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大阪府病院薬剤師会

2 0 2 2 年 月 9 日現在

一般社団法人 大阪府病院薬剤師会

541－0056 大阪市中央区久太郎町 2－4－27
堺筋本町 TF ビル 2 階

TE L 06（6484）5429
FA X 06（6484）5439

豊能支部 

池田市・豊中市・箕面市・ 
豊能郡能勢町・同豊能町 

東淀川･淀川･西淀川支部 

大阪市東淀川区・淀川区・西淀 
川区 

千里支部 

吹田市・摂津市 

三島支部 

高槻市・茨木市・ 
三島郡島本町 

北・福島支部 北河内支部 

枚方市・寝屋川市・ 
交野市 

大阪市北区・福島区 

此花･西･港･大正支部 

大阪市此花区・西区・港区・ 
大正区 

摂南支部 

大阪市城東区・鶴見区・旭 
区・都島区・守口市・門真
市・大東市・四條畷市 

中央支部 

大阪市中央区 

住吉・住之江・東住吉
・平野支部 

大阪市住吉区・住之江区・ 
東住吉区・平野区 

西成･阿倍野･浪速支部 

大阪市西成区・阿倍野区・浪 
速区 

天王寺･東成･生野支部 

大阪市天王寺区・東成区・生 
野区 

泉北支部 

高石市・和泉市・泉大津市・ 
岸和田市・泉北郡忠岡町 

堺・狭山支部 

堺市・大阪狭山市 

中河内支部 

東大阪市・八尾市・ 
柏原市 

泉南支部 

貝塚市・泉佐野市・泉南市・ 
阪南市・泉南郡熊取町・同
田尻町・同岬町 

南河内支部 

松原市・羽曳野市・河内長 
野市・富田林市・藤井寺市・
南河内郡太子町・同河南町・
千早赤阪村 



⽀部
番号

施設名
⽀部
番号

施設名

1 株式会社互恵会 ⼤阪回⽣病院 社会医療法⼈愛仁会 井上病院
関⻄電⼒病院 国⽴循環器病研究センター
公益財団法⼈⽥附興⾵会 医学研究所北野病院 市⽴吹⽥市⺠病院
⼀般財団法⼈ 住友病院 ⼤阪⼤学医学部附属病院
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 ⼤阪病院 ⼤阪⼤学⻭学部附属病院
医療法⼈⽇新会 ⽇新会病院 ⼤阪府済⽣会吹⽥病院
社会医療法⼈きつこう会 多根総合病院 ⼀般財団法⼈ ⼤阪府結核予防会 ⼤阪複⼗字病院
社会医療法⼈寿楽会 ⼤野記念病院 関⻄医科⼤学 くずは病院

4 (地)⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪国際がんセンター 関⻄医科⼤学⾹⾥病院
医療法⼈育和会 育和会記念病院 関⻄医科⼤学附属病院
社会福祉法⼈四天王寺福祉事業団 四天王寺病院 市⽴ひらかた病院
医療法⼈のぞみ会 新⼤阪病院 社会医療法⼈弘道会 寝屋川⽣野記念病院
⽇本⾚⼗字社 ⼤阪⾚⼗字病院 （地独）⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪精神医療センター
医療法⼈⼭紀会 ⼭本第三病院 医療法⼈みどり会 中村病院
社会医療法⼈弘道会 なにわ⽣野記念病院 医療法⼈ 北⾠会 天の川病院
社会医療法⼈寿会 富永病院 東⾹⾥病院
⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院 医療法⼈御殿⼭ 福⽥総合病院
特定医療法⼈ダイワ会 ⼤和中央病院 社会医療法⼈医真会 医真会⼋尾総合病院
⻄⽇本旅客鉄道株式会社 ⼤阪鉄道病院 医療法⼈宝持会 池⽥病院
阪和記念病院 医療法⼈河内友紘会 河内総合病院
阪和病院 聖和錦秀会 阪本病院
社会医療法⼈景岳会 南⼤阪病院 地⽅独⽴⾏政法⼈ 市⽴東⼤阪医療センター
⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター 医療法⼈藤井会 ⽯切⽣喜病院
医療法⼈橘会 東住吉森本病院 ⼤阪府⽴中河内救命救急センター
医療法⼈讃和会 友愛会病院 医療法⼈清⼼会 ⼋尾こころのホスピタル
おおさかグローバル整形外科病院 ⼋尾市⽴病院
すみれ病院 医療法⼈宝⽣会 ＰＬ病院
社会医療法⼈若弘会 わかくさ⻯間リハビリテーション病院 医療法⼈医仁会 藤本病院
関⻄医科⼤学総合医療センター ⼀般財団法⼈成研会 結のぞみ病院
社会医療法⼈弘道会 萱島⽣野記念病院 阪南中央病院
社会医療法⼈弘道会 守⼝⽣野記念病院 医療法⼈⽣登会 寺元記念病院
パナソニック健康保険組合 松下記念病院 医療法⼈春秋会 城⼭病院
医療法⼈正和会 新協和病院 （地独）⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪はびきの医療センター
社会医療法⼈⼤道会 森之宮病院 ⼤阪府済⽣会富⽥林病院
医療法⼈清翠会 牧病院 ⽣⻑会 ベルランド総合病院
⼤阪市⽴総合医療センター 近畿⼤学病院
社会福祉法⼈恩賜財団 ⼤阪府済⽣会野江病院 公益財団法⼈ 浅⾹⼭病院
市⽴豊中病院 阪和第⼀泉北病院
⼩曽根病院 阪和第⼆泉北病院
箕⾯市⽴病院 医療法⼈恵泉会 堺平成病院
ほうせんか病院／北⼤阪ほうせんか病院 社会医療法⼈同仁会 ⽿原総合病院
医療法⼈美喜和会 美喜和会オレンジホスピタル 社会医療法⼈⽣⻑会 ベルピアノ病院
⾼槻⾚⼗字病院 葛城病院
彩都友紘会病院 医療法⼈聖和錦秀会 阪和いずみ病院
愛仁会リハビリテーション病院 市⽴岸和⽥市⺠病院
⼤阪医科薬科⼤学病院 泉⼤津市⽴病院
社会医療法⼈ 祐⽣会 みどりヶ丘病院 ⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪⺟⼦医療センター
社会医療法⼈ 愛仁会 ⾼槻病院 ⽣⻑会 府中病院

社会医療法⼈三和会 永⼭病院
医療法⼈爽神堂 七⼭病院
医療法⼈桐葉会 ⽊島病院
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施設紹介掲載⼀覧＊

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



株式会社互恵会 ⼤阪回⽣病院

第１⽀部＊ 東淀川･淀川･⻄淀川⽀部

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 300床 診療科数 21診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 17人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

地下鉄御堂筋線 新大阪駅北口から改札を出て徒歩3分

JR東海道線 新大阪 3階コンコースから北口出口より右へ徒歩5分

薬剤部の概要

先日、過去一緒に働いていた先輩と話をした時に「初めて務めたのが大阪回生病院で良かった」と話を

されていたました。将来同じことを言ってもらえるような職場をつくれるように心がけています。

1年目から病棟業務の研修を行い、調剤・病棟・院内製剤・チーム医療・ミキシングなど幅広い業務に

携わることができます。また普段から先輩後輩間で話す機会が多いので、些細なことでも相談しやすい

環境だと感じています。是非一度、見学にいらしてください！

施設名

日勤,宿直

年間休日108日

年次有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇制度 等

基本給（当院規定による）、資格手当、当直手当

賞与、独身寮あり（遠方者のみ）

採用について

2020年度　2名

2021年度　2名

2022年度　1名

　調剤業務（院外処方発行率　100%）、注射調剤

　高カロリー輸液ミキシング、抗がん剤ミキシング、製剤業務

　薬剤管理指導業務、病棟薬剤業務実施加算、チーム医療（AST,NSTなど）

大阪市淀川区

カブシキガイシャゴケイカイ　オオサカカイセイビョウイン

2022株式会社互恵会　大阪回生病院

https://www.kaisei-hp.co.jp/

病院の概要

消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉

科、婦人科、皮膚科、形成外科、睡眠医療センター、泌尿器科、眼科、麻酔科、歯科口腔外科、

眼科形成手術センター　など

当院は急性期病院、2次救急指定病院として急性期疾患を診断、治療を行うため、医師をはじめ各

職員が24時間体制で診療に当たっています。また、急性期治療を脱した患者様を在宅復帰するまで

支援する地域包括ケア病床も備えています。

睡眠医療センター、眼形成手術センターなど特徴のある診療科もあり、今後も総合病院として職員一

同で地域医療に貢献して行きたいと考えています。



関⻄電⼒病院
公益財団法⼈⽥附興⾵会 医学研究所北野病院
⼀般財団法⼈ 住友病院
独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構 ⼤阪病院

第２⽀部＊ ⼤阪市北区・福島区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 企業立病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 400床 診療科数 29診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 25人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

阪神電鉄「福島駅」下車-３番出口を出て、なにわ筋を南へ徒歩約５分。JR東西線「新福島駅」下
車-２番出口を出て、なにわ筋を南へ徒歩約５分。JR環状線「福島駅」下車-なにわ筋を南へ。徒歩
約７分。京阪電車「中之島駅」下車-６番出口を出て、なにわ筋を北へ徒歩約３分。

