薬剤師募集

病 院 紹 介

本館

診療科目
診療科目 内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・小児科
新生児内科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科
心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科（人工透析）
産婦人科・救急科・リハビリテーション科・放射線科
歯科口腔外科（インプラントセンター）・病理診断科
臨床検査科

診療案内 透析センター・人間ドック・治験管理

9F

展望風呂
特殊浴室

8F

大会議室 多目的室 医療連携室
診療情報管理室 医療秘書室 図書館

7F

病室/７０１～７２６号室 談話室・食堂
ナースステーション ハイケアユニット病室

6F

病室/６０１～６２６号室 談話室・食堂
ナースステーション ハイケアユニット病室

5F

病室/５０１～５２６号室 談話室・食堂
ナースステーション ハイケアユニット病室

4F

病室/４０１～４２５号室 談話室・食堂
ナースステーション ハイケアユニット病室

3F

管理部門 健診室（人間ドッグ） 会議室
医療安全管理室 厨房 職員食堂 治験管理室

2F

外来診療室 ICU 中央材料室 中央処置室
手術室（4室） 透析センター 外来化学療法室

1F

総合案内 救急外来 透視室 一般検査室 薬局
総合受付 救急外来処置室 特殊撮影室 生理検査室
売店 医療相談室 救命救急室 RI室 内視鏡室
ラウンジ 一般撮影室 CT室 医事課 MRI室
総合リハビリテーションセンター（PT室・OT室・ST室）

病院概要
敷地面積 １３，４５３．３８㎡
（内周産期センター/２，０２８．８０㎡）

建築面積 ６，１１０．１４㎡

コインランドリー

（内周産期センター/１，３９３．２６㎡）

建築延床 １９，５１９．３６㎡
（内周産期センター/２，８４０．１８㎡）
面積

別館

2F

産科病室 小児科病室 手術室 分娩室 授乳室
ナースステーション 配膳室 説明室 談話室

1F

受付 小児科診療室 産婦人科診療室 検査室
内診室 授乳室 救命救急室 カンファレンスルーム

病院建物 本館地上９階、別館地上２階
病床

２２７床

薬局の方針

薬局長あいさつ

病棟で活躍する薬剤師
の基本的な技術と知識を
身につけるための教育を
計画に沿って実施します。

１年目
スタート

年間教育

５月

スケジュール

４月

調剤業務
電子カルテ
取扱研修
朝の勉強会

新人研修
接遇研修
プリセプターシップ導入
（食事会等）

９月
１０月
夜勤業務

１１月

６月
IVHの調整
プリセプター
との食事会

７月

８月

TDM業務

夜勤練習

抗がん剤調整
準備業務

病棟業務
（初回面談業務）

新採用薬剤師
教育研修会

１２月
調剤監査業務

１月

２月
病棟業務
（担当病棟へ配置）

３月

プリセプターシップ
プリセプターシップとは、一人の新人薬剤師（プリセプティ）に一人の先輩薬剤師
（プリセプター）が担当し、一年間を通じてマンツーマンで意図的・段階的・系統的
な指導を行い、新人の能力育成を図る教育方法です。新人薬剤師が深刻なリアリ
ティーショックやカルチャーショックを体験することなく、職業人として自立し職場に
適応できるよう支援します。

２年目以降も薬剤師として
の幅広くかつ専門的な知識・
技術を習得するため多くの
研修会や学会に参加します。

２年目
以降

主な研修会

興味のある研修会に出張で参加でき、様々な専門的な知識や技術を
習得します。

・福岡県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦薬物療法研修会
・福岡県病院薬剤師会 オンコロジー研修会

・福岡県病院薬剤師会 感染制御研修会

学会発表

等

学会に参加することで、最新の薬学情報が収集でき、また他の病院が行って
いる業務を知ることができるためモチベーションのアップに繋がります。

・日本医療薬学会年会
・日本医薬品情報学会 学術大会
・日本環境感染学会 学術集会
・日本腎臓病薬物療法学会

国内・海外研修
【国内研修】
・関東の関連病院
【海外研修】

・アメリカ
・ドイツ
・オーストラリア
・カンボジア

等

１つの病院だけでなく他の病院に見学、研修を行うことは必ず
みなさまのキャリアアップに繋がります。

スタッフの健康やご家族
の幸せを実現するため、
勤務条件・給与待遇に力
をいれています。

勤務条件
勤務時間
0

・
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12 ・ 14 ・ 16 ・ 18 ・ 20 ・ 22 ・ 24

◆ 上記の時間は休憩・仮眠の時間を含みます。
◆ 夜勤業務は月に2回程度になります（夜勤手当有）。1年目の10月ぐらいから始まります。
◆ 残業時間は月に3～4時間程度（残業手当は必ず支給されます!!）。

休日・休暇
【休日】 4週8休制度
【休暇】 リフレッシュ休暇（年間8日：上期5日 下期3日）
有給休暇・半日有給休暇所得制度有
特別休暇 ： 慶弔休暇 産前・産後休暇 婚姻休暇

