 

 

http://www.kcho.jp/

