


安心・安全を提供し、信頼を築く。

迅速　 正確　 丁寧　 思いやり
薬剤部のモットー

薬剤部の理念 薬剤部長あいさつ
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Build Trust.
Pharmaceutical Department

私たちは、患者さんを中心として、
薬の有効性と安全性を確保するため、
医療チームの一員として、薬剤師職能を
発揮することにより、薬の適正使用に貢献します。

荻野 清子薬剤部長

　薬剤部では、調剤・注射薬払出業務を基本に、抗がん剤調製業務や無菌製剤業務、また
入院予定患者さんを対象とした入院サポートセンター業務から入院中の患者さんを対象と
した薬剤管理指導業務及び病棟薬剤業務、更に医薬品情報管理（DI）業務・治験業務など
様々な業務を行っております。薬剤部には薬剤師以外に看護師・嘱託職員・事務パートが在
籍しており、薬剤師が専門性を必要とする業務に力を発揮できるよう協同しながら業務を
行っています。
　病院内では多職種のスタッフが力を合わせて患者さんの治療にあたっており、薬剤師も
感染制御、がん化学療法、緩和、栄養管理、糖尿病、褥瘡等各種チームに参加し、チーム医
療の一員として効果的な薬物療法の提案や安全確保が行えるよう、薬の適正使用のために
日々研鑽に努めています。
　今後、療養の場が病院内から地域へ拡がる中、よりよい薬物療法を提供できるよう地域
の医療従事者の方々とも連携を取りながら、地域医療に貢献できる薬剤師を育成していき
たいと考えております。



薬剤師は多様な業務を行っています。
［主な業務内容］

調剤業務

　当院は原則として外来処方箋は”院外処方”となります。調剤
業務では、オーダリングシステムが導入されており医師が電子
カルテに入力した内容が処方箋として、直接薬剤部で出力され
るようになっています。多くの薬を服用している患者さんには１
回に服用する薬をまとめたり（一包化）、錠剤を服用するのが困
難な場合は医師に相談し、粉薬に変更するなど、患者さん一人
ひとりに合わせて様々な工夫をし、お薬の重複や相互作用（一
緒に内服すると何らかの支障が想定される組み合わせ）等の鑑
査をしています。散剤・水剤の自動鑑査システムの導入、院内の
医療安全対策委員会などの報告をもとに対策を検討するなど、
調剤過誤防止のため日夜頑張っています。
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01 　ベッドサイドでの服薬指導や副作用のモニタリング、医師への
処方提案等により入院患者さんの薬物療法を支援します。退院
時にはかかりつけ薬局への情報提供を行い、地域連携を深める
ことでシームレスな薬物療法支援を目指しています。また、カン
ファレンスへの参加や病棟スタッフとの情報の共有を通しチーム
医療の推進に努めています。

　栄養サポートチーム（NST）専門療法士は、日本静脈経腸栄養学会
が認定する資格で、薬剤師のみではなく、様々な職種が認定の対象と
なっています。NSTでの薬剤師としての役割は、静脈・経腸栄養療法に
おける処方支援・設計、栄養療法における医薬品の適正使用等があり
ます。また週1回NSTチームで回診、月1回勉強会を行っており、日々
チーム一丸となってより良い栄養療法が提供できるよう努めています。

医薬品情報管理（ＤＩ）業務

　院内イントラネット上に薬剤部ホームページを開設、最新の
医薬品情報や院内採用の情報、薬剤部からのお知らせ等を提
供しており、電子カルテの端末からいつでもアクセスすることが
できます。薬事審議委員会の審議資料の作成や院内の副作用
情報の収集、国への報告を行っています。
　現在、後発品への切り替えを進めており、患者さん負担の軽
減と共に病院経営にも寄与できるよう力を入れています。
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注射薬払出業務
薬剤管理指導業務

●栄養サポートチーム

　ICT（感染制御対策チーム）の一員として、院内の感染防止対策（イン
フルエンザやウイルス性胃腸炎等の蔓延防止）や抗菌薬の適正使用に
努めています。特にTDM対象抗菌薬に関しては、出来るだけ投与開始
から関与し適切な治療が出来るようにサポートしています。