薬剤部の概要

病院薬剤師で働きたい方は、何を目標に働きますか。「認定薬剤師になりたい?」「病棟活動を早く実
施したい?」など思いは多くあると思います。しかし、自分が病気した時を想像してください。その時に自分
自身を担当して欲しい薬剤師像に向かって一緒に頑張ってみませんか?お待ちしています。

転職組です。関電を選んでよかったです!(6年目)感染認定取得しました!緩和チームに所属、認定
取得を目指しています!(共に5年目)がん認定を目標に毎日奮闘中!色々経験できる職場です。(4
年目)優しい先輩方の下で頑張っています。休暇取得など相談しやすい環境です!(2年目)

施設名

平日　８:３０～１７:１０　（休憩　１時間）
隔週土曜日　８:３０～１２:００［隔週］
当直勤務あり

給与:経験年数等に応じて決定（本院HP参照）
２０２３年新卒者初任給　２０８,８５０円～（残業手当、土曜・日曜など当直手当別）
賞与:年２回　昇給:年１回　通勤費:全額支給

採用について

ここ15年間に退職した方は、結婚に伴って勤務できない遠方へ行った方が数名います。退職者補充よ
りも新規業務を実施するために、薬剤師の人員を増加しないといけない場合に、増員募集をかけること
が多い病院であり、毎年新人・既卒の薬剤師募集を行っているわけではありません。
2021年度は募集なし。
2022年度は1名採用見込み。
2023年度は検討中。

男性12名、女性13名の25名で、病棟業務、ICU、HCU、手術室、外来化学療法室の業務を行っ
ています。20日間の有給休暇取得を実施しながら、調剤業務や調剤室外の業務を薬剤部員全員で
取組んでいます。また、産前産後育児休暇を4名女性が取得・復職し、男性3名も育児休暇取得をし
て、家庭と仕事の両立をしている職場です。新たな業務は薬剤部でボトムアップし協調性を持って取り
組みながら、一方で仕事のメリハリをつけ、時間外は必要最小限で実施し、それぞれの業務を完了し、
各科のカンファレンスに参加して自己研鑽に励んでいます。私たちと一緒に協調性を持ち、前向きに仕
事に取組む既卒・新卒の薬剤師を求めます。

大阪市福島区

カンサイデンリョクビョイン

2022関西電力病院
https://kanden-hsp.jp

病院の概要

病院ＨＰ参照ください。

【救急からリハビリまで、専門的かつ包括的な医療を提供し、患者さま満足度No.1の病院をめざしま
す】当院では「糖尿病を中心とする生活習慣病と脳・心血管障害治療」「がん」「機能再生医療」｢救
急医療｣を4つの柱として重点項目に据え、地域住民の皆様に貢献すべく努力を積み重ねてきました。
また限られた資金面や人的制約の中で一部の診療科を廃止する傍ら、新しい病院のコンセプトを担う
形成再建外科、脳神経外科、心臓血管外科に加え、がんの集学的治療の中心として近隣の病院の
中ではいち早く腫瘍内科を開設しています。



所在地 作成年度

経営主体 公益法人 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 685床（一般） 診療科数 32科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 51名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

二交代勤務制（夜勤は月１回程度）※土・日・祝日の日勤は４～５名で対応

２０２３年４月１日より、週休二日制へ移行。移行後の勤務は以下のとおり。

日勤：８：４５～１７：２５（早出・遅出あり）。夜勤：１６：００～翌９：１０

初任給：218,240円。職務手当：5,000円。別途、夜勤手当、超勤手当、家族手当等

賞与：年2回（2021年度実績：6月1.9ヵ月、12月2.3ヵ月）

昇給：年1回（人事考課制度の評価に基づき給与改定）

採用について

■募集職種・募集人数　　薬剤師(正職員）　若干名

■募集期間　２０２２年５月１０日（火）～２０２２年６月６日（月）

■応募方法　※詳細は当院ＨＰにてご確認下さい。

■選考方法：書類選考・面接

■一次選考日程：２０２２年６月１４日（火）

一次選考合格後、最終選考

■施設見学会日程：2021年度は3回開催。※１日先着４名まで。ホームページより予約。

その他、希望者は適宜開催。

・処方せんに基づいた調剤業務に加えて、全病棟に薬剤師を配置し、入院患者さんに対する薬学的ケ

アを実践しています。入院時の持参薬の確認、服薬指導や医師・看護師等への情報提供等を通じ

て、より安全で適正な薬物療法の提供に貢献できるよう取り組んでいます。

・抗菌薬適正使用支援チーム、認知症ケアチームなどのチーム医療活動に積極的に参画し、各職種

間での連携を大切にしています。

・「患者さんに信頼と安心を与えるため何ができるか常に考えて、行動できる薬剤師」を目指し、症例報

告会やリスク検討会などを通して、職員一同、日々研鑽に励んでいます。

大阪市北区

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾀﾂﾞｹｺｳﾌｶｲ ｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮｷﾀﾉﾋﾞｮｳｲﾝ

2022公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

https://www.kitano-hp.or.jp/

病院の概要

多数あり

田附興風会は、田附政次郎氏が医学に関する総合研究に資することを目的に、京都帝国大学（現

京都大学）医学部に提供された寄付金に基因し、1925年に設立されました。そして、本財団の事業

達成のために大阪の地に医学研究所北野病院が設置されました。その後、医学研究所北野病院は、

先人の努力により幾多の困難を乗り越えながら、最新かつ最良の医療を地域の皆様に提供し続け、現

在では病床数685床、職員数約1,600人の全国屈指の大病院に発展している。（理事長ご挨拶よ

り）

地下鉄谷町線 中崎町駅から「中崎町駅」出口1を左側へ出て南に徒歩約4分

JR大阪環状線 天満駅から「天満駅」から西に徒歩約8分。

地下鉄堺筋線 扇町駅から「扇町駅」出口2-Aを出て扇町公園を横切り徒歩約5分。

薬剤部の概要

病院薬剤師の仕事は非常に大変です。それでも、共に成長してくれる方、病院薬剤師の仕事にやりが

いを持って頑張って進んでくれる方をお待ちしております。５年、１０年後の自分のキャリアプランを作っ

てください。

北野病院では、4月から調剤・入院前の持参薬確認、抗癌剤の調製業務等を習得し、早期に病棟

業務に携わることができます。 仕事を覚えること・勉強することは多いですが、薬剤師として成長を感じな

がら充実 した日々を送ることができると思います。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 499床 診療科数 30診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 31人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

・京阪電車 中之島線 中之島駅下車 徒歩約3分

・JR東西線 新福島駅下車 徒歩約13分　・JR環状線/阪神電車 福島駅下車 徒歩約15分

・地下鉄中央線/千日前線 阿波座駅下車 徒歩約12分

薬剤部の概要

就職は“職業を選択する”のではなく、“自身の生き方”を選択する機会だと考えます。

但し、薬剤師はその知識と技能で患者利益に貢献する義務があります。どのような職業を選択したとし

ても、自身の知識・技能で社会に貢献し、よろこびや、やりがいに繋げてほしいと願っています。

1-2ヶ月のサイクルを目処に、病棟と調剤室を交互に担当しています。病棟では医師や看護師と共に患

者さんにより良い治療を提供できるよう励んでいます。新薬の勉強会や研修医と合同の勉強会もあり、

学ぶ機会がとても多いです。大学を卒業してからも日々勉強し続けられる環境だと思います。

施設名

平日8:30～16:45（休憩45分）週休2日制　当直有り

初任給：205,100円＋手当

賞与：年2回（6月,12月）　昇給：年1回（4月）

採用について

3月19日　：求人票掲載

4月　　　　：見学会3回実施

5月6日　　：求人締切

5月10日　：一次選考（書類選考）

5月17日　：二次選考（適性検査・面接）

幅広い診療科を有し、ジェネラリストとしての臨床経験を積むことが出来ます。

病棟薬剤業務実施加算を算定しており、薬剤師が病棟に常駐し、全患者対象に病棟業務を実施し

ています。

ICT、NST、RST、緩和ケア、認知症ケア、がん化学療法、糖尿病(生活習慣病)などのチームに参加

しています。

各領域の認定取得に向けて病院からの補助があります。

大阪市北区

ｽﾐﾄﾓﾋﾞｮｳｲﾝ

2022一般財団法人　住友病院

https://www.sumitomo-hp.or.jp/

病院の概要

一般内科、血液内科、内分泌代謝内科、腎臓内科、膠原病内科、循環器内科、呼吸器内/外科、

消化器内/外科、脳神経内/外科、腎ｾﾝﾀｰ、小児科、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ科、乳腺外科、心臓血管外科、整形

外科、婦人科、眼科、耳鼻科、皮膚科、泌尿器科、形成外科、放射線科、救急科

大正10(1921)年7月、住友グループの社会貢献活動の一環として、地域の方々に質の高い医療を

提供することを目的に「大阪住友病院」が開設され、昨年7月で創立100周年を迎えました。

当院は21世紀の医療ニーズに対応した高度先進病院で、「患者様に信頼されるやさしい医療」と「高

度の先進医療」を目標に、日々進歩する医学、医療の発展を取り入れる努力を行っています。風通し

の良い院内環境のもと、チーム医療の徹底に力を入れ、高いレベルのクリニカルパスを積極的に活用し、

高水準で効率の良い、しかも安全性の高い医療を提供しています。



所在地 作成年度

経営主体 社会保険団体およびその他の公的病院 地域医療⽀援病院
病床数 565床 診療科数 35科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 30人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの一言

