
薬剤師 職場紹介 



転　職 ４年目

 ２. 入職（１年目）  ５. 教育（院内外）

　薬剤師　　　

　００　目次

 １. 紹介（病院・薬剤科）  ４. 入職（非常勤）

愛し愛される病院 他職種交流から学ぶ！

設　立 33周年

 ３. 入職（５年目以上）  ６. 施設見学・選考試験

アットホームな職場！
就活生のオンリーワン

になるために！

入　職 ２０年目 採用担当

豊富な知識と思いやり！ 着実なスキルアップ！

入　職 １年目 入　職 ７年目

総務課



職種別 職員数 男性 女性

　薬剤師

　グループ紹介
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人
9

人

薬剤師 348 人
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人
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人
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人
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人
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人

0
人

21

 

【上尾中央医科グループ】 
 

上尾中央医科グループは、関東圏を 

中心とする病院・老健・学校・研究所 など 

からなる関東有数の医療機関グループです。                                                                              

 

＊理 念 ：｢愛し愛される病院・施設｣                                                                                             

＊施 設 ：病院 27、老健 20、学校 3 等                                                                                       

＊総病床数：９，１６７床                                                                                                     

＊総職員数：１６，９９０人（Ｈ28.4現在）                                                                                                          

 ※詳しくは、ホームページをご覧下さい。 

 

【教育・研修】 

（教育）ＡＭＧ学会、ＡＭＧ薬剤師 

（研修）多職種合同研修会（看護・リハ・薬剤 等） 

 

 グループメリットを最大限に活かし、 

 個々の病院では日々の業務に追われる 

 ことで質の高い教育が出来ない場合でも、 

 グループが教育面等もトータルサポート！ 

全グループ総数 

薬剤師 

職員数 

約350名 



　薬剤師

　病院紹介

病  院 

居  宅 

通所リハ 

訪問診療 

訪問看護 

訪問介護 

訪問リハ 

サービス付き      

高齢者向け住宅 

患 者 様 

ご家族様  

【さがみリハビリテーション病院】 
  

 当院は、神奈川県相模原市で 初めて 

 誕生したリハビリ専門病院です。 

 急性期治療後の在宅復帰に向けて、 

 医師・看護・リハスタッフが連携し、 

 「チーム医療」を行っております。 

 また、職員満足度も毎年高い病院に 

 なります。 



  

 さがリハ 

 薬剤師は！？ 
 

 「急性期から在宅への 

  橋渡し役となり、 

  安全・安心な薬物療法 

  を提供し続けます！」 
 



  

 薬剤師が 

 必要な理由は！？ 
 

 「私たち薬剤師は、 

  ”リハビリ病院”で 

 必要とされています！」 



など

資　 格
取得者 認定薬剤師

　ＮＳＴ専門療法士

　感染制御認定薬剤師

　薬剤師

　薬剤科　部署紹介

  

【薬剤科 紹介】 
 リハビリ病院では、私達を求めている！                                                                           

慢性期のリハビリ病院で、薬剤師は様々な形で 

チーム医療に参加しています。そして何よりも 

医師、看護師、リハビリ、栄養士など、他の 

スタッフは、薬剤師の積極的な参加を求めて 

います！                                                                                   

当院では、「服薬指導」、「カンファレンス参

加」を始め、「ＮＳＴ」、安全など積極的に関

与しています。小さな病院ですが、業務の可能

性は無限大です！                                       

『ママさん薬剤師』に対しては、出産後も安心

して働き続けて頂くため、保育室を完備しバッ

クアップ体制を整えています。 

職員満足度 

グループで 

毎年上位！ 



地域の幸福な生活を応援すべく「自立と予防」を 

二本柱に掲げて 医療・福祉の充実を目指します！ 



No.1
　入職を決めたポイント！

① 日・祝日が休みで、当直がない！
② 病院の保育所の利用ができる！
③ １年目から病棟業務ができる！

No.2
　就活に役立つアイテムは？

① 病院の特徴をまとめたメモ帳
② 履歴書のコピー
③ 予備のストッキング

　薬剤師　　　

　２.　入職 （１年目）

【　自己紹介　】 【　1日　業務スケジュール　】 【　週間　業務スケジュール　】

職　   種 ： 薬剤師 8:45 　朝礼 月曜
調剤（内服・注射）、カンファレンス、
入院患者様の持参薬の鑑別  等

役　　 職 ： 一般 9:00
　注射・内服の調剤、病棟業務

火曜

入　　 職 ： 2013年4月 13:00 水曜 　  休日

勤務年数 ： 1年目 － 　昼休み 木曜
調剤（内服・注射）、カンファレンス、
入院患者様の持参薬の鑑別  等

　 カート詰め

17:45 土曜 　 カート詰め、服薬指導、薬剤科内でのカンファレンス

14:00
　カンファレンス、調剤、病棟業務

金曜

　 休日－ 　業務終了（退社） 日曜

”目指す 薬剤師！ ” 