●感染制御対策チーム

　当院の緩和ケアチーム（PCT=Palliative Care Team）は、緩和ケ
ア科医師、精神科医師、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー
（MSW）、理学療法士、管理栄養士等で構成されています。 PCTでは
週1回カンファレンスを行い、がんなどによる様々な苦痛のある患者さ
んにより良い緩和ケアを提供するため多職種で協議を行っており、薬剤
師は有効で安全な緩和薬物療法が実現できるよう薬学的観点から提
案を行っています。また、他の医療施設に向けた緩和ケアに関する研修
会のお手伝いも行っています。

●緩和ケアチーム

　平成29年度より、乳腺外科医、看護師、薬剤師、放射線技師、検査
技師、リハビリ、医療ソーシャルワーカー（MSW）など多職種からなる
乳腺チームが発足しました。月に１度乳腺チーム会を開催し情報共有
を行い、乳がん治療をチームで支える取り組みを行っています。薬剤師
は薬の専門家として乳がん患者さんの薬物療法をサポートし、チーム
に貢献することを目指しています。

●乳腺がんチーム
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　治験は新しいお薬の申請のために行われる、人を対象にした
臨床試験です。 ボランティアで参加していただく被験者の安全
を守り、プロトコールの逸脱がないようにGCPのめまぐるしい
改訂と闘いながら、治験責任医師や治験分担医師・各部門の治
験担当者と力を合わせてきれいなデータの集積に努めていま
す。その責任は重いですが、新薬として認められたときの感激は
ひとしおで、とてもやりがいのある業務です。

　入院前、薬剤師・看護師・栄養士が入院患者さんの病歴
や内服中のお薬、栄養状態等を把握するために面談をし、
入院や治療への不安を軽減するサポートをしています。
薬剤師は、入院予定者を対象に調剤薬局との連携を図
り、常用薬の確認、中止薬や入院時の持参薬に関する説
明、周術期の薬物治療の支援等を行っています。面談で
取得した情報をもとに入院直後から最善な医療を円滑に
提供することを目指しています。

治験業務05

　薬剤部内にある無菌室でTPN（中心静脈栄養）調製を行って
います。TPNを必要とする患者さんは様々な要因から免疫機能
が低下している場合が多く、無菌的な操作が必要です。また、埃
や菌を無菌室内に持ち込まないことも重要となるため、手洗い
やマスク・キャップ・ガウンの装着、使用器具のアルコール消毒
など、細心の注意を払っています。

無菌製剤業務04

外来治療センター業務

　患者さん一人ひとりのレジメン（抗がん剤治療の計画
表）に問題はないか日々確認し、このレジメンをもとに調
製作業を行っています。調製作業は安全キャビネットの中
で無菌的に行い、周囲の環境やスタッフが抗がん剤で汚
染されないよう配慮しています。また、抗がん剤治療開始
時の十分な説明と、副作用チェックを通じ適切な対処法
を提案することで、有効で安全な抗がん剤治療の確立を
目指しています。
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入院サポートセンター業務07

チーム医療で活躍する
薬剤師・認定薬剤師

　調剤業務同様、注射薬の重複や投与量を鑑査し、相互作用
（注射薬同士の好ましくない組み合わせや、内服薬との不適切
な組み合わせ）を確認し、必要時に医師への問い合わせ等を
行っています。また、電子カルテと連動した注射薬自動払い出し
システムを導入し、患者さん別の１回使用量毎の払い出しが可
能になり、病棟での注射薬取り違え防止に役立っています。



■ 新人研修
病院紹介、
薬局内の業務紹介など

■ 調剤業務
処方薬の取り揃え

■ 新人研修

基本的な調剤業務が
行えるようになれば、
日直・当直業務が
始まります。

調剤業務以外の仕事が増えていきます。

■ 注射薬払出業務

DI業務研修、TDM業務研修、
在庫管理業務研修、
麻薬・向精神薬取扱い研修

■ 調剤業務
散剤・水剤の調剤

知識と技術を学び、プロの薬剤師を目指す。
［教育制度］

新人教育プログラム

教育研修制度
（2017年度実績）
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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、
半年間の教育プログラムに沿って行います。

薬剤師としての幅広く専門的な
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。

研修会・学会への参加
◎第91回 日本感染症学会総会・学術講演会
◎第11回 日本緩和医療薬学会年会
◎第15回 日本臨床腫瘍学会学術集会
◎第6回 日本くすりと糖尿病学会学術集会
◎第33回 日本静脈経腸栄養学会学術集会
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4月

