
社会福祉法人  済生会 

  山形済生病院 薬剤部 
YAMAGATA SAISEI HOSPITAL 

恩賜 
財団 

薬剤師募集案内 

地域 に 密着した 

信頼される病院を目指します。 



済生会とは 

山形済生病院の理念 

済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44（1911）年に設立しました。 

100年以上にわたる活動をふまえ、今、次の三つの目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として
全職員約62,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。 

 

● 生活困窮者を 済（すく）う 

● 医療で地域の  生（いのち）を守る 

● 医療と福祉、   会を挙げて切れ目のないサービスを提供 

 

病、老い、障害、境遇……悩むすべてのいのちの虹になりたい。 

済生会はそう願って、いのちに寄り添い続けます。 

「仁」 愛と思いやりの医療を提供します 

 

安全で質の高い医療 

誠実で信頼される医療 

連携に基づくチーム医療 

地域包括ケアシステムの構築 

 

急性期から在宅まで地域で安心して暮らせる医療に貢献します 

患者さんより信頼の得られる病院を目指します 

MISSION 

 

VALUE 

 

 

 

 

VISION 

2 



整形外科の人工関節置換術や、心臓血管外科の「下肢静脈瘤
血管内焼灼術」は全国でもトップクラスの件数を誇っています。 

全国・県内トップクラスの診療実績 

保健・医療・福祉の連携 

山形県済生会では山形済生病院を中心に、訪問看護ステーショ 
ン、認可保育所、特別養護老人ホーム、養護（盲）老人ホーム、
介護老人保健施設を設置運営しています。 
施設間では相互連携を図り、各地で地域の患者さんや利用者
の方々にきめ細やかな総合的なサービスを提供するべく、日夜
努力しています。2018年1月にオープンした山形済生病院南館
は、山形県済生会地域ネットワークの象徴的な建物となっており
ます。 

また、NICUと連携した周産期センター
があり、県内の病院、医院からのハイ
リスクな妊婦さんの搬送も受け入れて
います。 

 

全国組織 済生会 

済生会は、日本最大の社会福祉法人として40都道府県に展開
しています。 
年に一度済生会学会を開催し、全国の済生会職員が日頃の
医療・看護・薬剤等、現場で培った成果、病院経営や地域連携
の取り組み等を発表し、お互いを高め合う機会が設けられてい
ます。 

災害支援 

村山地域圏内の地域災害医療センター、災害拠点病院として
指定を受けており、地震・津波・台風・噴火等の災害発生時に
は災害医療を行う医療機関を支援する病院となります。 
東日本大震災では、当院が済生会の現地連絡事務所となり救
援活動を行いました。 
また、 DMAT（災害派遣医療チーム）も設置されており、東日本
大震災や北海道胆振東部地震の際は現地で医療活動を行い
ました。 
 

国際貢献 

バングラディシュの首都ダッカには「山形ダッカ友好病院」
があり、当院はその後援事務局として活動しています。 

現在は現地訪問による支援活動や、バ
ングラディシュの方に当院に来てもらい
医療技術の提供や育成支援などを行っ
ています。 
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 昨今、患者さんに質の高い医療を提供するため、チーム医療が重要視されています。私たち病院薬剤師はチーム医療の中、
薬の専門家としての知識・技能を駆使して、薬物療法、医薬品の適正使用、医療安全等に貢献することが求められています。 

 患者さんが安心し、また、安全に医療を受けられるよう、他の医療スタッフと協力しながら、病棟や外来化学療法室、入退院
支援室等、病院内の様々なところで業務を行っています。 
 また、薬学生の長期実務実習受け入れを行い、次世代の薬剤師育成にも取り組んでいます。 

 病院薬剤師の業務は多岐にわたります。主な業務を以下にご紹介します。  

病院薬剤師 の活躍の場 

一般調剤 注射剤調剤 

薬剤管理指導・病棟薬剤業務 ＤＩ 

製剤 薬剤師外来 

医師の処方に基づき、
処方内容について薬の
量・飲み方・飲み合わせ
・副作用などのチェックを
行い、個々の患者さんに
適した形で調剤していま
す。処方内容に疑問点
があれば医師に問い合
わせ、確認を行っていま
す。 

