
病院薬剤師の魅力
国際医療福祉大学病院編

吉成宏顕の場合
よしなり ひろあき



国際医療福祉大学病院

➢病床数 ：408床

➢診療科 ：31科

➢常勤医師数 ：123名

➢DPC対象病院

➢電子カルテ導入

➢ （ソフトウェアサービス：SSI）

➢採用品目 ：1947品目

➢GE薬品 ：426品目

（全体の21.6％）

薬剤部の業務について

➢薬剤師数 ：常勤30名

➢他職員 ：事務・調剤助手15名

➢平均患者数（外来） ：949人/日

➢平均患者数（入院） ：337人/日

➢外来処方箋枚数 ：440枚/日

➢入院処方箋枚数 ：202枚/日

➢抗がん剤調製件数 ：244件/月

➢薬剤管理指導件数 ：655件/月

➢TDM実施件数 ：7件/月



自己紹介

・吉成 宏顕（よしなり ひろあき） 薬剤師7年目

妻：看護師 子：女の子

・栃木県大田原市出身

・国際医療福祉大学薬学部卒業

・国際医療福祉大学病院 薬剤部 副主任



•薬剤師30名、薬剤助手15名。助手さんが薬剤師の半数。

薬剤師は専門業務に集中できる！！

• 20代多数、責任者クラスも30代全般、上司と話がしやすい。

•大学病院だけどアットホーム、薬剤部外とも顔の見える関係性、風通し
がよい。

•専門薬剤師多数で、ほぼ全員の部員が病棟指導に関わる。

•新人から病棟配置など希望が通りやすい。

1～2年で病院薬剤師に必要な全ての業務が学べる。
あとの専門性は、君たち次第!!

薬剤部の良いところ
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当院薬剤師の年代や男女の割合

若手が多い活気に溢れた職場！ 男女比はほぼ1：1



チーム医療体制

グループ制で、全部員が何
らかのチーム医療に関わる

新人
入職4ヶ月目から病棟活動開始（早期から臨床曝露）

病棟はチーム制
ほぼ全員が病棟業務に関わり、
1年目も活躍中！



確立された教育体制



薬剤助手へのタスクシフトを推進

薬剤師が病棟活動やチーム医療など職能を活かせる時間を確保！



国際医療福祉大学以外にも
城西大学
昭和大学
東日本大学
明治薬科大学
東北薬科大学
星薬科大学 など

多様な専門性
がん専門薬剤師
外来がん治療認定薬剤師
緩和薬物療法認定薬剤師
栄養サポート専門療養士
救急認定薬剤師
抗菌化学療法認定薬剤師
日本糖尿病療養指導士
認定実務実習指導薬剤師
スポーツファーマシスト
核医学認定薬剤師 など

あなたの目指したい専門薬剤師の先輩が多数在籍。働きながら
専門薬剤師取得や大学院への進学も応援しています。

キャリア
博士号取得者
社会人大学院生
教職員・・・など

多様な人材、専門性、キャリアの部員



多くの部員が何かの専門家
専門領域を応援する薬剤部



専門的資格者多数

部員の殆どが、
何らかの認定者!!

専門薬剤研修の場

専門薬剤研修の場

synergy
相乗効果

資格名 人数

日本医療薬学会指導薬剤師 3名

日本医療薬学会認定薬剤師 4名

がん専門薬剤師 1名

がん専門薬剤師指導薬剤師 1名

日本病院薬剤師会認定指導薬剤師 2名

日本病院薬剤師会病院薬学認定薬剤師 1名

日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師 4名

日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師 8名

日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師 7名

緩和薬物療法認定薬剤師 1名

医薬品安全性指導者 1名

救急認定薬剤師 1名

日本糖尿病療養指導士 1名

栃木県糖尿病療養指導士 2名

栄養サポート(NST)専門療法士 2名

外来がん治療認定薬剤師 2名

抗菌化学療法認定薬剤師 1名

スポーツファーマシスト 5名

肝疾患コーディネーター 10名

アメリカ心臓協会(AHA)認定 BLS Provider 1名



取得できる認定資格国福病院だから

認定名称 認定母体
研修施設の
指定

研修
年限

認定者(指導者)
の有無

当院での指導

がん専門薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり 症例の集積と指導

がん指導薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり 症例の集積と指導

医療薬学専門薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり
学会発表や論文投稿などの
学術的サポート

医療薬学指導薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり
学会発表や論文投稿などの
学術的サポート