■ 調剤業務
最終監査、疑義照会

■ 病棟業務
入院患者さんの持参薬の確認、
服薬指導、病棟カンファランスへの参加など

■ 外来治療センター業務
抗がん剤の調製

■ 入院サポートセンター業務
入院予定の患者さんの持参薬の確認、
中止薬の確認など

■ 無菌製剤業務
TPN製剤の調製

6月

5月

7月

8月
以降

学会発表
◎第15回 緩和薬物療法研修会
◎第22回 県北乳癌研究会
◎長崎県病院薬剤師会 第6回 栄養と薬物療法研修会
◎第5回佐世保消化器がんフォーラム
◎第24回長崎県病院薬剤師会 がんと薬物療法研修会
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基礎
教育

教育
研修

はじめは
薬剤師の基礎的な
知識・技術を
学びます

さぁ！ ここからが
プロの薬剤師への
はじまりです！！

当院は診療科が
とても多く、様々な
処方を知ることができ
勉強になりますよ。
ともに学びましょう。



困っているとき、悩んでいるとき、先輩たちが
頑張るあなたをきっとサポートしてくれます。［先輩の声］

吉村 彰剛さん 入職8年目

　両親が薬剤師であり、私も医療に携わる仕事がしたい、と薬
剤師の道を選びました。
　薬剤師には色々な活躍の場があると思いますが、私は、総合
的に最新の医療を学ぶことができる佐世保市総合医療セン
ターに来て本当に良かったと思っています。
　例えば、入院されている患者さんとの関わり。栄養状態が悪
いと治りが悪い、薬が効かないなど、不利益を生じる場合があ
ります。これを改善するためにNST（栄養サポートチーム）の資
格を取得したのですが、それもこの病院で視野を広く持てたか
らかもしれません。今後、この資格を十分に発揮し、医療に貢献
したいという新たな目標もできました。
　また、長期間化学治療を行なった患者さんが退院する際、
「ありがとう」と言ってくださったこと。その後の外来時にも私の
ことを覚えていてくださり、気軽に相談してくださったことなど、
やりがいを感じる場面もたくさんあります。
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Voice!

他の医療スタッフの方からも
頼りにされる、やりがいのある仕事。

石山 明人さん 入職7年目

様々な職種と連携し、在宅・転院後の
シームレスな治療につなげる薬の専門家。

江口 華代さん 入職3年目

　働き始めて3年目になりますが、仕事の中で初めて出会う薬
があったり、調剤では扱っていない特殊な薬を扱ったりと、わか
らないところが沢山あり、薬剤部の先輩方や他職種の方々に相
談することが多々あります。しかし、わからないことが沢山ある
ということは、わかるようになるのも沢山あるということ。それだ
け成長できるので、幸せなことだと思います。その意味で、様々
な症例に触れることができ、医師や看護師、栄養士の方々など
他職種と協力して働くことができるのは病院薬剤師ならではな
の魅力です。
　そして、ここ佐世保市総合医療センターでは、自分の知識や
意見が生かされる機会も多いように思います。実際、以前薬物
療法について相談を受けた際に、自分が提供した情報が治療に
役立った時には大きなやりがいを感じました。
　注射薬の配合変化やルート選択など、まだまだ悩むことも多
いですが、だからこそコミュニケーションを大切にし、もっと成
長していきたいと思います。

　私は、創薬・研究を目指して大学に入学しましたが、実務実習
時に患者さんと接し、他のスタッフの方とコミュニケーションを
取っていく中で、「治療に直接関わりたい」との思いが強くなり、
病院薬剤師になりました。
　今でも印象に残っているのは、医師に自分の思いを上手に伝
えられず、うまく関係を築けていない患者さんのことです。服薬
指導の中で患者さんの考えを傾聴し、医師にその思いを伝え、
薬学的介入を行った結果、症状をコントロールできるようになり
退院された症例を経験しました。退院後もしばらく電話での対
応を続け、ご家族より感謝のお言葉をいただいた時、患者さんと
接することのできる病院薬剤師になって本当に良かったと思い
ました。
　当院は多数の診療科があり、疾患に関しても幅広い知識が身
につきます。その中で、病気と薬の関係は薬剤師にしかわからな
いものです。これからも薬剤師の視点から、患者さんに寄り添っ
た提案を行い、医療の第一線で頑張っていきたいと思います。