院内処方について、投与
量・経路・速度・期間・配
合変化などのチェックを
行い、注射薬の調製 

（抗がん剤、高カロリー輸
液）や調剤を行います。ま
た、PET薬剤の合成や品
質管理も行っています。 

当院では薬剤投与後の 

「薬剤管理指導業務」に
加え、平成25年5月より
投与前の「病棟薬剤業
務」を開始しました。病棟
における薬剤師の活躍
の場は更に広がり、私た
ち薬剤師の仕事は大き
な変革を迎えています。 

医薬品情報管理室では、
専任の薬剤師が医薬品
情報の「収集」、「管理」、
「伝達」を行っています。
インターネット環境を駆使
し、各企業のＤＩセンター
や担当MRを通じて基本
的な情報を収集していま
す。 

患者さんの病態やニー
ズに対応するため、経済
性、安定性の面から市
販されていない薬剤の
調製を行っています。院
内特殊製剤の中には、
未承認医薬品や試薬を
製剤化するもの、適応外
使用するものもあり、必
要に応じ倫理審査委員
会で審査されます。 

外来通院中の患者さん
も安全に薬を使っていた
だくことを目的として、平
成30年6月に薬剤師外
来が開設されました。薬
剤師1名が常駐し、入院
前の使用薬の確認、イン
スリンや抗リウマチ薬な
どの在宅自己注射の手
技指導や、内服抗がん
薬の服用方法・副作用
の指導などを行っていま
す。 
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ＮＳＴ（栄養サポートチーム） ICT（感染制御チーム） 

入退院 

糖尿病教室 

当院のNSTは平成17年
にNST稼働施設認定を
受け、医師、管理栄養 

士、看護師などとともに、
患者さんの栄養状態を
評価し、適切な栄養管理
のサポートを行っていま
す。 

緩和ケアチーム 

ICTは週1回院内を巡回
し、院内感染事例の把握
を行うと共に、院内感染
防止対策の実施状況の
把握及び指導を行ってい
ます。薬剤師は、抗菌薬
の適正使用の観点から、
抗MRSA薬のTDM処方
設計などに関わっていま
す。 

緩和ケアチームは、 

医師・薬剤師・看護師・
理学療法士・栄養士・
MSWなど多くの職種で
構成されています。薬剤
師は、全人的疼痛に対し
て薬物治療の面から貢
献しています。患者さん
への服薬指導はもちろ
んのこと、痛みの程度や
副作用などの状況を把
握し、処方提案を行って
います。 

糖尿病治療を受けられ
ている、入院・外来患者
さんを対象にした糖尿病
教室が、月に2回開催さ
れています。薬剤師は1

回目の教室に参加し、ス
ライドを使いながら、糖
尿病治療薬の薬効や副
作用、薬の飲み方や使
い方、インスリン治療に
ついて、低血糖症状と対
処方法等をお話ししてい
ます。 

入退院支援室 

入退院支援室では、患者
さんが安心して入退院で
きるよう、看護師・薬剤師・
MSW・事務職員等がサポ
ートを行っています。薬剤
師は、患者さんが服用し
ている医薬品の鑑別（医
薬品名・薬効・服用方法 

等）を行います。また、手
術や検査前に中止しなけ
ればならない医薬品を確
認し、患者さんへ説明を
行います。 

薬剤投与計画 

抗MRSA薬など投与量の調整が必要な薬剤について、薬物治療
モニタリング（Therapeutic Drug Monitoring：TDM）を行っていま
す。薬物血中濃度を基に、患者の検査データ、年齢、疾患、臨床
症状などの情報を考慮し、より安全でより効果的な投与量・投与
方法を設計し、医師に情報提供を行うことで個々の患者さんに合
わせた適切な薬物療法を支えています。 

薬剤投与計画 薬学実務実習 

6年制薬学教育の導入で必修となった、薬学生長期実務実習の
受け入れを行っています。 

実習内容は、注射剤の調剤や無菌調製、ベッドサイドでの服薬
指導といったカリキュラムの内容に加え、病棟業務、ICT、NST、
緩和ケア、がん化学療法等のチーム医療への参加等、病院なら
ではの業務を経験できるよう取り組んでいます。 