から、開始してもらいます。

No.2  仕事の”やりがい”・”魅力”を教えてください。 No.5 これからやりたい仕事・勉強（資格取得）は？

１年目から病棟業務や服薬指導、カンファレンスや
委員会に出席できるので、とても充実しています。

勉強会に積極的に参加して、研修センターの認定薬剤師
になることです。
また、現在、ＮＳＴの一員として、カンファレンスに出
席しているので、ＮＳＴ専門療法士の資格を取ることで
す。

No.1  現在の仕事の内容を教えてください。 No.4 職場内での教育（先輩指導・部署内勉強会）

・入院患者様の薬の調剤（内服・点滴）
・服薬指導
・入院時の持参薬の鑑別
・病棟薬剤業務（カンファレンス・ＴＤＭ 等）

１年間のスケジュールがしっかりしているので、
それに従って業務が増えていきます。
職員の皆さんが優しく丁寧に教えて下さるので、
とてもありがたいです。

No.3  院内・職場内の同期との交流は？ 　新人の育成（教育）について！

入職後の数日間は、院内の他の職種の方と合同で
研修のため、とても仲良くなれました。
定期的に交流（飲み会）もしています。

薬剤師業務の基礎である”調剤・薬品管理”を
しっかり理解して頂き、そして、一人ですべての
業務を行えるようになって頂きます。病棟業務
は、入職後、半年たってから開始します。そし
て、調剤・薬品管理、病棟業務は、指導薬剤師
が、マンツーマンで教育します！



　３. 入職 （５年目以上）

　就職を決める際に、重要視したポイント！

大規模病院ではないので、カンファレンスなどの業務
以外でも、病棟などの他のセクションとの交流があり
ます。

　学生の頃と今の仕事のイメージの違いは？

昔は、薬剤師の仕事と言えば”調剤”でしたが、今
は”服薬指導”と”病棟業務”がメインです。今後も
色々と変わっていくと思いますが、日々勉強が必要な
のは同じです。

　薬剤師　　　

【　自己紹介　】 【　1日　業務スケジュール　】 【　週間　業務スケジュール　】

職　   種 ： 薬剤師 8:45 朝礼、カンファレンス 月曜

休日

入　　 職 ： 平成6年 13:00 水曜 定期処方箋（打出し配布）

役　　 職 ： 一般職 9:00
病棟業務、服薬指導、調剤、鑑査

火曜

14:00
病棟カンファレンス、病棟業務、調剤
鑑査、記録（日報）、片付け

金曜 配膳カートセット

勤務年数 ： 20年 － 昼休み 木曜

調剤、服薬指導、カンファレンスは、日々行っています。

17:45 土曜 配膳カートセット、薬剤科内でのカンファレンス

－ 退社 その他

”こんな職場だから楽しい” 



No.1  現在の仕事の内容を教えてください。 No.4 　院内での他職種との業務連携は？

・服薬指導（病棟：回復期・療養）
・調剤（内服・外用注射）
・病棟薬剤師業務（持参薬鑑別ＴＤＭ含む）
※調剤以外は、ほぼ病棟にて活動しています。

各種委員会出席、症例検討を行う。
・リハビリ カンファレンス
・退院前カンファレンス
・入院後カンファレンス 等
各種カンファレンスへの出席、それにより、
情報共有を行っています。

服薬指導で、全く薬や治療に興味を示さなかった患者
様が、回を重ねるごとに、心を開いてくださり、服薬
指導中にラウンドしてきた看護師に、私のことを友人
として紹介してくれた時、信頼関係が築けたと思いま
した。

「薬剤科」のため、「病院」のため、「地域」のた
め、「社会」のため、”自分は、病院薬剤師として
何をするべきか？” 考え、「自立して行動できる薬
剤師」を育成します！
薬剤科だけでなく、院内の委員会活動（医療安全・
感染 等）にも積極的に参加し、病院全体を盛り立て
ます！