薬物療法専門薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり(指導者) 症例の集積と指導

薬物療法指導薬剤師 日本医療薬学会 あり 5年 あり(指導者) 症例の集積と指導

研修認定薬剤師 日本薬剤師研修センター なし なし あり 単位取得サポート

日病薬病院薬学認定薬剤師 日本病院薬剤師会 なし 3年 あり 単位取得サポート

がん薬物療法認定薬剤師 日本病院薬剤師会 あり 5年 あり(指導者) 症例の集積と指導

外来がん治療認定薬剤師 日本臨床腫瘍薬学会 なし 5年 あり 症例の集積と指導

緩和薬物療法認定薬剤師 日本緩和医療薬学会 なし 5年 あり 症例の集積と指導

緩和医療専門薬剤師 日本緩和医療薬学会 あり 5年 あり(指導者) 症例の集積と指導

抗菌化学療法認定薬剤師 日本化学療法学会 なし 5年 あり 症例の集積と指導

糖尿病療養指導士
日本糖尿病療養指導士認定
機構

なし 2年 あり 症例の集積と指導

認定実務実習指導薬剤師 日本薬剤師研究センター なし 5年 あり

スポーツファーマシスト 日本アンチドーピング機構 なし なし あり



部内研修会は毎週開催

抗がん剤曝露防止の閉
鎖式調整器具の研修会

これからの薬剤部業務を考え
るSWOT（事業戦略）研修

新薬の勉強以外に、化学療法
レジメン審査会など多彩な
内容を開催



学会や研修会参加

学会等にも積極的に発表や参加
代表的な学会演題

1. 佐藤淳也：緩和医療薬学の研究活性化に向けた日本緩和医療薬学会 研
究推進委員会の活動 第14回日本緩和医療薬学会年会 シンポジウム15
2021年5月

2. 宮内輝人、橋本竜、鈴木茉莉子、梅田鈴香、入野真紀、黒崎隆、佐藤淳
也ほか：抗がん剤曝露時の汚染拡散防止を目的としたスピルキットの作成
と周知活動. 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021

3. 橋本竜、佐藤淳也ほか：オキサリプラチン(L-OHP)起因性冷感過敏症状に
対する新たな評価指標の作成と症例拡大における妥当性の評価．日本臨
床腫瘍薬学会学術大会2021

4. 梅田鈴香、佐藤淳也ほか：せん妄ハイリスクケア加算の算定に伴う当院薬
剤部での取り組み. 日本臨床腫瘍薬学会学術大会2021

この経験が学びに繋がる!



資格手当や学位手当で
頑張る薬剤師を応援



病院薬剤師の1日 吉成version.

6：00 わんぱくな子どもに叩き起こされる

6：30 朝食と朝活

8：00 出勤（勤務時間8：30～17：30）

我々のシンボル ネイビースクラブへ着替える

カルテチェックやメール確認

仕事の準備



8：40 朝礼と引継ぎ
夜勤からの引継ぎや1日の予定事項などを

薬剤部内で共有し、1日の業務の

予定について確認を行います。

9：00 外来化学療法業務

抗がん剤の調製や副作用モニタリング

を行います。支持療法の処方提案を

積極的に行い、患者さんの副作用を

最小限にできるように努めています。



12：30 ランチタイム
午前中で疲れた身体にしっかり栄養補給し

午後に備えます。職員食堂で食事を摂る人が

多いですが、薬剤部内の休憩室で手作り弁当や

愛妻弁当、売店で購入したものを食べる人も多いです。

13：30 調剤室業務や注射室業務
注射室では、入院患者さんの翌日に使用する

注射薬の調剤・監査を行います。

調剤室では、外来・入院処方の調剤や監査を行います。

用法用量が間違っていないか、しっかり薬剤がそろっているか

などの間違いが無い様しっかり監査を行います。



14：30 病棟活動

病棟の患者さんに、服薬指導・副作用モニタリング

を行います。準備したお薬の説明書やパンフレット

などを使用し、できるだけ分かりやすい指導を

目指しています。その後、カルテを書きます。

16：00 病棟カンファレンス

医師とカンファレンスを行い、

入院患者さんの状態の確認や

治療方針などについて話合いを行います。



17：00 情報共有

患者介入の結果や、カンファレンスでの内容を

チームメンバーとシェアし、情報の共有を図ります。

病棟の医療スタッフとチーム医療を行う上で

どのチームメンバーでも内容が分かる状況を作っておく

ことが大切です。

17：30 自己研鑽や研究の時間

臨床研究を行ったり、自己研鑽のために

勉強会に参加したりしています。



仕事とプライベートが充実！

休日は、部員や家族と趣味を満喫してます！



最高にリラックスできる場所 温泉＆サウナ

100％天然温泉＆サウナ(職員無料)

病院併設ホテルで
日々の疲れをリセット



環境が大切 支えられて今がある

決して一人ではない!

必ず指導してくれる上司やサポートしてくれる仲間がいる

この環境が病院薬剤師の面白さを教えてくれる

そして、次の目標に向かう今の自分がいる

家族のサポート

教育・研修の体制 認定資格研修施設

先輩・上司の存在

部員のサポート 個の力 認定資格、学会発表

人生は一度きり
失敗しても挑戦
は諦めない！



活動詳細は、ホームページとインスタを見てください！

http://temp-
hospital.iuhw.ac.jp/clinic/yakuza
ibu/index.html

ホームページ2022年度版アップデートしました！
Instagram公式アカウント開設しました！薬剤部の今を発信しています！！



これからも我々
IUHW HP 薬剤部は
部員一丸となって

たくさんのことに
チャレンジしていきます！！