所属⻑からの一言

ＪＲ東⻄線 新福島駅下⾞徒歩5分、京阪電⾞ 中之島駅下⾞徒歩5分 、ＪＲ環状線 福島駅下
⾞徒歩10分 、阪神電⾞ 福島駅下⾞徒歩10分、野⽥駅徒歩15分 、地下鉄 千⽇前線⽟川駅下
⾞徒歩10分 、市バス ⼤阪駅前　鶴町四丁目[55]⽅⾯　「堂島⼤橋北詰」下⾞

薬剤部の概要

⼤阪病院は、全14病棟に薬剤師を配置し、チーム医療にも⼒を⼊れています。薬剤師の活躍する場が
増えてきていますが、今後は病棟業務の充実、更に地域連携にも⼒を⼊れていきたいと考えています。国
からも病院薬剤師に期待されている中、皆さんと共に進んでいきたいと思います。

当院は、急性期の病院であるため、⽇々変化する患者さんの経過をみることができます。他職種の⽅や
患者さんからの質問に答えられたり、患者さんの症状や検査値によって処⽅提案できることにやりがいを感
じています。また、専門資格を有する薬剤師がチーム医療の中で⽇々活躍しています。

施設名

８時３０分〜１７時１５分　休憩６０分（１⽇７時間４５分勤務）
※当直勤務︓１７時１５分〜翌８時３０分（⽉1〜2回程度）

基本給／免許取得後の経歴により決定
諸⼿当／地域⼿当、通勤⼿当、扶養⼿当、超過勤務⼿当、業績⼿当（年２回）等
昇給／年１回

採用について

前年度実績　あり

令和４年度メディカルスタッフ地区⼀括採⽤試験
１次選考︓4/2〜4/10（WEB試験）
２次選考︓4/23（⼟）（⾯接試験）
採⽤予定人数︓１０〜１５名程度（近畿四国地区１１病院における合計）

（※勤務体系、給与体系、募集実績に関しては、次年度以降変更の可能性があります。）

全病棟での⼊院患者への服薬指導等の病棟業務の実施やICT、NST、緩和ケア、認知症ケア、せん
妄ケア、医療安全、褥瘡、災害時医療等のチーム医療への参加、糖尿病、肝臓病、⼼不全、腎臓病
等の各種教室に参加し、医薬品の適正使⽤に積極的に関わっています。カンファレンスや回診にも積極
的に参加し、多様化した医療のニーズに応える質の⾼い薬剤業務を⾏い、安⼼、安全かつ効果的な薬
物療法をサポートしています。

大阪市福島区
ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウ　オオサカビョウイン 

独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構　大阪病院 
https://osaka.jcho.go.jp/ 

2022

病院の概要

整形、リウマチ、形成、ﾘﾊﾋﾞﾘ、外科、消外、呼外、肝臓・胆のう・膵臓外、乳腺外、脳外、内科、消
内、呼内、腎臓内、糖尿病内、循内、⼼外、⽪膚、泌尿器、産婦人、眼、⽿⿐、頭頸部外、⼩児、新
⽣児、精神、脳内、放診断、放治療 、⻭科、⼝腔外科、検査、病理診断、⿇酔、救急

当院は、全国に57病院を有する独⽴⾏政法人地域医療機能推進機構（JCHO︓ジェイコー）グルー
プの1つであり、厚⽣労働省所管の公的医療機関です。JCHOの理念である「地域住⺠・⾏政・関係機
関と連携し、安⼼して暮らせる地域づくり」に貢献すべく、当院では、地域医療⽀援病院として、また救急
指定病院･⼤阪府がん診療拠点病院･災害拠点⽀援病院として5疾病（がん、急性⼼筋梗塞、脳卒
中、DM等の⽣活習慣病、精神疾患）4事業（救急医療、⼩児医療、災害医療）に⼒をいれており
ます。

施設機能分類 



医療法⼈⽇新会 ⽇新会病院
社会医療法⼈きつこう会 多根総合病院
社会医療法⼈寿楽会 ⼤野記念病院

第３⽀部＊ ⼤阪市此花区・⻄区・港区・⼤正区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（療養病床のみ）

病床数 60床 診療科数 5診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 2人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

9:00～17:15　休憩45分　年間休日120日（休日：日・祝日、週休2日）

夏季休暇・年末年始・誕生日休暇（1日）

226,000～232,000円（新卒・月額）その他手当（8,000円～）

賞与・基本給×3.2月（前年度実績）

採用について

退職者1名補充につき、1名採用

調剤・監査

処方監査／服薬指導

カンファレンス／各種委員会への参加

薬剤勉強会の企画・参加

高齢者や透析患者に適した薬剤提案など、患者様のニーズに寄り添って業務にあたっています。

大阪市西区

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝﾆｯｼﾝｶｲ　ﾆｯｼﾝｶｲﾋﾞｮｳｲﾝ

2022医療法人日新会　日新会病院

https://nisshinkai.jp/

病院の概要

内科・人工透析内科・放射線科・リハビリテーション科

癒しの高齢者医療を目指し、1.効果的な治療で生活の質を高める、1.薬剤の管理指導、1.縛らない

医療への挑戦、1.安全の確保、1.院内感染対策、1.充実した食生活、1.褥瘡対策、1.リハビリテー

ションに力を入れています。

大阪メトロ長堀鶴見緑地線及び千日前線『西長堀駅』４c出口すぐ

薬剤部の概要

高齢者医療を担う病床の経験の先に、自分がいつか受ける医療が見えます。高齢者ゆえの個人差の

大きい投薬の難しさを観察しつつ、研鑽と経験から豊かな療養に寄与することができる薬剤師でありた

いと考えます。Generalistな薬剤師さん、歓迎です！

高齢化社会における慢性期医療、一緒に考えてみませんか。



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 ⼀般病院（⼀般病床のみ）
病床数 304床 診療科数 24診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 17名

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

４週８休シフト制・年末年始休暇・年次有給休暇（初年度10⽇）

基本給207,400円、精勤⼿当5000円、住宅⼿当（⾮世帯主/5,500円 ⼀⼈暮らし/9,000
円）、その他15000円、夜勤⼿当10,500円、⼟曜当直11,500円、祝⽇出勤⼿当800円※賞与:基
本給×5.0ヶ⽉（初年度は2.5ヶ⽉）

採⽤について

2021年度　募集⼈数5名

　内服薬は⾃動錠剤・散薬分包機により1回服⽤毎に1包化調剤しています。注射薬は全⾃動アンプル払
出機により患者毎に調剤しています。抗がん剤調製では混注鑑査システムにより調製ミスのリスク回避に努
めています。SPD6名が常勤しており、薬剤師業務に専念できる環境です。薬剤管理指導業務は兼任制と
し、6病棟で服薬指導業務を⾏っています。がん薬物療法センターには薬剤師が常駐し、薬剤師外来を開
設するなど外来患者様に対しても服薬指導業務を⾏っています。ICTやAST、NST、認知症ケア、緩和ケ
ア、がん薬物療法などのチーム医療にも積極的に参画し、多職種と連携・協働しながら安⼼安全で質の⾼
い薬物療法に貢献しています

⼤阪市⻄区

シャカイイリョウホウジンキツコウカイ　タネソウゴウビョウイン

2022社会医療法⼈きつこう会　多根総合病院
https://general.tane.or.jp

病院の概要

内科、総合診療内科、循環器内科、消化器内科、外科・消化器外科、乳腺科、腫瘍内科
急性腹症科、脳神経外科、脳神経内科、泌尿器科、緩和ケア、整形外科、形成外科,神経眼科救急
科、放射線診断科、放射線治療科、婦⼈科、⼩児科、⽪膚科、⽿⿐咽喉科,⿇酔科、⻭科

放射線治療から⽇帰り⼿術、救急対応まで様々な急性期対応が可能です。全国的にも優秀な実績であ
る⽇帰り⼿術や、先進的な放射線治療など地域医療の枠を超えた専⾨分野に取り組んでおります。

電⾞:①JR⼤阪環状線「⼤正駅」下⾞、⻄⼝より徒歩10分②⼤阪メトロ⻑堀鶴⾒緑地線「ドーム前千代
崎駅」 下⾞、⻄へ徒歩約10分③阪神なんば線「ドーム前駅」下⾞、⻄へ徒歩約10分
バス:「境川(ドーム前)」下⾞①なんば駅前60系統 天保⼭⾏き②⼤阪駅前88系統 天保⼭⾏き

薬剤部の概要

患者様に「薬剤師がいてくれてよかった」と思ってもらえるよう、⽇々薬剤師としての業務を⾏いながらスキルを
磨き、医療の⾼度化・複雑化に対応すべく、チーム医療を推進しています。上司や先輩との距離も近く、専
⾨性の向上を⽬指し、認定取得にも励んでいます。