等

待遇
初任給

¥274,000～ （諸手当含む）

夜勤

1回 ¥9,800～ （月2回程度）

通勤費

¥24,000まで

賞与

年3回 基本給×4.2ヵ月分

昇給

年1回

募集要項
応募資格
試験
試験日時

薬剤師および資格所得見込み者
面接、試験（専門、一般常識）
随時（平成28年度入職希望者については平成27年7月を予定しています。）

応募書類

履歴書

卒業見込者
既 卒 者

提出方法

郵送

成績
証明書

卒業見込
証明書

免許証の
写し

当院では職員のオン・オフを大切
に考えています。様々な福利厚生
でみなさんのプライベートをサポート
します。

充実の厚生施設で明日の英気を

●湯布院ロッジ・露天風呂

当院では保養所等の厚生施設の充実に努めて
います。施設は病院スタッフだけでなく、家族や
大学時代の友達と一緒に利用していただくことも
可能です。仕事の疲れを気の合う人と一緒にリフ
レッシュできるよう支援しています。
●玄海サンセット（プール・サウナ有）

●九重ロッジ

その他の主な福利厚生
職員の健康管理
子育て支援

院内旅行

定期健康診断（年2回）、インフルエンザワクチンの接種、その他にも
職務上必要な健診や予防接種を支援します。

子育てをしながら仕事を続けることができるよう支援します。
◆産前産後休暇 （産前8週間、産後8週間）
◆育児休暇
◆勤務時間の短縮 （満3歳になるまで）

等

毎年、様々な国内・国外の院内旅行が計画されるため、好きなプランを気の
合う職員と選択し旅行することができます。

スポーツクラブ利用補助
野球観戦（ホークス戦）割引
サークル活動

指定のスポーツクラブが月¥1,000で何度も使用できます。
（プール・スタジオ・スーパー銭湯完備）
ホークス戦の観戦が格安料金で。大変人気です♪

野球、ゴルフ、マラソン、ヨガ、写真等

レクレーション活動

プール開き、海水浴、バレーボール大会等

×
プリセプターとプリセプティの二人は、お互いどんな存在？
西村さん いつも気にかけてくれている頼れる先輩です！仕事で困ったり、分からない
ことはすぐに田先生に相談しています！
可愛い後輩です。教えたことをちゃんと吸収してくれるので頼もしいです。
田さん
また頼られる分、自分自身もしっかりしなければと良い刺激になっています。
いつも見てくれている先輩がいるってことは新人にとって心強いよね。じゃあ、
お互いの距離が縮まったと感じたのはどんな時だった？
西村さん
田さん

プリセプターとの食事会です。2人で食事に行くことで、すぐに距離を縮める
ことが出来ました。
食事会は入職から3日目、3週間目、3ヶ月目の3回あるので、その時期に
応じたアドバイスが出来たと思います。

３・３・３の食事会は当院の特徴的な活動だね。
これから入ってくる新人さんに何かメッセージを。
西村さん プリセプターの先生のおかげで、仕事
だけでなく、いろいろな悩みを1人で抱え
込まずに楽しく仕事に取り組むことが
でき、とても助かります。
田さん

新人さんは、最初は緊張したり、失敗することもあると思うけど、全力でフォ
ローするし、なんでも相談にも乗ります！

新人特有の悩みや不安な気持ちは、誰もが経験することなので、安心して働いて
欲しいよね。

がん化学療法担当薬剤師
2010年にがん化学療法
認定薬剤師を取得し、患
者やご家族に対しての服
薬指導、抗がん剤投与管
理・副作用や合併症に対
する指導や相談を受けて
います。（25年目）

院内感染担当薬剤師
感染予防対策の啓蒙や
勉強会活動、抗生剤使用
の監視などを行うととも
に、近隣の医療機関と連
携し、地域における感染
防止対策の向上に取り組
んでいます。（16年目）

褥瘡担当薬剤師

NST担当薬剤師
患者さんのベッドサイドへ
伺って栄養状態のチェック
や栄養療法の適正使用の
チェックを行いながら、相談・
問題点の抽出、副作用・合
併症の発見などを行ってま
す。（9年目）

糖尿病教室担当薬剤師
糖尿病治療は、食事や
運動等を含む患者さんの
自己管理が重要であるた
め、それを患者さんにわ
かりやすく伝え、療養生
活をサポートしています。
（17年目）

褥瘡ケアに関連して患
者さんのQOLの維持、向上
を考え、患者さんの抱え
る問題や悩みを共に解決
できるように支援してい
ます。（6年目）

妊婦・授乳婦担当薬剤師
妊婦の患者さんが安心し
て治療をうけてもらうため、
薬剤の副作用や不安を抱え
る心境に注意を払いながら、
薬の説明や副作用症状の
情報提供の仕方を工夫して
います。（12年目）

現在3歳の息子と1歳の双子がいますが、薬剤師の
数も多いため、休みの希望も通りやすく、子供のイベ
ントにも積極的に参加しています。病棟担当の薬剤師
としてスキルも磨きながら母親としての役割もきっちり
とできる職場です。子供が急に具合が悪くなっても子
育てをしてきた先輩たち（私を含め3人のママさん薬
剤師がいます）が気持ちをわかってくれ、仕事を助け
てくれます。（12年目）