No.2 　回復期の患者様への取り組みは？ No.5 　これからやりたい仕事・勉強（資格取得）は？

服薬指導、カンファレンスを通して、患者様の退院に
向けての目標設定を他セクションのスタッフと連携し
て行っており、入院中だけでなく、退院後も安全に生
活して頂けるよう取り組んでいます。

セミナー・講習会などに、出来る限り参加し、
知識を吸収していき、認定薬剤師を目指して
勉強し。業務に役立てたいです。

No.3 　仕事で、印象に残る出来事は？ 　入職（5年目以上）の育成（教育）について



　薬剤師　　　

　４. 入職 （非常勤）

　入職を決めたポイント！

３６５日２４時間体制の保育室があること。
月々のシフト希望について、事前相談が可能であるこ
と。

　”前の職場”と”今の職場”との違いは？

調剤薬局（前の職場）と違い、薬剤師としての仕事だ
けに集中する事ができ、他部署の方々やカルテから、
より患者様について把握することができます。

役　　 職 ： パート 8:55 出勤 火曜

【　自己紹介　】 【　1日　業務スケジュール　】 【　週間　業務スケジュール　】

職　   種 ： 薬剤師 8:45 （病院）保育室に子供を預けに 月曜

　週 2日の勤務
入　　 職 ： 平成21年 9:00

調剤業務
水曜

勤務年数 ： 4年 13:00

13:15 （病院）保育室に子供をお迎え 土曜

木曜

13:00 退社 金曜

日曜

”こんな職場だから楽しい ” 



No.2 　仕事の”やりがい”・”魅力”を教えてください。 No.5 　今後の目標を教えてください。

技術力のある先輩薬剤師の方々がいらっしゃるので、
良い目標になります。今後、子供の成長に合わせて、
勤務形態を見直す事が出来るため、自分も勉強できる
環境だと思う職場のため、モチベーションが上がりま
す。

家庭との両立をしながら、仕事についての勉強時間を増
やし、自分ができる仕事を増やしていき、他の薬剤師の
方々の負担を減らす事が出来るよう努力したいです。

No.1 　現在の仕事内容を教えてください。 No.4 　職場内での教育（先輩指導・部署内勉強会）

調剤業務。勤務時間内は、ほぼ調剤室にいます。
主に、定時薬（粉砕や散剤 等）の調剤をしています
が、場合によっては、臨時薬・定時注射薬の調剤をす
る時もあります。

内服薬・外用薬・注射調剤について
カルテの読み方・服薬指導について
を教えて頂きながら、日々業務に取り組んでいます。

No.3 　入職後、病院内（職場）での思い出は？ 　非常勤の方の育成（教育）について

入職時、出産・育児でのブランクがあり、年齢も30歳半
ば。しかも前職で勤務経験のあった調剤薬局から、病院へ
の再就職のため、業務内容の違いに自分自身の実力の無さ
を痛感しました。
しかし、そんな時、一回り近く若い先輩が忙しい中でも、
丁寧にご指導くださった事で、今でも勤務が続けられてい
ると思います。

非常勤の薬剤師は、お子様がいらしゃる
”ママさん薬剤師”です！
仕事と家庭のバランスをうまく取りながら、業務
を行ってもらいます。現在は、調剤業務を中心に
一から丁寧に教育する様にしています。



　５. 教育 （院内外）

　どういう点について、重要視していますか？

患者さんの薬物療法に対する不安を少しでも取り除い
てあげたい等、臨床に対する”熱い思い”は、大歓迎
ですい。

　院内での勉強会への取組み！

薬剤科から他職種への勉強会はもちろん、他職種の勉
強会にも参加させてもらっているので、「スキルミッ
クス」も可能です。

　薬剤師　　　

【　自己紹介　】 【　週間　業務スケジュール　】 【　年間　業務スケジュール　】

職　   種 ： 薬剤師 月曜  定時調剤鑑査 4・5月  「調剤」・「薬品管理」・「配薬セット」・　「点滴調剤」

 「病棟薬品チェック」・「問合せ対応」・「持参薬鑑別」

入　　 職 ： 平成19年 水曜 8・9月  「委員会活動」・「総括」

役　　 職 ： 主任 火曜  定時調剤鑑査、ＴＤＭ 6・7月

 「鑑査」・「服薬指導」・「退院処理」・「入院時指導」

出 身 校 ： 明治薬科大学 金曜  定時調剤鑑査、ＴＤＭ、配薬セット 12・1月  「ＤＩ誌」作成、「病棟カンファ」出席

勤務年数 ： 7年目 木曜  ＮＳＴ会議 10・11月

 「ＴＤＭ業務」・「症例検討資料」作成

その他  臨時調剤鑑査、点滴調剤鑑査、服薬指導は、毎日 その他  定期的にテストを実施、半年で鑑査テスト

土曜  定時調剤鑑査、配薬セット、薬剤科ミーティング 2・3月

”学んだ事を医療に！ ” 