薬剤部はケモ、AST、NSTなど各種分野の認定薬剤師が在籍しており、病院より年間研修費の補助もあ
るため取りたい認定資格や学びたい分野を思いっきり学べる環境です。⼀部資格は教育施設に認定されて
おり当院研修も可能です。アットホームな部署で希望する分野を⼀緒に学んでみませんか︖



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 250床 診療科数 22科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 18名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

ＪＲ難波駅、大阪メトロ（地下鉄）各線難波駅、近鉄・阪神なんば線大阪難波駅より徒歩10分

圏内

薬剤部の概要

ワークライフ・バランスの考えに則り、それぞれの価値観・働き方を重視しています。育休取得者や子育て

中の時短者も多くいます。課せられた業務の責務を果たしているならば、休日の取り方や業務時間外に

介入しない方針で、有休取得が多く、残業時間が少ない職場です。

外来処方は院外処方なので、病棟活動やチーム医療に時間を割けられます。また、週1回の症例カン

ファレンスで、業務時間内に全員で意見交換できるところも魅力です。休日が月10日と多いため、プライ

ベートの充実や自己研鑽に充てることができ、メリハリをつけて仕事ができる職場だと思います。

施設名

日勤（8時45分～17時（土曜・日曜・祝日も同じ））、当直勤務あり

休日は月10休制

基本給216,600円、資格手当10,000円、皆勤手当6,000円、計232,600円

昇給年1回、賞与年2回支給（前年実績年間3.45か月）

採用について

新卒1名、キャリア採用1名

薬剤師は病棟に常駐し、薬剤管理指導を実施するとともにAST（抗菌薬適正使用支援チーム）や

NST（栄養療法支援チーム）等のチーム医療にも積極的に参画しています。また、癌化学療法や人

工透析等の外来患者にも、指導を適宜実施しています。さらに学会発表・論文投稿や研修会参加に

励み、様々な専門・認定を取得した薬剤師が在籍していますが、特に病院の特性から腎臓病薬物療

法に注力しています。そして、薬剤部内では様々な学習や相談の機会を設け、全員一丸で最適な薬

物療法を目指しています。

大阪市西区

シャカイイリョウホウジンジュラクカイ　オオノキネンビョウイン

2022社会医療法人寿楽会　大野記念病院

https://www.ohno.or.jp

病院の概要

内科、腎臓内科、循環器内科、消化器内科、内分泌内科、糖尿病内科、呼吸器内科、肝・胆・膵

内科、外科　消化器外科、腫瘍外科、乳腺・内分泌外科、肛門外科、血管外科、整形外科、泌尿

器科、脳神経外科、救急科、膠原病・リウマチ科、リハビリテーション科、放射線科、皮膚科

設立98周年を迎えた歴史ある病院です。「私たちは心のふれあいと安全で質の高い専門医療を通じて

人々に最良の癒しを提供します」という理念の下、二次救急指定の急性期医療と地域包括ケア病

棟、障がい者病棟をも有するケアミックス型病院です。人工透析専用ベットも84床運用し、トータルで

地域医療に貢献しています。



(地)⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪国際がんセンター

第４⽀部＊ ⼤阪市中央区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 社会保険団体およびその他の公的病院 施設機能分類 特定機能病院

病床数 500床 診療科数 34診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 38人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

原則：勤務時間　（9：00～17：30）　　休日（土日祝・年末年始）

但し、配属先センターによって宿日直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。

新卒初任給　大学卒（6 年課程） 基本給208,400 円+地域手当24,591円程度

　　　　　　　　 大学卒（4 年課程） 基本給186,100 円+地域手当24,591円程度

　　　　　　　　　※初任給は経歴その他に応じて一定の基準により加算されます。

採用について

〈大阪府立病院機構として採用となります。〉

募集人数：数名

最終合格者数：5名（補欠合格者：7名）

※補欠合格者は合格者の採用辞退等で欠員が生じた場合に繰上げ合格となります。

募集期間：令和3年３月22日（月）～令和3年4月26日（月）

一次選考：令和3年５月1日（土）専門考査及び適性検査

二次選考：令和3年５月17日（月）個別面接

最終合格発表：令和3年5月26日（水）

採用選考は機構で実施し、合格後に5センターのいずれかに配属されます。

配属先については、5センターの状況や本人の適性等から判断し決定いたします。

<がん医療の専門施設です。>　　常勤薬剤師：38人、非常勤薬剤師：10人

薬剤管理指導、病棟薬剤業務の実施、各種チーム医療へ参画しています。また、外来がん患者に対

する薬剤師外来では、PBPMを実践しています。がん専門薬剤師をはじめ各種専門・認定薬剤師が多

数在籍しています。抗がん剤調製ロボットなど最新の設備を有しています。

<主な研修施設の認定>

日本医療薬学会：がん専門薬剤師、日本病院薬剤師会：がん薬物療法認定薬剤師、日本緩和

医療薬学会：緩和医療専門薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会：外来がん治療認定薬剤師など

大阪市中央区

(チ)オオサカフリツビョウインキコウ　オオサカコクサイガンセンター

2022(地)大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター

https://oici.jp/

病院の概要

消化管内科、肝胆膵内科、呼吸器内科、血液内科、腫瘍内科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺・

内分泌外科、脳神経外科、婦人科、泌尿器科、頭頸部外科、整形外科、放射線腫瘍科、腫瘍皮

膚科、小児科、腫瘍循環器科、外来化学療法科、がんゲノム診療科・家族性腫瘍診療科など

〈がん診療に重点を置いた専門病院です〉

先進的で高度な医療の実践に取り組み、新たな診断法・治療法の研究開発、臨床実用化にも取り

組んでいます。研究所やがん対策センターも運営しています。

〈主な施設認定〉

特定機能病院、都道府県がん診療拠点病院、がんゲノム連携病院、日本医療機能評価機構認定

病院など

〇Osaka Metro 谷町線・中央線「谷町四丁目」駅　北改札・1-A出口より、地下通路直結　徒歩

5分

〇京阪 電鉄「天満橋」駅　東改札・14号出口より徒歩 10分

薬剤部の概要

大阪府立病院機構の各医療センターでは専門性を活かし、薬剤師が様々な領域で最先端の医療に

携わり、自己研鑽や研究にも取り組んでいます。大阪国際がんセンターに配属となれば、最新のがん医

療を学ぶことができます。私たちと一緒に、患者さんに頼りにされる薬剤師を目指しましょう！

1年目から調剤・ミキシング業務をはじめ病棟業務、当直業務など様々な経験を積むことができます。入

職当初は不安でいっぱいでしたが、分からないことは相談しやすく、悩んでいると気にかけてくださる先輩

が多いので、とても働きやすいです。また定期的に勉強会があり成長しやすい環境です。（1年目）



医療法⼈育和会 育和会記念病院
社会福祉法⼈四天王寺福祉事業団 四天王寺病院
医療法⼈のぞみ会 新⼤阪病院
⽇本⾚⼗字社 ⼤阪⾚⼗字病院

第５⽀部＊ ⼤阪市天王寺区・東成区・⽣野区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 265床 診療科数 17診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 23人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

午前9時00分～午後5時00分、休憩時間45分　（平日）

午前9時00分～午後1時00分（隔週土曜日）

午前9時00分～翌9時00分

基本給195,000円～経験等により優遇、通勤手当：全額（6ヶ月定期相当）

皆勤手当：12,000円、薬剤師手当：30,000円

当直手当：13,000円／回（月2回程度）

採用について

2021年：新卒１名（神戸薬科大学）、中途採用１名（日本大学）

・平成２４年４月から病棟薬剤業務実施加算を取得し、全病棟に病棟薬剤師を配置

・院外処方箋発行率：約45％

・専門薬剤師、認定薬剤師の資格取得を推進

・業務内容

　病棟業務薬剤業務、薬剤管理指導業務

　外来薬剤管理指導業務

　術前、入院前薬剤管理指導業務

大阪市生野区

イリョウホウジンイクワカイ　イクワカイキネンビョウイン

2022医療法人育和会　育和会記念病院

http://www.ikuwakai.or.jp/ikuwakai/

病院の概要

総合内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科・アレルギー科、糖尿病内科、脳神経内科、外

科、脳神経外科、整形外科・リウマチ科、リハビリテーション科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、婦人

科、放射線科、麻酔科、救急科

基本理念

■地域住民に信頼される最新の医療を提供し、住民の健康と疾病予防に貢献する。

■「その人らしさ」を大切にしたケアーサービスに徹する。

〒544-0004

大阪市生野区北巽３丁目２０番２９号（地下鉄千日前線北巽駅　徒歩３分）

薬剤部の概要

一人一人の患者様に寄り添った医療を提供できるよう、病棟業務の活動時間や研修時間を確保して

います。毎日の自己研鑽を続けて頂き、将来的には各分野の認定薬剤師や専門薬剤師などの資格

を取得し、スペシャリストに成長して頂く事を期待しています。

入職１年目から病棟業務の研修を開始し、様々な業務を経験できる病院です。

外部研修や学会への参加も積極的に行い、病院からの支援も受けることができます。



所在地 作成年度

経営主体 社会福祉法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 197床 診療科数 14診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 11人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」下車4番出口南へ5分／地下鉄御堂筋線・谷町線・JR環状