PET/CT検査に使用する
放射線薬剤フルオロデオ
キシグルコース（FDG）は
院内の製造施設で製造さ
れます。薬剤師は製造工
程で、薬剤の合成から品
質管理及び各種検定に関
わっています。また、ホット
ラボ（PET薬剤製造室）の
環境測定試験を行うなど、
製造衛生管理基準に則っ
た管理を行っています。 
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４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10月 

11月 

12月 

1月 

２月 

３月 

【4月】新採用職員研修 

済生会や済生病院の基本理念や規則等につ
いて学びます 

参加者の声                     
最初は不安だらけでしたが、4日間の研修を通

して不安も少し消えて、各部署に行っても頑張
れそうです！ 

【6月】3年目職員研修 

入職後3年を経過した職員へのフォローアップ及

び同期職員間の交流を図り、モチベーションを高
める 

参加者の声                           
悩んでいることや楽しかったこと等含め、同期の
近況報告も聞けてリフレッシュできた。 

【7月】接遇研修 

顧客満足度向上のため、職員の接
遇マナーレベルアップを図ります 

参加者の声                    
言葉遣いの難しさを思い知らされま
した。講師の実体験は参考になり
ました。 

【9月】ストレスマネジメント研修 

こころの健康をテーマとし、身近なひとの「相
談を受ける」「話を聞く」ときの心構えを学び、
職員同士でピアサポートができるような職場
環境を目指します 

【10‐11月】BLS研修 

急性期病院の職員として、BLSを迅速かつ確
実に実施できるように実際にAED等を使用し
ながら学びます 

【10月】新採用職員フォロー研修 

日頃抱えている悩みや不安、喜びを同期の
仲間と共有し、仕事のモチベーションUPへ
つなげます 

参加者の声                         
久しぶりに同期とゆっくり話すことができてリ
フレッシュできました！ 

【7月】中堅研修 

ワークアウトを参考にして問題解決手段や傾聴方法を学
び、グループをまとめる能力を身につけます 

【2‐3月】院内学会 

各部署で行っている取り組みや成果を発表す
る場を設けることにより、実践している事柄を
広く院内に周知し、情報を共有することを目
的とします。 

【9‐12月】他部署研修 

共に同じ職場で働く仲間と
して他の部署を知り、今後
のチーム医療に活かして
いきます 

  ※病院主催の研修を一部抜粋。 

     その他各部署、各委員会等主催で各種研修や勉強会を多数実施 

 

教育・研修 
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① 自分自身の専門分野を何にするべきか悩んでいた際、
NSTメンバーとして活躍している先輩薬剤師の姿を見て、
自分も栄養の分野を学んでいこうと決めました。その先
輩薬剤師が栄養サポートチーム専門療法士の資格を取
得しており、自分も取得したいと思ったことがきっかけで
す。 

② 病院薬剤師として業務を行っていくうえで、手術前後に
ある患者さんの薬剤管理に携わることは非常に多く、周
術期管理に関する知識をもっと深めたいと日頃から感じ
ていました。そんな折に麻酔科医師から周術期管理
チーム薬剤師の資格についての紹介があり、取得を目
指してみたいと思ったことがきっかけです。 

資格取得後の業務内容 

① 栄養サポートチーム（NST）専門療法士 

② 周術期管理チーム認定薬剤師 

 当院の薬剤部では、複数の業務を行うことが多く、幅広い
知識を身につけていくことが可能な環境にあると思います。
私の場合はNST専門療法士の資格を取得した後も、栄養分
野以外の業務も行っていたため、結果的に周術期管理チー
ム薬剤師の認定資格を取得することができました。 
 日常業務をこなしながら資格取得に向けた学習を行ってい
くことは大変なこともあるかもしれませんが、その努力の末
に得た資格は大きな財産になると思います。資格取得を目
指したい方は、薬剤部全体でサポートしていきますので、一
緒に頑張っていきましょう。 

① 5年     ② 10年 

① 職務年数3年時     ② 職務年数9年時 

専門資格取得者 の声 

中村 雄太郎 

2009年4月入職 

Ｑ1 現在の取得している資格を教えてください 

Ｑ2 それぞれの資格取得時の 

          職務年数は何年ですか？ 

Ｑ3 資格取得に向けて活動を開始したのは 

                いつ頃からですか？ 

Ｑ4 資格の取得を希望したきっかけを教えてください Ｑ5 

① NST回診への参加  学習会の開催   など 

② 直近に取得した資格であり、業務内容に関しては周
術期に関わる他職種とともに検討している途中です。 

Ｑ6 薬学生の方へメッセージをお願いします 

当院の薬剤部には、27名の薬剤師が在籍し、最新の医療を安全に提供するため、日々研鑽に励んでおります。こ
こでは、当院の薬剤師が取得している主な資格をご紹介いたします。 