No.2 　職員指導・勉強会にて気を付けていることは？ No.5 　外部研修（学会・研修会・勉強会）

他の職員・新入職員が聞いても分かるような説明を心
掛けています。難しい内容を分かり易く説明するため
には、深い理解が必要です。自身の成長にもつながり
ます。
最近では、職員間での意識の向上を実感しています。

学会・研修会にも可能な限り、積極的に参加していま
す。新人薬剤師として、まず、薬剤師研修センターの認
定取得を目指して頑張っていただきます。
おすすめの研修会等も紹介しています。

No.1 　教育担当の内容を教えてください。 No.4 　職場内での教育（先輩指導・部署内勉強会）

スケジュール作成 ： 実感を持って成長していけるよう作成。
調剤・薬品管理 ：特に基本業務特に重点を置いてます。
服薬指導 ： マンツーマンでしかっかりと臨床力を教えます！
ＴＤＭ ： 作業としてでなく、薬剤師のアプローチ方法を重
視。

基本的には、全員参加型の業務スタイルなので、中途で
あっても積極的に勉強会参加をして頂きます。

No.3 　職場内での教育（先輩指導・部署内勉強会） 　薬剤師の育成（教育）について

定期的な新薬等の勉強会の他に、薬剤科内でも「症例
検討会」を行っています。先輩薬剤師と一緒に”実際
の臨床での考え方”、”病棟でのアプローチの方法”
等を直接学ぶ事が出来ます。

特に、新人薬剤師の教育プランは、教育担当薬剤
師が中心となって作成します。
更に、医療スタッフの知識向上のため、医薬品安
全管理 勉強会を年一回開催し、チーム医療の中
心となって活動もしています。



【院内】新入職員研修 【院内】新入職員研修 【院内】新入職員研修 

「急変時の初期対応」 
  

看護師（教育担当）の指導に基づき、 

急変時の初期対応を全員で経験します。 

① 職員スタッフの応援と指示出し 
  ＊スタッフ応援（院内コール）・救急カート・ストレチャー 等 

② 脈拍の確認・呼吸の確認 

③ 心肺蘇生・ＡＥＤ 

「食形態（病院食の体験）」 
  

言語聴覚士（ＳＴ）による食形態を体験。 

患者様がどの様な物を食べられ、触感、 

味、食べる時の態勢、食べさせ方、誤嚥 

の仕組み 等を指導のもと体験します。 

 ・食事：一口大、みじん、ペースト、ゼリー 

 ・飲物：水・お茶 ＊とろみ（1、1/2、1/4、0） 

「酸素ボンベの対応」 
  

看護師（教育担当）の指導に基づき、 

酸素ボンベの酸素の取扱いを体験します。 

リハビリ中に、酸素量が変わってしまい、 

正しい酸素量に戻すための、練習。 

また、酸素マスクをつけて、酸素をが 

どのように感じるのかを実際に体験。 



「接遇マナー研修」 

「多職種との連携と理解」 

【院内】新人研修 

【院内】部署別研修 

【院内】新人研修 【院内】新人研修 

「拘束器具体験」 
  

看護師・リハビリ（教育担当）の指導に 

基づき、拘束器具を全員で経験します。 

・ ベットの拘束器具の体験 

・ 車椅子の拘束器具の体験 

「オムツ体験」 
  

外部の方によるオムツの機能・給水説明。 

オムツを利用される患者様がどの様な 

状態で生活をされるのかを体験します。 

 ・ベット上でのオムツ体験 



感染

「院内勉強会（外部講師）」 
  

 当院では、外部講師の方をお招きして勉強会も 

 開催しております！ 
   

 この日のテーマは「感染対策勉強会」 
  

 医療法人五星会 菊名記念病院 

 感染制御部 感染制御実践看護師 

 森山 由紀 様 （※詳細は↓URLをご覧ください） 
  

  http://www.kmh.or.jp/about/kansen.html 

  