線「天王寺」下車北へ10分／大阪市バス「天王寺西門前」下車東へ1分

薬剤部の概要

病院薬剤師として前向きに業務を行おうとする方を求めています。新卒者や病院勤務経験のない方で

も丁寧に指導します。当院薬剤部門の方針として、「ライフ・イベントを経ても働き続けられる職場」を

目指しています。“働く”をあきらめない職場を共に作り、育てていきましょう！

医師や看護師をはじめとする多職種とコミュニケーションを密に取りながら業務をおこなっているため、

たくさんの気づきを得ることができます。休暇も取りやすい雰囲気です。天王寺駅に近い立地なので、

終業後に研修会に参加しやすい、プライベートを充実させられる等の利点もあります。

施設名

日勤：8:45～17:00(実労働7時間30分・休憩45分)／Ａ勤務：8:45～12:30(実労働3時間

45分)／年間平均1ヵ月152時間、週37.5時間／土曜日・連休についてはＡ勤務出勤あり(出勤し

た場合は平日に振替休)／当直なし

【給与】初任給(新卒) 244,460円　別途通勤手当等あり。

【昇給】年1回

【賞与】 年2回（7月、12月）

採用について

【2021年度募集・採用実績】

2名募集／2名採用：新卒1名、卒後2年目1名

【休日・休暇】

休日：日曜・土曜・祝日・年末年始(12/30.31.1/2.3)相当数 休日合計 年間123日

休暇：年次有給休暇 初年度10日(入職7ヵ月目から取得可能)・夏季休暇(6月～10月)4日

【加入保険】

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

スタッフ数：薬剤師11名(正職員10名・非常勤職員1名)・薬局補助員1名

ジョブローテーションを行い、調剤業務、服薬指導業務、病棟薬剤業務等を担当していただきます。

病院の業務を全般的にとらえられるのは、中小規模病院薬剤師の強みであり魅力であると思います。

血液内科、消化器外科においては多くの抗がん剤をあつかい、中小規模病院としては相当数の

がん化学療法をおこなっています。

感染対策や医療安全、褥瘡予防などの活動にも薬剤師が積極的にかかわっています。

大阪市天王寺区

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ　ｼﾃﾝﾉｳｼﾞﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ 　ｼﾃﾝﾉｳｼﾞﾋﾞｮｳｲﾝ

2022社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺病院

http://www.shitennoji-fukushi.jp/shitennoji-hospital/

病院の概要

内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・神経内科・外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・

眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科

急性期から療養病棟まで対応しているケアミックス型病院です。

施設基準：薬剤管理指導料、無菌製剤処理料1，2、病棟薬剤業務実施加算、

後発医薬品使用体制加算1　等

当院は昭和6年の開設以来、四天王寺の「四箇院の制」を継承する医療施設として地域住民が気軽

に足を運べる医療機関をめざし、地域社会の一員としての「地域住民の健康保持」を掲げて活動して

います。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 199床 診療科数 10診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 4人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

月～金　9時～17時30分まで　　　土日祝は休み

（長期連休の場合、定期薬セットに半日出勤あり、平日の半日を振替休日とする）

必要時のみ残業を行うが、0～3時間/月　程度の実施

院内の規定により実施　　昇給年1回　賞与2回（夏7月　冬12月）

採用について

薬剤師は5名を想定しているが、薬剤科の運営上、4名未満にならないよう募集をしている。

他職種と連携が出来るスタッフを採用しています。

入院患者への内服・外用・注射の調剤

病棟での処方監査・薬歴入力・服薬指導

病棟加算未算定ではあるが、病棟に常駐し医師・看護師との連携を取りつつ入院患者のQOLに貢献

できるよう活動中

大阪市生野区

シンオオサカビョウイン

2022医療法人のぞみ会　新大阪病院

http://www.shin-osakahospital.or.jp/

病院の概要

内科・外科・透析科

病院全体で地域医療に貢献しようとする意欲が高く、他職種間とのつながりも多い。

委員会活動は新しく始まったものも多く、協力して知識を深めています。

障害者病棟が1病棟60床、療養病棟が3病棟で計139床あります。

今里駅より市バス・今里ライナー（大池橋下車）

JR桃谷駅より市バス（大池橋下車）

地下鉄千日前線北巽駅より市バス（巽北一丁目下車）　　各徒歩5分

薬剤部の概要

薬剤科スタッフ全員で仕事分担することで、偏った業務にならないようにしています。

業務内容は療養病院に準じた内容になり、負担は少ないですよ。

残業はほとんどなく、働きやすい職場環境です。



所在地 作成年度

経営主体 ⽇⾚病院 施設機能分類 ⼀般病院（⼀般病床のみ）
病床数 909床 診療科数 36診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 53名

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

平⽇（週休⼆⽇制）
〔⽇勤者〕 8︓30〜17︓00（休憩45分）
〔夜勤者〕 16︓20〜翌9︓20（休憩1時間30分）※⼟⽇に当直（⽇直または宿直）業務あり

基本給（令和4年4⽉募集時実績）
・６年制卒 ︓ 258,332円（俸給 222,700円、地域⼿当35,632円）
・４年制卒 ︓ 233,044円（俸給 200,900円、地域⼿当32,144円）

採⽤について

令和4年度　1名

調剤・臨床薬剤業務（薬剤管理指導・処⽅⽀援/処⽅提案）・
薬剤師外来・製剤・がん化学療法関連業務・医薬品情報管理等の業務国内および国外の災害救援、医
療救援（有事の際）

⼤阪市天王寺区

ニホンセキジュウジシャ　オオサカセキジュウジビョウイン

2022⽇本⾚⼗字社　⼤阪⾚⼗字病院
https://www.osaka-med.jrc.or.jp

病院の概要

リウマチ内科､腎臓内科､⾎液内科､糖尿病･内分泌内科､消化器内科･外科､循環器内科､脳神経内
科･外科､緩和ケア科､乳腺外科､⼼臓⾎管外科､眼科､産婦⼈科､⽪膚科､泌尿器科､⽿⿐咽喉科､頭
頸部外科､⼩児科･外科､呼吸器内科･外科､精神科､整形外科､形成外科､⻭科⼝腔外科

当院は、「⼈道・博愛の⾚⼗字精神に基づき、すべての⼈の尊厳をまもり、⼼のかよう⾼度の医療」を理念と
して掲げています。その中で薬剤師も患者さんに最適な医療をめざし、安⼼で安全な薬物治療を受けていた
だけるように、⽇々努めています。また、医療救護活動も、⾚⼗字の使命に基づいた重要な活動であり、国
内および国外の災害救援、医療救援において多数の薬剤師が積極的に活動しています。

JR環状線・近鉄・⼤阪メトロ（地下鉄）鶴橋駅から約550m（徒歩 約7分）
近鉄 ⼤阪上本町駅から約550m（徒歩 約10分） ※近鉄シャトルバスあり 約4分⼤阪メトロ（地下
鉄）⾕町線 ⾕町九丁⽬駅から約950m（徒歩 約15分）

薬剤部の概要

⾚⼗字・⾚新⽉社は世界最⼤の⼈道⽀援組織です。その⼀員である⽇本⾚⼗字社では国際的な⼈道
⽀援のみならず､国内の災害救援や⾎液事業などを担っています。⾚⼗字病院は⽇本全国にあり地域医
療に貢献しています。世界的に有名な⾚⼗字の⼀員として臨床薬剤師として活躍しませんか。

当院薬剤部では、900床以上ある病棟とセントラル業務をバランスよく経験でき、チーム医療や地域連携、
資格取得等「やりたい︕」を積極的に後押ししてくれます。また災害⽀援に加え、国際救援部があり、薬剤
師も国際⽀援に尽⼒しています。あなたも⼤阪⾚⼗字病院で共に活躍してみませんか。



医療法⼈⼭紀会 ⼭本第三病院
社会医療法⼈弘道会 なにわ⽣野記念病院
社会医療法⼈寿会 富永病院
⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院
特定医療法⼈ダイワ会 ⼤和中央病院
⻄⽇本旅客鉄道株式会社 ⼤阪鉄道病院

第６⽀部＊ ⼤阪市⻄成区・阿倍野区・浪速区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 311床 診療科数 9診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 13人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