成長する機会も、そこで得たスキルを
発揮する場も多い職場です。

川本 百実さん 入職2年目

　薬剤師になって、自分が調剤したことを証明する印鑑を押し
た時、「あぁ、薬剤師になったんだ」と実感しました。入職2年目、
わからないことはまだまだありますが、あの時感じた責任の重
さを忘れず、薬剤部のモットーである「迅速」、「正確」、「丁寧」、
「思いやり」が1つも欠けることのないように心がけて業務に取
り組んでいます。
　その中で印象に残っている出来事として、処方箋を一つ一つ
チェックしていた時、体重変動が激しい患者さんがいることに
気づき、抗がん剤の増量を医師に提案したことがあります。患者
さんにも説明し、理解していただきました。増量に伴う副作用が
心配で、何度も足を運んで患者さんと話をしました。「おかげで
不安がなくなったよ。ありがとう」とかけてくださった言葉がとて
も嬉しかったのを覚えています。そして、経験にかかわらず提案
に対して耳を傾けてくださる先輩、上司、他職種の方々がいてく
ださり、本当にやりがいを感じられる職場だと思いました。

患者さんと接し、医療スタッフの方と
連携し、もっと成長していきたい。

Senior ’s



長く安心して薬剤師として働ける環境を。

［福利厚生］
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仕事とプライベートを自分らしく充実させることが大切です。
当院では福利厚生や子育て支援など、働きやすい環境づくりに努めています。

院内に託児所
『きららキッズ』を完備
より働きやすい職場を目指し、福利厚生の一環として平成
29年度より運営を開始し、職員のお子様をお預かりしており
ます。職員の勤務時間に応じて柔軟に対応し、職員の仕事と
育児の両立をサポートしています。

［勤務形態と処遇］

給与は、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター職員給与規程により支給されます。
◎新規採用者のモデル給与（※中途採用の場合、経験によって一定の加算があります。）
　６年制大学卒　給与月額：250,000円 程度

◎賞与（年間4.4月分 ※29年度実績）
◎業績手当（業績に応じて年間0.3月分相当 ※29年度実績）
◎昇給（年に１回定期昇給します）

※上記月額には、基本給に諸手当（宿・日直手当4回、借家家賃5.5万円の場合の住居手当、通勤距離5㎞の場合の通勤手当）
　を含む概算額。時間外勤務・休日勤務手当は別途支給。

住居手当（最高27,000円／月 ※借家（アパート等）に限る）
通勤手当（最高55,000円／月 ※公共交通機関利用の場合）
扶養手当（子供10,000円／月、その他6,500円／月）
時間外・休日勤務手当
宿・日直手当

■ 給 与

諸手当（主なもの）

①年次有給休暇：年間２０日（初年度１４日（４月採用））次年へ最大２０日繰越可能
②特別休暇（有給）：産前産後休暇、夏季休暇、子の看護休暇、リフレッシュ休暇、病気休暇（最大３ヶ月）など
③休業制度：育児休業（最長子が３歳になるまで）、介護休業（最長６ヶ月）など

①勤務時間：8時30分から17時15分（交代で宿直あり）
②休日：原則として土・日・祝日（交代で日直あり）

■ 休暇等

長崎県市町村職員共済組合（健康保険・厚生年金等）に加入します。
雇用保険、地方公務員災害補償制度に加入します。
佐世保市役所の『佐世保市職員互助会』に加入します。

■ 社会保険等

産前産後休暇：出産予定日の前・後に８週間の特別休暇が取得できます。
育児休業：産後休暇終了後からお子さんが３歳になるまで（最長）休業できます。
育児部分休業：育児休業から復職後、お子さんが６歳になる年度末まで（最長）、１日最大２時間の休業ができます。
育児短時間勤務：育児休業から復職後、お子さんが６歳になる年度末まで（最長）、短時間勤務ができます。
子の看護休暇：未就学のお子さんの看護のために、年５日の特別休暇が取得できます。
院内託児所『きらら キッズ』：職員のお子様をお預かりし、職員の仕事と育児の両立をサポートしています。

■ 出産・育児支援制度

■ 勤務時間及び休日その他の制度
◎福利厚生：佐世保市職員互助会へ加入しています。
◎共済組合：充実した各種貸付、貯金、保険への加入、

給付など様々な場面で職員のライフステージ
をサポートします。




