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コミュニティーホスピタル甲賀病院　概要

ベッド数　　 407 床
一般急性期︓169 床 回復期リハ︓208 床 地域包括ケア︓  30 床

診療科目　      19 科
内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・腎臓内科・小児科・外科
整形外科・形成外科・脳神経外科・リウマチ科・皮膚科・放射線科・精神科
泌尿器科（人工透析）・眼科・リハビリテーション科・病理診断科・麻酔科

交通　◆JR 焼津駅下車　タクシー約８分
　　　◆焼津循環線バス　大覚寺下車　徒歩 1 分

地域を支える多機能病院
コミュニティーホスピタル甲賀病院は、一般急性期・回復期リハビリテーション・地域包括
ケアと多機能の病床を持ち、幅広い領域の看護を行っています。

「地域の安心の病院」、「地域の信頼の病院」、「地域の良質の病院」となることを基本方針に
地域医療を支えとなることを目指しています。

基本情報 静岡県焼津市大覚寺２丁目３０番地の１

血管撮影室

血管外科

外科 内視鏡センター
当院における手術
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薬剤科紹介

　薬剤師 12名、助手 3名の計 15名で業務を行っています　　　　　　　　。

調剤業務、中心静脈栄養輸液やがん化学療法剤の混注業務の他、薬剤管理指導、チーム

医療活動 (NST、感染、医療安全等 )、DI 業務、医薬品類の購入・品質管理業務など、

患者さんの安全な薬物療法の実施に必要な、様々な業務を展開中です。

内服調剤室 ＴＰＮ混注室／製剤室

注射調剤室 医薬品情報室

（平成30年 12月現在）

業務風景
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システム関連

　従来のオーダリングシステム・薬剤科部門システムに加えて、
平成２６年４月より電子カルテが稼働しています。

電子カルテ

注射調剤・内服調剤にピッキング鑑査システムを導入

　平成２９年３月より注射調剤室に、平成３０年３月より内服調剤室に
ピッキング鑑査システムを導入しました。
　調剤時に処方箋と薬品のバーコードを読み取って照合を行っています。

調剤の正確性・安全性が向上︕︕

注射箋の読み取り 調剤薬剤の照合

施行薬剤の照合行為者の登録（病棟）

行為者の登録（薬剤科）

行為患者の読み取り
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　抗がん剤や抗凝固薬、インスリン製剤等
のハイリスク薬剤を使用している患者さん
が多数入院されているので、ベッドサイド
での薬剤管理指導業務にも注力しています。
　単にお薬の説明に留まるのではなく、効
果や副作用のチェック、薬物療法に対する
理解度の確認など、患者さんとの会話を通
して様々なチェックを行っています

　部門システムや電子カルテ上での報告
の他、患者さんのより良い薬物療法推進
のために、直接医師・看護師等とディス
カッションするなど、様々なアプローチ
を行っています

持参薬管理システム
入力画面　➡

薬剤情報提供書
参照画面　➡

薬剤管理指導業務

持参薬鑑別・代替処方提案業務

　入院持参薬の鑑別を行い、入院後に安全に継続できるよう確認します。
　代替薬剤の提案も行い、安全・的確な医療の実施に貢献しています。
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　バンコマイシン・アルベカシン等の腎障害性
の高い抗菌薬使用にあたって、全症例で初期投
与設計シミュレーションを実施し、必要に応じ
て処方変更提案を行っています。
　ＴＤＭ実施症例では、初期予測とのかい離を
確認して、投与設計の見直しも提案しています。

　ジゴキシン等のＴＤＭ結果について
全症例で結果の評価と電子カルテへの
評価結果報告を掲載しています。
　必要に応じて、処方設計の見直しも
提案しています。

当院レジメン集

処方内容入力画面投与期間設定画面化学療法システム - レジメン選択

抗菌薬投与設計提案・ＴＤＭ結果解析

がん化学療法への関与
　当院では、患者さん一人一人に担当薬剤師を決め、治療サポートを行っています。
　レジメン提案、投与当日の面談、投与量提案、ミキシング、薬剤管理指導、副作用
対策の提案等を行っています
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薬剤管理指導実習 抗がん剤混注 ＮＳＴ回診同行

実習症例報告会

　当院では１００％室外排気型安全キャビネット・クローズド混注システム、クローズド
点滴ラインを導入しており、スタッフの被ばくにも配慮した安全な混注調剤ができます。

クローズド混注システム
「ファシール」「ケモセーフ」も導入済

化学療法剤混注室
　　　安全キャビネット

日本薬剤師研修センター
認定指導薬剤師数︓４名

がん化学療法と注射薬の混注

実務実習の受け入れ
　薬学生の実務実習受け入れを通して、
　スタッフも共に学び・育つことを意識しています
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日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会
東海支部合同学術大会　　シンポジウム発表

薬剤師による講演・発表

資格取得
　平成２６年度の予備自衛官補試験に合格し、所定の
訓練後陸上自衛隊予備自衛官（二等陸尉・薬剤師）に
任官しました。
　通常は当院薬剤科で勤務し、大規模災害等の有事の
際には召集され、自衛隊内の薬剤師業務に従事します。
　当院では、資格取得や公的な役職等への就任等に関
して、できるだけ希望に添えるよう支援をしています。　