8:50～17:00（休憩昼60分、他10分）

日曜日休み　月2回程度土曜出勤　祝日は日直あり

当院規程による

採用について

3名募集　1名採用

  「薬あるところに薬剤師あり」の実践という薬剤部理念のもとに患者に寄り添う薬剤師を日々目指して

います。業務内容は、内服薬･外用薬･注射薬の調剤をはじめとして、注射薬無菌調製、癌化学療法

への関与、薬剤管理指導業務、医薬品の適正管理、医薬品情報提供業務、など多岐にわたっていま

す。 入職３か月目より入院患者を担当してもらいます。早期から病棟に上がることで患者並びに他職

種とのコミュニケーションを図っていくことができます。まずはジェネラリストとしての認定取得（病院薬学認

定薬剤師）を第一目標としています。この認定取得、その後の専門的な認定取得に際し金銭面を含

めたサポート体制が整っています。

大阪市西成区

イリョウホウジンヤマキカイ　ヤマモトダイサンビョウイン

2022医療法人山紀会 山本第三病院

https://yamakikai.or.jp/third/

病院の概要

内科・消化器内科・呼吸器内科・外科・脳神経外科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科・放

射線科

当病院は1980年に開設以降、地域医療を守るという重大な使命を全職員が忘れることなく、40年に

渡り24時間･365日絶え間なく急性期･救急医療(06年には関連施設の山本第一病院の急性期医

療部分を統合)を提供してきました。 現在は、内科、外科、脳神経外科、整形外科、放射線科の診

療科を中心に診療を行っています。 また、関連施設の山本第一病院(療養病床)、介護老人保健施

設のやまき苑、あべの苑、はるか等との連携の下、地域の保健･医療･介護サービスの一層の向上に向

け取り組んでいます。

大阪メトロ 四つ橋線｢北加賀屋｣より徒歩約15分

大阪市バス「南津守４丁目」バス停前

大阪メトロ・南海「天下茶屋」、大阪メトロ「岸里」より無料送迎バス有り

薬剤部の概要

  薬学部6年制以降、新卒薬剤師3年離職率0％を維持しています。

昨年度の有給休暇消化率は100％です。働くときは働く、休む時は休むという環境を構築しています。

優しい経験豊富な先輩から若手まで幅広い年齢層がおり、相談しやすい環境が整っています。またプラ

イベートとの両立がしやすいです。ぜひ一緒に働きましょう。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 173床 診療科数 16診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日（月～土）　8：50～17：20　当直１名体制（翌日9：00まで）

日・祝は休み（1名体制）　月９日休み（年間休日110日）

初任給247,000円～（賞与4か月など）

採用について

法人採用になりますので、面接時に希望病院の聞き取りを行います。

病院間異動は不定期で行われ、希望がなければ基本的に３年間は異動のないよう配慮します。

２０２１年度

　　＜新卒＞1名

　　＜中途＞2名

人事担当：守口生野記念病院薬剤科　椎木紀行

n-shinoki@nih.koudoukai.jp

＜業務内容＞

調剤全般、服薬指導、病棟業務、抗がん剤調整、高カロリー輸液無菌調製、DI業務

＜特色＞

多様な診療科による総合病院としての機能を有し様々な疾患に触れることができます。特に、癌治療

においては中小病院では数少ない放射線治療もできますので、外科的治療や抗がん剤治療に加え放

射線+化学療法を行える病院です。また、人工膝関節置換術の手術件数は全国でもトップクラスで

す。薬剤科としては若手・中堅・ベテランの垣根を越え新しいことにチャレンジしていく事を大切にしていま

す。

大阪市浪速区

シャカイイリョウホウジンコウドウカイ　ナニワイクノビョウイン

2022社会医療法人弘道会　なにわ生野病院

http://www.koudoukai.or.jp/naniwa-hp/

病院の概要

内科　循環器内科　消化器内科　神経内科　呼吸器内科　腎臓内科　整形外科　脳神経外科

外科　泌尿器科　心臓血管外科　小児科　形成外科　婦人科　麻酔科　放射線治療科

放射線治療（リニアック）装置をはじめとする最先端の設備や24時間365日体制の救急応需はもと

より、老人保健施設や通所型リハビリ施設に在宅サービス事業所を加え大阪市が必要とする地域医

療を担っています。また、日本医療機能評価機構認定病院であり、初期臨床研修基幹型病院でもあ

ります。

地下鉄御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅から徒歩３分

JR環状線「今宮」駅から徒歩５分　　南海電車「新今宮」駅から徒歩５分

薬剤部の概要

20～30歳台の薬剤師が中心で、早くから色々な業務に関われます。急性期医療のみで診療科も多

く研修医の受入施設でもあります。一緒に病院薬剤師を盛り上げていきましょう。

同世代が多く働きやすい。中小病院だが診療科は多くしっかり学べる。医師も若い先生がおられる。

チーム医療も2～3年目で入る事が出来るし、やる気次第でステップアップも可能。残業も少なく休みも

自由に取れるためプライベートの時間も大切にできる。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 306床 診療科数 9診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 15人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

4週8休シフト制

日直　08時45分～17時00分

夜勤　16時45分～09時00分　　※日曜・祝日夜勤出勤の場合あり

・基本給　 ：210,000円～

・職務手当：30,000円

・各種手当：病院経験加算、皆勤手当、夜勤手当、扶養手当、時間外勤務手当など

採用について

2021年　２名中途採用

薬剤師の専門性と業務効率化を追求したワークライフバランスのよい職場です。

病棟薬剤師や外来薬剤師の配置、再生医療等製品の製造や患者説明など専門性の高い業務を行

い、病院の中核業務を担います。患者さんの入院生活だけでなく退院後の薬剤管理にも適切なアドバ

イスを行い、患者さんの安全を守る役目を担っています。術前薬剤師外来では周術期薬剤管理を薬

剤師が行い、入院前から安全な手術ができるように医師や看護師らと協力しています。

有給消化率100％、月平均残業時間１～２時間程度、院外処方箋率99 %

（2021年度実績）

大阪市浪速区

ｼｬｶｲｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｺﾄﾌﾞｷｶｲ　ﾄﾐﾅｶﾞﾋﾞｮｳｲﾝ

2022社会医療法人寿会　富永病院

https://www.tominaga.or.jp/

病院の概要

脳神経外科、整形外科、神経形成外科、脳神経内科、循環器内科、内科、麻酔科、放射線科、リ

ハビリテーション科

全国屈指の脳神経外科手術件数を誇り、全国から患者さんが集まる病院です。

整形外科では人工股関節/膝関節の全国トップレベルの手術件数と、ひざ・股関節の再生医療を行っ

ています。神経内科では頭痛専門外来やパーキンソン病など国内でもトップクラスの診断と治療を行い、

頭痛教室など患者さん向けの公開講座を開催しています。頭痛薬剤師として活躍できる全国でも希少

な施設です。神経形成外科では脳神経外科手術に関連した再建をおこなう専門性の高い手術をおこ

なっています。

大阪市浪速区湊町1-4-48

JR大和路線 難波駅より徒歩1分、近鉄 大阪難波駅より徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線 難波駅より

徒歩5分、阪神電鉄 大阪難波駅より徒歩5分、南海電鉄 なんば駅より徒歩10分

薬剤部の概要

「患者さんにとっての最善を尽くすこと」が、私たち薬剤部の理念です。

急速に変化する社会の中で、薬剤師に求められることも日々変化しています。

薬剤師として必要な知識と経験を身につけ、社会に必要とされる薬剤師を目指していきましょう。

薬局内はアットホームな雰囲気で、上司や先輩に対し、気軽に相談できる働きやすい環境です。

他部署の医療スタッフと連携を図り、チーム医療の参加や再生医療に関する薬剤の説明、院内製造を

行っています。有給も取りやすく、仕事とプライベートの両立が可能な職場です。



所在地 作成年度

経営主体 公⽴⼤学病院 施設機能分類 特定機能病院
病床数 許可病床数　965 床 診療科数 39診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 74名

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

Osaka Metro「天王寺駅」御堂筋線（徒歩 約7分）⾕町線（徒歩 約9分）、「動物園前駅」
（徒歩 約8分）ＪＲ⻄⽇本「天王寺駅」（徒歩 約9分）、近畿⽇本鉄道「⼤阪阿部野橋駅」、阪
堺電気軌道「天王寺駅前」、⼤阪シティバス「⼤阪公⽴⼤学附属病院」

薬剤部の概要

特定機能病院として⾼度な医療を提供し、薬剤師は質の⾼い薬物療法の推進に務めています。
薬剤部は若いパワーにあふれ、活気ある職場です。幅広い分野で、質の⾼い知識をもった先輩薬剤師
たちと⼀緒に楽しく学びましょう。

最先端の臨床や研究など様々なことに挑戦できる職場です。学会発表、資格取得についても先輩薬剤
師から⼿厚いサポートを受けることができます。また、業務に従事しながら⾼度な専⾨知識も⾝に着けるこ
とが可能です。やる気、チャレンジ精神のある⽅を募集しています。

施設名

A勤務︓ 8 時 15 分〜 16 時 45 分 休憩 45 分
B勤務︓ 8 時 45 分〜 17 時 15 分 適宜休憩 45 分
C勤務︓ 8 時 45 分〜翌１時 45 分 適宜休憩 90 分（※⽉に１回程度）

諸⼿当 ／ 通勤⼿当、住居⼿当、扶養⼿当、時間外勤務⼿当、期末・勤勉⼿当 (年2回)
昇給 ／ 年１回
給与は免許取得後から採⽤までの経歴によって決定します。

採⽤について
前年度実績　あり

令和4年度　薬剤師採⽤試験
試験⽇時︓令和4年4⽉23⽇（⼟）
採⽤予定⼈数　︓　10名程度
レジデント（実務研修⽣）︓　3名程度
選考内容等︓書類選考、筆記試験、⾯接試験