※資格名（取得人数） 
   日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム（NST）専門療法士  1名 
   日本病院薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師  1名 
   日本病院薬剤師会感染制御認定薬剤師  2名 
   日本糖尿病療養指導士  1名 
   認定実務実習指導薬剤師  3名 
   日本病院薬剤師会認定指導薬剤師  11名 
   日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師  6名 
   日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師  5名 

（令和元年7月12日現在） 

各種資格等取得状況 
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現在の業務内容を教えてください 

現在、私は心臓血管外科病棟を担当しています。 
外科手術が多く、入院時に術前中止薬の確認を行い、看護師
へ情報提供しています。 
また、先輩薬剤師に教えてもらいながら医師への処方提案な
ども行い、やりがいを感じています。 

思っていたより休日が多い。 

栄養サポートチーム（NST） 

私は、就職先を決めるうえで大学の企業説明会が参考になりました。様々な企業を比較でき、雰囲気や業務、面接対策など
も直接質問ができるからです。まだ就職先を迷っている方や、当院についてもっと知りたい方は、ぜひ見学会にお越しくださ
い。お待ちしています。 

現在、私は産婦人科と整形外科の混合病棟を担当していま
す。日々、病棟の看護師や医師から薬について問い合わせ
があります。中でも、妊娠中の薬の使用可否についての質問
は、資料やデータが少ない場合が多く、回答が難しい場合が
ありますが、文献や書籍などでデータを調べ、適切な回答を
検討することにやりがいを感じています。 

調剤業務だけでなく、1年目から病棟に行くなど幅広い業務を
行っている。また、部内の雰囲気が明るく、分からないことが
相談しやすい。 

妊婦・授乳婦、栄養サポートチーム（NST） 

私は積極的に見学に行って、先輩と話をしたり職場の雰囲気を感じたりすることが大事だと感じました。当院の薬剤部は雰囲
気が明るく、わからないことが相談しやすい環境です。ぜひ見学に来てください。 

若手薬剤師 の声 

大沼 健太郎 

2019年4月入職 

Ｑ1 

Ｑ2 入職後の薬剤部の印象はどうですか？ 

Ｑ3 現在興味のある分野はなんですか？ 

Ｑ4 薬学生の方へメッセージをお願いします 

齊藤 奈那 

2019年4月入職 

Ｑ1 現在の業務内容を教えてください 

Ｑ2 入職後の薬剤部の印象はどうですか？ 

Ｑ3 現在興味のある分野はなんですか？ 

Ｑ4 薬学生の方へメッセージをお願いします 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1年目 初期研修 病棟 診療科［Ａ］ 病棟 診療科［Ｂ］ 