当院は病床数227床に対して20名もの薬剤師が働いており、病棟活動に貢献しています（外来
は院外処方）。また、新入職員のみなさまへの丁寧な指導を行っており、感染制御認定薬剤師
や抗菌化学療法認定薬剤師なども在籍しているため専門的に勉強したい方への環境も充実
しています。

当院の5年以内の新卒薬剤師は14人いますが退職者は3人
（2人は結婚退職）しかおらず、離職率は少ないです。これは
研修・福利厚生等がしっかりしていること、また薬局内の雰囲気
がいいことが考えられ、とても働きやすい環境だと思います。
当薬局では希望者が集まりマラソン大会に参加したり、バドミン
トン大会、食事会や山登りなどの交流を行っています。

遠賀郡水巻町は北九州市に隣接しており、また当院はJR水巻駅（JR折尾駅の隣駅、鹿児島
本線）からも近く3号線沿いに立地しているため、薬剤師20名中12名が北九州市から通勤して
います（八幡西区9人、八幡東区2人、門司区1人）。また福岡市から2人が通勤しています（博多
区1名、東区1名）。そのため休日を充実させたい方も満足できます。

当グループは福岡に7施設、下関に1施設、佐賀に1施設、関東に16施設（東京：7施設、神奈川
：1施設、埼玉：3施設、千葉：3施設、栃木：2施設）の関連病院があります。1施設だけでなく他の
病院への見学や勤務体験を行うことは必ずみなさまのキャリアアップに繋がります。
また、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、カンボジアなどの海外研修も魅力です。

1年目の薬剤師は秋から病棟業務が始まるため、大学で得られた
知識を早期から患者のベッドサイドで活かすことができます。また
当院は北九州医療圏救急搬送件数1位（福岡県4位）の地域に密
着した急性期病院であるため多くの症例を経験することも可能で
す。入社後早期から、患者のベッドサイドでコミュニケーションをと
りながら業務を行うことで、やりがいや責任感を持って仕事ができ
ます。

関連病院・施設一覧
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5

社会医療法人財団池友会

社会医療法人財団池友会

社会医療法人財団池友会

社会医療法人財団池友会

一般社団法人巨樹の会

福岡和白病院

新小文字病院

福岡新水巻病院

新行橋病院

新武雄病院

〒811-0213

福岡市東区和白丘2-2-75
367床（急性期）

〒800-0057

北九州市門司区大里新町2-5
229床（急性期）

遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1
227床（急性期）

〒807-0051

〒824-0026

行橋市道場寺1411
246床（急性期）

〒843-0024

武雄市武雄町富岡12628
135床（急性期）
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8
22
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一般社団法人巨樹の会

香椎丘
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

下関
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

〒813-0002

福岡市東区下原2-24-36
120床（回復期）

社会医療法人財団池友会

山口県下関市今浦町9-6
165床（回復期）

〒750-0064

10

1

7

社会医療法人財団池友会

9
12

福岡和白PET画像
診断ｸﾘﾆｯｸ
〒811-0213

14 17
19
16
13
18
15

福岡市東区和白丘2-2-76
23

7
3 2
1

1

6

4
8

社会医療法人財団池友会

福岡和白総合健診
ｸﾘﾆｯｸ
〒811-0213

一般社団法人巨樹の会

5

新上三川病院
〒329-0611

福岡市東区和白丘2-11-172-11-17

10

9

栃木県河内郡上三川町上三川
2360
209床（急+回復期）
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一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

所沢明生病院

明生
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

宇都宮
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

小金井
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

蒲田
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

〒359-1145

埼玉県所沢市山口5095
50床（急性期）

〒359-1106

埼玉県所沢市東狭山ヶ丘
4-2681-2 111床（回復期）

14

〒321-0982

栃木県宇都宮市御幸ヶ原町
43-2
96床（回復期）

〒184-0013

東京都小金井市前原町1-3-2
220床（回復期）

16

15

〒143-0015

東京都大田区大森西4-14-5
180床（回復期）
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17

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

一般社団法人巨樹の会

赤羽
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

みどり野
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

八千代
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

一般社団法人巨樹の会

松戸
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

千葉みなと
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

〒115-0055

東京都北区赤羽西6-37-12
232床（回復期）

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間
115床（回復期）
2-6-17

19

一般社団法人巨樹の会

原宿
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-26-1
297床（回復期）

〒276-0015

千葉県八千代市米丸1808
83床（回復期）

〒2710-2232

千葉県松戸市和名ヶ谷1009-1
120床（回復期）

21

20

〒260-0024

千葉市中央区中央港1-17-18
120床（回復期）

23

22

一般社団法人巨樹の会

医療法人社団 埼玉巨樹の会 一般社団法人巨樹の会

医療法人社団 緑野会

五反田
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

新久喜総合病院

東京品川病院

〒346-8530

埼玉県久喜市上早見418-1
300床（急+回復期）

江東
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒136-0073

東京都江東区北砂2-23-1
197床（回復期）

〒140-8522 東京都品川区東大井6-3-22

296床(急+回復期)