（※ 勤務体系、給与体系、募集実績に関しては、今年度実施済みの募集要項から記載しています。
次年度分に関しては変更される可能性があります。）

当院では、処⽅箋に基づく調剤業務以外に、院内製剤、治験薬業務、DI業務、抗がん剤調製、⼿術
部サテライト薬局、薬剤管理指導、⼊退院外来など幅広い業務を⾏っています。調剤業務では、⽀援・
監査システムの積極的な導⼊を進め、画像監査システム、散薬調剤ロボット、注射薬監査システムや注
射薬⾃動払出機等の導⼊により、業務の効率化と医療事故防⽌を図っています。また、全ての病棟に
薬剤師を配置し、⼊院時には、患者の持参薬、副作⽤・アレルギー歴の確認を⾏い、患者への服薬指
導、医師・看護師等への情報提供、各医療チーム（感染制御、糖尿病、緩和ケア、NST等）への参
画などを実施し、薬物療法の適正化に取り組んでいます。

⼤阪市阿倍野区
オオサカコウリツダイガク　イガクブフゾクビョウイン

2022⼤阪公⽴⼤学医学部附属病院
https://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/

病院の概要

総診、循内、呼内、膠原病内科、糖尿病内科、腎内、リウマチ内科、消内、肝内、⼩児・新⽣児、精
神、⽪膚、放射線科、核医学、消外、乳腺・内分泌外科、⼼外、肝胆膵外科、呼外、⼩外、脳外、
整外、泌尿、⼥診、眼科、⽿⿐、⿇酔、形成、⾎内、神内、⻭科、感内、救急

当院は、⼤阪市内唯⼀の⼤学病院であり、⾼度な医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施す
る施設として国が指定した特定機能病院の⼀つです。地域がん診療連携拠点病院、造⾎幹細胞移植
推進拠点病院の指定を受け、地域医療におけるがん診療の拠点病院でもあります。
39の診療科、965の病床を有し（令和４年４⽉現在）、医師・看護師・薬剤師・栄養⼠など、様々
な職種が、安全で質の⾼い医療を提供すべく⽇々業務に励んでいます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 ⼀般病院（⼀部療養病床を有する病院）

病床数 165床 診療科数 8診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 6⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

⽇勤　09:00-17:00
当直　17:00-09:00
2023年04⽉より変更予定

参考モデル 基本給208,500円〜245,500円 + 諸⼿当86,000円〜96,000円
（※給与額は経験年数・勤務実績などを考慮）

採⽤について

昨年・⼀昨年募集をしたが採⽤はなし

ケアミックス型病院での薬剤師業務

【業務内容】
処⽅箋による調剤、製剤業務
薬剤管理指導業務
薬品管理業務
病棟業務
注射セット業務

⼤阪市⻄成区

トクテイイリョウホウジンダイワカイ ダイワチュウオウビョウイン

2022特定医療法⼈ダイワ会 ⼤和中央病院
http://www.daiwakaidaicyu.org/index.html

病院の概要

内科・外科・整形外科

医師・看護師・その他の職員や患者様から「薬の事は薬剤部に聞こう︕」と頼りにされている開かれた
薬剤部です．
【検査科と同部⾨のため検査値に強い薬剤師に︕】
検査科と薬剤部が同部⾨であることから，当院の薬剤部で勤務すると検査値にも強い薬剤師を⽬
指せます．

JR・南海電鉄　新今宮駅⻄出⼝より徒歩8分
⼤阪メトロ四ツ橋線　花園町駅北出⼝より徒歩3分

薬剤部の概要

中⼩病院ならではの学びがたくさんある病院です．
明るく楽しい薬局ですのでぜひ⾒学も受け付けております．

⼀緒に楽しく働いて、アフターファイブを楽しもう︕薬局内はもちろん、普段から医師や看護師やリハビリ
や栄養⼠など他職種とコミュニケーションをとることで円滑なチーム医療を⼼がけています。コロナ禍のた
め⾃粛中ですが、病院全体での⽇帰り旅⾏やボーリング⼤会などのイベントもあります︕



所在地 作成年度

経営主体 企業立病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 303床 診療科数 23診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 16人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

勤務時間　8:30～17:00（休憩45分）、日宿直勤務有（2～3回程度／月）

休日…土曜日、日曜日、5月3日～5日、12月30日～1月3日

休暇有給休暇…初年度：10日、2年目以降：15日　その他休暇…慶弔休暇等の特別休暇

病院ホームページをご参照下さい。

もしくは総務課求人担当までお問い合わせ下さい。

採用について

前年度採用実績なし

薬剤部は薬剤師16名で構成され、主に調剤業務、化学療法センター業務、医薬品情報管理業務、

病棟薬剤業務、入退院サポートセンター業務、治験管理業務に従事しています。院内のチーム医療に

も積極的に参加し、日本病院薬剤師会をはじめとする様々な認定資格も取得しております。また、薬

薬連携を推進し、疑義照会簡素化プロトコルやトレーシングレポートの作成等、地域医療機関ならびに

保険薬局の方々との取り組みも行っています。病院目標に従って薬剤部業務の質及び効率的運用を

目指した目標を年度毎に設定し、その目標達成に向けてアクションプランを作成し、薬剤部員が一丸と

なって取り組んでいます。

大阪市阿倍野区

ニシニホンリョカクテツドウカブシキガイシャ　オオサカテツドウビョウイン

2022西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院

http://www.jrosakahosp.jp/

病院の概要

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・代謝内科、緩和ケア内科、脳神経内

科、精神神経科、皮膚科、放射線治療科、外科、乳腺外科、消化器外科、呼吸器外科、整形外

科、麻酔科、婦人科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、眼科、泌尿器科、歯科口腔外科など

大阪鉄道病院は、ＪＲ西日本直営の企業立病院です。1915(大正４)年に鉄道職員とその家族の

ための職域病院として創立されましたが、現在は23診療科にて一般診療を提供する地域中核病院と

なっております。人間ドック、緩和ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟を併設し、地域医療連携の

強化とチーム医療推進に取り組む等、多機能型急性期病院として地域医療の貢献に努めています。

また、大阪府がん診療拠点病院としてがん治療に重点を置き、幅広い年齢層の患者さんを対象に、急

性期医療を提供しております。

JR天王寺駅・地下鉄天王寺駅・近鉄大阪阿部野橋駅より東へ徒歩約5分。

薬剤部の概要

薬剤部の取り組みについては、病院ホームページの薬剤部欄をご覧下さい。

23の診療科があり、急性期医療について多くのことを学べる職場です。



阪和記念病院
阪和病院
社会医療法⼈景岳会 南⼤阪病院
⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪急性期・総合医療センター
医療法⼈橘会 東住吉森本病院
医療法⼈讃和会 友愛会病院

第７⽀部＊ ⼤阪市住吉区・住之江区・東住吉区・平野区

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 481床 診療科数 17診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 25人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

日　勤   9：00～17：15（休憩60分）

遅出①10：45～19：00（休憩60分）／遅出②11：45～20：00（休憩60分）

※慣れていただいてから当直業務あり

 月給：250,200円～

採用について

医療法人錦秀会の新卒 薬剤師 は＜法人採用＞とさせていただいております。

昨年度入職者は7名（うち、阪和記念病院3名）

医師だけでなく、看護師、管理栄養士などさまざまな職種が一丸となってチーム医療を実施しています。

職種の垣根も低く、薬剤師として意見を伝えやすい環境だと思います。薬剤部内の雰囲気もすごく良い

ので楽しく仕事ができています。

当院の薬剤部は、他職種との連携（チーム医療）を取りながら、

専門性を生かしより良い医療を提供するように励んでいます。

薬剤師として、やりがいのある業務（仕事）を一緒に取り組んでみませんか？

錦秀会の病院で唯一、抗がん剤を用いた化学療法を実施しています。

現在は消化器・泌尿器・脳神経外科・整形外科に対して、化学療法を行っています。

救急指定病院にもなっているので、24時間体制で救急を受け入れており、

薬剤師も当直業務を行っています。

多くの診療科を有しているので、日々多くの患者さまが診察に訪れます。

様々な疾患の患者さまに対応するので、幅広い経験を積むことが出来ます。

施設名

大阪市住吉区

ハンワキネンビョウイン

2022阪和記念病院

https://kinshukai.or.jp/hanwakinen/

病院の概要

内科/消化器内科/呼吸器内科/外科/消化器外科/整形外科/泌尿器科/脳神経外科/心臓血管

外科/脊椎・脊髄外科/循環器内科/皮膚科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/リハビリテーション科/放射

線科

2022年6月1日に集約移転しOPENした新病院！

急性疾患から回復期、慢性期を包括するケアミックス型病院です。

第2次救急医療機関になりますので、24時間365日体制で救急の受け入れを行っています。

急性期一般病棟 141床/ハイケアユニット 16床/地域包括ケア病棟 54床

回復期リハビリテーション病棟 54床/医療療養型病棟(ポストアキュート) 216床

JR阪和線「我孫子町」駅より徒歩5分、南海高野線「沢ノ町」駅より徒歩10分

薬剤部の概要



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（療養病床のみ）

病床数 432床 診療科数 3診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 11人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