2年目 病棟 診療科［Ｃ］ 病棟 診療科［Ｄ］ 病棟 診療科［Ｅ］ 

3年目 ＤＩ業務 病棟 診療科［Ｆ］ 病棟 診療科［Ｇ］ 

薬剤師臨床研修プログラム 
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福利厚生 

妊娠・出産・育児に関する支援を充実させることで、仕

事と家庭を両立させながら、長く働き続けられる職場づ

くりを目指しています。 

出産・育児のサポート 

☆ 院内保育所・病児保育所の併設 

男性 

・出産休暇（3日） 

・育児休業（1歳の誕生日の前日まで） 

女性 

・妊娠時間短縮勤務（始業就業それぞれ30分） 

・産前休暇8週間取得可能（法定では6週間） 

・育児休業（1歳の誕生日の前日まで） 

・育児短時間勤務（3歳の誕生日の前日まで） 

                           など 

☆ 山形いきいき子育て応援企業 

  「優秀（ダイヤモンド）企業」 認定 

☆ 山形企業イクボス同盟参加企業 

☆ 出産・育児のための休暇休業 

暮らしのサポート 

☆ 職員宿舎 ドミトリー済生 

ご実家が遠方の方等のために、病院の敷
地内に宿舎を完備。低額の自己負担が魅
力で、多くの先輩職員が利用しています！ 

・1DK フローリング・バルコニー付 

・月額３０，０００円 

 ※駐車場1台、上下水道代を含む 

・独身者に限りますが、山形市内在住者 

 も利用できます 

特別優待サービスの充実 

☆ 会員制ホテル 東京ビュック 

東京出張などの業務での利用はもちろん、プライベ
ートでの旅行など家族での利用も可能です！ 

・東京都中央区勝どき 

 都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」より徒歩1分 

・格安な利用料金 

☆ モンテディオ山形（サッカー） 

☆ パスラボ山形ワイヴァンズ（バスケットボール） 

スポンサー特典としてホームゲーム招待券をプレゼ
ントしています。 
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互助会制度の充実 

山形県済生会には、相互扶助を基本理念とし、医療費・慶

弔費等において追加給付を行う制度があります。 

給付の内容としては、医療費給付や慶弔祝金等給付（結婚

・出産・永年勤続・香典・傷病見舞等）があり、職員だけでは

なく配偶者や扶養親族にも適用されます。 

職員の健康管理 

☆ 各種がん検診 

乳がん・子宮頸がん・前立腺がん・胃がん 

☆ 各種予防接種 

麻疹、風疹、ムンプス、水痘抗体価検査・ワクチン接種 

HBs抗体価検査・ワクチン接種 

インフルエンザワクチン接種 

☆ PET/CT検査 

職員の割引制度があり、職員や配偶者は通常の利用料金の
半額で検査を受けることができます 

☆ 職員対象の「健康運動教室」 

ほかにも嬉しい制度がいっぱい 

☆ 本部共済事業 

当院では済生会の退職金2本立てに加入しており、
充実した退職金が受け取れます。 

また在職時には低利で資金を貸し付ける制度もあり
ます。 

☆ 済生会グループ保険 

全国組織である済生会のスケールメリットを活かし
た割安な保険料で幅広い保障制度を実施。 

職員本人及び配偶者、子どもが対象となります。 

☆ 財形貯蓄制度・生命保険団体加入 

☆ クラブ活動助成 

院内には10のクラブがあり、病院から活動費の補助
が出ています。 

 サッカー部、ソフトボール部、バスケットボール部、 

華道部、登山部、卓球部、ボウリング部 など 

☆ 大忘年会 

☆ 薬剤師賠償責任保険加入（労使折半） 

毎年ホテルで開催し、約500名程度の職員が参加す
る一大イベントです。 
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6月6日（土）   

 4月から6月にかけて病院見学会を行います 
※別紙見学会お知らせをご参照ください。 

～ 

4月20日（月）   

※詳細は別紙募集要項をご参照ください。 

選考試験 8月1日（土）   

   採用内定！ 

第１回目採用試験   第２回目採用試験   

病院見学会 

第3回目採用試験   

受験申込 
受付期間 

5月22日（金）   

5月25日（月）   

～ 

6月19日（金）   

6月22日（月）   

7月17日（金）   

7月4日（土）   

～ 
インターンシップ 

夏休み、冬休み～春休みの時期にあわせて 
           インターンシップ（職場体験）を開催 

採用までの 流れ 

新型コロナウイルス感染症の対応について 

新型コロナウイルスの今後の状況に応じて、採用スケジュールが変更となる場合が
ありますのでご了承ください。 

変更がある場合は、決まり次第当院ホームページに情報を掲載いたしますので、ご
確認くださいますよう、お願い申し上げます。 
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問合せ先 

〒990-8545 
 山形県山形市沖町79-1 
  社会福祉法人  済生会山形済生病院  人事課 今野 
    
            ℡ ０２３－６８２－１１１１ 
            E-mail jinji@ameria.org 
  

恩賜 

財団 

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ａｍｅｒｉａ.ｏｒｇ 

ACCESS 

●お車で 

 JR山形駅より15分、 

 国道13号線大野目交差点より5分 

●列車で 

 JR羽前千歳駅下車、徒歩10分 

●バスで 

 シャトルバスをご利用ください 

●路線バスの場合 

 「山交ビル・山形駅前～天童温泉・楯岡北町行き」 
 「千歳」バス停下車、徒歩10分 

当院ホームページ マイナビ2021 