  

感染対策 

勉 強 会 

学会・研修・院内勉強会 風景 

院内勉強会（感染症） 



　「院内勉強会」 ・ 「カンファレンス」 風景

 

今回 ご紹介する 院内勉強会 

「 感染症対策 について 」 
  

 講    師   ： 外部講師  

 参加人数   ： 70人（参加希望制） 

 勉強会時間 ： 1時間 

 勉強会内容 ： 「ノロウイルス・インフル 

               エンザウイルス対策」 
  

 【 外部講師の紹介 】    

   菊名記念病院 感染制御実践看護師 

   森山さん 

 

今回 ご紹介する 院内勉強会 

「 多職種共同勉強会 について 」 
  

 講    師   ： 岡添薬局長  

 参加人数   ： 約15人（多職種） 

 勉強会時間 ： 1時間 

 勉強会内容 ： 薬効別 

           （下剤・降圧剤 等） 
             薬剤についての 

             基礎知識の提供 
  

 ※ 薬局長による職員による 

   院内勉強会での風景 

 

今回 ご紹介する Ｄｒカンファ 

「 患者様の退院に向けて 」 
  

 対 象  ： 多職種 （医師・看護・薬剤 等）  

 人 数 ： 8人程度 

 時 間 ： 1時間 

 内 容 ： 現状・退院に向けて 等 
  

 ※ 多職種が現状～退院（3ヶ月）に 

   向けて、医師・薬剤師・看護師・ 

   リハビリ・看護助手・管理栄養士等が 

   集まり、今後についての情報共有 



快適環境 

から始める 

新生活！ 

職員寮（単身者用） 



保育室の利用が 

出来ます！ 
（常勤・パートでも） 



　薬剤師　　　

　０６　施設見学・選考試験

　施設見学の日程 　選考試験の日程

３月 １０：００ １名 完全予約制 ４月 １０：００

定員 備考施設見学日 時間 定員 備考 選考試験日 時間

４月 １０：００ １名 完全予約制 ５月 １０：００

／ 完全予約制

　就職説明会の案内 　就活ＰＲ

５月 １０：００ １名 完全予約制 ６月 １０：００ ／ 完全予約制

／ 完全予約制

上尾中央医科グループが主催の
”薬学生就職説明会” 開催予定！
東京会場ですがお時間のある方は、
是非、足を運んでください！！

薬学生の就活情報誌”ＧＵＰＰＹ（グッピー）

2015新卒用”に当院が紹介されています！
皆さんの就活にも役立つポイントを
ご紹介していますので、是非、
チェックして見てくださいね！

 日 時 ： 平成29年3月26日（日）11：00～15：00

 会 場 ： 東京ビックサイト 会議室 6Ｆ

＊上記意外にも予定しております。ホームページをご確認ください。 ＊選考試験は、1次（病院）・2次（グループ本部）にて行われます。



　薬剤師　　　

　０0　お問い合わせ先

　就職説明会 　病院紹介（グループ・業務内容・選考試験など） 　所属長や先輩による”生の声”を聞いてください。

　施設見学 　病院見学・求人説明（福利厚生の説明） 　直接、病院の雰囲気や働く職員を感じてください。

当院では、業務内容などを十分に理解して頂けるように、下記内容にて案内をしています。

みなさんが足を運んで頂ける際に、同じ内容にならないようにしています。

じっくり考えて頂き、選考試験に応募していただけることを願っています。

　ホームページ 　職員紹介（新人・中途・教育など）・求人票 　まずは、どんな病院（業務・先輩・教育）を知ってください。

などの質問にお答えいたします。 などの質問にお答えいたします。

　連絡先 ： 薬剤科　岡添薬局長（おかぞえ） 　担当者 ： 総務課　橋本・三留（みとめ）

　選考試験 　選考試験（書類選考・第一試験 ・ 第二試験） 　いよいよ病院薬剤師としての一歩を踏み出しましょう！

薬剤科 総務課

”業務内容での質問”・”教育・研修の詳細” ”施設見学予約”・”選考試験”・”求人情報”

　連絡先 ： ０４２－７７３－３２１１ 　連絡先 ： ０４２－７７３－３２１３

　ｍａｉｌ ： cds310＠crest.ocn.ne.jp 　ｍａｉｌ ： m-hashimoto@sagami-rh.or.jp