院外セミナー講演 静岡県病院薬剤師会
中部支部例会

市民向け健康講座
甲賀はつらつ教室

静岡県薬剤師会
疾患別シリーズ研修会講演

平成３０年６月の認定試験に
合格し、『日本病院薬剤師会
病院薬学認定薬剤師』として
３名の薬剤師が認定されました。
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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

1年目
科内

1年目
科外

院内
勉強会

院外
勉強会

3～5年

昇格後

内服注射調剤
病棟業務
混注業務
教育期間

新人研修（社会人１年目）（２ヵ月に１回程度）

若手職員研修（６回程度）

昇格者研修

抗がん剤
混注業務
教育期間

日直対応
教育期間

日直・待機
開始

県病薬中部支部例会（月１回） 輸液勉強会（年５回） 副作用研究会（年に数回）
専門領域研修会（月１回程度）

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

内服注射調剤
病棟業務
混注業務
教育期間

抗がん剤
混注業務
教育期間

日直対応
教育期間

日直・待機
開始

薬物療法研修会（月１回） ＮＳＴ勉強会（月１回） 災害対応訓練（半年に１回）
急変対応勉強会（月１回） メーカーの薬剤説明会（適宜） など

気になる入職後の研修は︖

入職後の最初の１年の実務

入職後の研修スケジュール 県病院薬剤師会
新人研修会 学会参加随時

県病院薬剤師会
中堅研修会

全員が県病院薬剤師会
に入会します

県病院薬剤師会
新人研修会

待機は別に
手当が出ます

全員が県病院薬剤師会
に入会します

現在夜間は
電話にて対応です。
緊急手術の場合は
出勤します。

実習期間と重なる場合は
実習スケジュールの
間に入ります。

土曜と日祝日では
若干業務が異なります。
数回は先輩と一緒に
日直に入ります。

当院ではすべての薬剤師が
すべての業務をできるよう
教育しています。

学会参加随時
年１回は病院負担
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甲賀病院で働く魅力

一つの病院で長く勤めたい方におすすめです

◆当院は多機能病院なので、ライフステージやキャリアビジョンの変化に応じて、
　様々な働き方が可能です︕
　　　⇒　急性期・回復期リハ・地域包括と幅広い病棟機能を保持。
　　　⇒　予防医療～急性期～回復期まで、幅広い疾患に対応しているので、
　　　　　多分野にわたって薬剤師として活躍できます。
　　　⇒　資格取得等、職員の要望に可能な限り応えていきます。

◆子育て支援の体制や職場の理解がしっかりしています︕
　　　⇒　託児所・学童を完備
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託児所「にんにん」

学童所「いいとも」

福利厚生
子育て世代にも働きやすい環境づくり
　当院には託児施設として、乳幼児向けの託児所「にんにん」や、幼稚園児～小学生
向けの学童所「いいとも」が設置されています。
　保育園でも待機児童がいるというご時世、お母さんになっても安心して働けます。

充実した職員食堂

日替わり定食は 400 円で美味しいお昼ご飯が食べられます。
定食とは別にラーメン・丼ぶり類などは 300 円で食べられます。

ランチメニュー（日替わり定食）
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気になる雇用条件

　【就業形態】
　　平日︓８︓３０～１７︓３０　　　土曜日︓８︓３０～１２︓３０
　
　【日直勤務 ( 交代制 )】
　　　 土曜日︓１２︓３０～１７︓３０
  日祝日︓　８︓３０～１２︓３０
 　　　　　　（当番医対応︓８︓３０～１７︓３０　年に数回）
　　　　　※　上記以外はオンコール待機当番制
　 　　
　　　　　　変則週休２日制　　年間休日　１１３日（平成２７年度実績）　　
　　　　　　慶弔等特別休暇有

　【有給休暇】
　　　　　初年度１０日（４か月目から）　
　　　　　　※　以後１年ごとに１日ずつ追加　最大２０日まで

　【定　　年】６５歳（必要に応じて定年延長有）
　　
　【給　　与】
　　　　　初任給︓薬剤師基本給／２２１，９００円　薬剤師手当／７５，０００円
　　　　　賞　与︓初年度冬季１ヶ月、２年目より年２回　
　　　　　　　　　計３．９０ヶ月
　　　　　昇　給︓年１回　（４月　法人業績により）
　
　【福利厚生】
　　　　通勤手当（距離に応じて最大２５，５００円）、
　　　　雇用保険、健康保険、厚生年金あり
     引っ越しサポート、奨学金返還サポート等あり。

( 平成２９年度標準 )
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連絡先ＴＥＬ：０５４－６３１－７２１４（直通）　　０５４－６２８－５５００（代表） 

Ｅ－ｍａｉｌ：watanabe-m@sunkohkai.or.jp　（統括科長　渡邉・人事部　木嶋）　

貴方も当院の一員になりませんか！

病院の特徴

多職種で仕事をするので
医師や看護師、
他のスタッフとの
距離が近い

お互い助け合って
仕事ができる

カルテで患者さんの
状態や検査値を見ながら
医師と直接ディスカッション
して処方提案できる

取り扱う注射剤が多い
配合変化だけでなく、
投与速度やルート管理も
相談される

超急性期だと
患者さんの容態に
併せて随時
処方変更がある

予防医療～急性期
～回復期、透析などで
異なる薬の使い方を
勉強できる