内服・注射調剤、監査、院内製剤、服薬指導等先輩が丁寧に指導し、入職時から様々な業務に携

わる事が出来ます。院内・外の研修会に参加し、自己研鑽を積む事も出来ます。結婚・出産等による

休職後の復職率も高く、よくまとまった和やかな雰囲気の働きやすい職場だと思います。

大阪市住吉区 2022

 9:00～17:15（休憩60分）

 月給：250,200円～

採用について

医療法人錦秀会の新卒 薬剤師 は＜法人採用＞とさせていただいております。

昨年度入職者は7名（うち、阪和病院1名）

私の職場の方々は、話しやすく、仕事でわからない事があったら積極的に教えてくれたり、色々な相談に

乗って下さいます。休憩時間などの業務外でもたくさん冗談を言い合ったりするので、和気あいあいとした

良い職場だと思っています！

内科/リハビリテーション科/放射線科

2022年6月1日に集約移転しOPENした新病院です。

長期化する慢性疾患とACP（意思決定支援）を念頭に置いた終末期医療を担う

慢性期医療療養型病院になります。

大阪府大阪市住吉区南住吉3-5-15

JR阪和線「我孫子町」駅より徒歩5分、南海高野線「沢ノ町」駅より徒歩10分

薬剤部の概要

長期的な医療提供が必要な患者さまや複数疾患をお持ちの患者さま、認知症、誤嚥性肺炎のように

同じ疾患を繰り返し発症される患者さま等、介護施設や在宅では管理できない長期入院が必要な患

者さまの受け入れ病院として地域医療に貢献しています。

長期入院の患者さまが多いので、服薬指導などで患者さまと接する機会が多く、薬剤師として長期的に

関わることができます。外来機能がないので、比較的ライフワークバランスも取りやすいです。

施設名
ハンワビョウイン

阪和病院

https://kinshukai.or.jp/hanwa/

病院の概要



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 400床 診療科数 29科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 20人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

（平日）　８時３０分～１７時００分　　　（土曜日）　８時３０分～１５時００分

（基本給）250，000円（調整給）30,000円

（日直・当直手当）16，000円/回　（通勤手当）賃金規則に基づき１ヶ月50,000円

　その他(生計手当　5，000円）

採用について

摂南大学　１名採用

【薬剤部の理念】

チーム医療の一員として薬剤師の職能を発揮し、医薬品の安全かつ適正な使用を推進し、患者様に

信頼される薬剤師をめざします。

【業務内容・特色】

調剤・注射調剤、抗がん剤や生物学的製剤・TPNなどの注射混合業務、薬剤管理指導/病棟薬剤

業務、医薬品情報業務、治験業務などを基本とし、感染・NST・褥瘡・がん緩和・糖尿病・術後疼痛

管理など他職種と連携したチーム医療にも力を入れています。

大阪市住之江区

シャカイイリョウホウジン　ケイガクカイ　ミナミオオサカビョウイン

2022社会医療法人景岳会　南大阪病院

http://www.minamiosaka.com

病院の概要

内科　呼吸器内科　循環器内科　消化器内科　神経内科　心療内科　人工透析内科　外科

消化器外科　乳腺外科　整形外科　胸部外科　内視鏡外科　皮膚科　泌尿器科　眼科

耳鼻咽喉科　形成外科　放射線科　麻酔科　リハビリテーション科　麻酔科　臨床検査科　等

大阪市南部・住之江区にある400床の地域の基幹病院として急性期、救急、がん、高度な専門医

療から回復リハビリ病棟、地域包括病棟や訪問看護等居宅支援を含めた総合医療を展開していま

す。他、近隣に透析クリニック、リハビリクリニックがあります。

　昭和25年開業以来『地域からよろこばれ、信頼される病院をめざします』の理念のもと、常に新たな

医療体制の導入や、医療の高度化に日々努力し、地域医療の向上のため尽力しております。

地下鉄大阪メトロ四つ橋線【北加賀屋】駅１号出口、東（右）へ２つ目の信号右手へ５分

薬剤部の概要

常に多様化し進歩する医療の中で、個々の患者様に適正な薬物治療が行われるように、薬剤部一

丸となって多岐にわたる業務に取り組んでいます。

「百聞は一見に如かず」です。ぜひ一度施設見学にお越しください。

当院では新人教育はもとより、認定・専門薬剤師など資格取得に対するサポートも充実しています。

日々の業務で大変なことは多くあると思いますが、自分の将来に必ずプラスになる職場です。

皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。



所在地 作成年度

経営主体 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 865床 診療科数 33診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 56人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

あべの橋（天王寺）より市バス１５分　府立総合医療センター下車すぐ

ＪＲ阪和線長居駅より徒歩18分,地下鉄長居駅より徒歩20分

南海高野線帝塚山駅より徒歩15分,上町線帝塚山4丁目駅より徒歩10分

薬剤部の概要

ひとりの薬剤師として、自己研鑽に励み、患者さんのためにその技能を活かすことができ、組織の薬剤師

として、積極性・協調性があり、業務改善や後輩の指導ができる人を求めています。

施設見学は興味のあるセンター（薬局長又は副薬局長）へ直接お問い合わせうえのお越しください♪

病棟では主に呼吸器・糖尿病・整形外科を担当し、日々経験を積むことができています。緩和ケアチー

ムでは、意見を提案し患者さんの症状緩和につながった際にやりがいを感じます。当Cは診療科が多く幅

広い知識を習得できます。新人勉強会も行っており、1年目から学べる環境が備わっています。

施設名

勤務時間　（8：45～17：15）　　休日（土日祝・年末年始）

宿日直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。

新卒初任給　大学卒（6 年課程） 基本給208,400 円+地域手当24,591円程度

大学卒（4 年課程） 基本給186,100 円+地域手当24,591円程度

※初任給は経歴その他に応じて一定の基準により加算されます。

採用について

募集人数：数名

最終合格者数：5名（補欠合格者：7名）

※補欠合格者は合格者の採用辞退等で欠員が生じた場合に繰上げ合格となります。

募集期間：令和3年３月22日（月）～令和3年4月26日（月）

一次選考：令和3年５月1日（土）専門考査及び適性検査

二次選考：令和3年５月17日（月）個別面接

最終合格発表：令和3年5月26日（水）

採用選考は機構で実施し、合格後に5センターのいずれかに配属されます。

配属先については、5センターの状況や本人の適性等から判断し決定いたします。

各医療センターは専門性をもち、様々な領域で最先端の医療を実践しています。薬剤師は各種チーム

医療や患者向け教室への参画・委員会活動・病棟業務・薬剤管理指導等の日常業務を通じて、病

院における医療・薬物療法・診療報酬等を学んでいます。また、学会や研修会に積極的に参加し、自

己研鑽に励んでいます。臨床研究にも積極的に取り組み、学会発表を行うことで自己のスキルアップを

目指しています。各医療センターは様々な資格取得を応援しています。福利厚生も充実しているので、

キャリアの途切れなく働き続けることが可能であり、成長し続けることができます。５センター間での異動に

より、視野が拡がり薬剤の知識も深まっていきます。

大阪市住吉区

オオサカフリツビョウインキコウ　オオサカキュウセイキ・ソウゴウイリョウセンター

2022大阪府立病院機構　大阪急性期・総合医療センター

https://www.gh.opho.jp/

病院の概要

救急、婦人科、産科、小児、心臓内・外、皮膚、免疫リウマチ、眼、泌尿器、血液腫瘍内、腎臓･高

血圧内、糖尿病内分泌内、脳神経内・外、呼吸器内・科、総合内科、整形外科、形成外科、耳鼻

咽喉・頭頸部外科、放射線治療科、消化器内科・外科、乳腺外科、精神科等

5つの異なる専門性の高い病院を運営しています。それぞれの専門性を活かし良質で幅広い医療を提

供しています。難治性疾患の治療や高度医療の提供、災害時の対応なども担うとともに、ゲノム医療な

ど新たな治療法の開発や民間では担い難い医療にも取り組んでいます。薬剤師は病院機構で採用さ

れ、希望や経験、能力等を考慮し、それぞれのセンターに配属されます。また、スキルアップのために施設

間の異動（転勤）もあります。自己研鑽や資格取得のための学会参加や研修に対する補助や支援

も充実し、各種の専門・認定等の資格を持つ薬剤師が活躍しています。

社会保険団体およびその他の公的病院 



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 329床 診療科数 19診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 22人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

▼業務時間｜9:00～17:00（当直補助業務｜交代制18:00まで）

▼当直業務｜17:00～9:00

▼日・祝日｜交代制9:00～17:00　　※365日24時間　薬剤師が常駐

▼給与｜⽉額 212,500円（新卒例）｜基本給（年齢給+職能給）202,500円 ＋ 資格⼿当

10,000円※別途、扶養⼿当・時間 外⼿当・当直⼿当あり

▼昇給｜年1回（4⽉度）　▼賞与｜年4.5ヶ⽉（2回分割）

採用について

▼2021年度募集実績

・6名（中途採用2名，新卒2022年4⽉入職4名）

▼募集対象

・新卒｜薬系大学を卒業し薬剤師国家試験により免許取得見込みの方

・既卒｜薬剤師免許を有する方

▼採用選考（新卒）

・選考日程｜4⽉

・選考方法｜面接，小論文，適性検査

・応募書類｜履歴書，卒業見込証明書，成績証明書，健康診断書

▼業務内容｜院内での薬剤業務全般⇒内外用調剤、注射調剤、病棟薬剤業務、注射薬無菌調

製業務（TPN、抗がん剤）、DI業務，チーム医療

①薬物療法への貢献｜各病棟には薬剤師の常駐体制を敷き、医師や各医療スタッフに対して薬剤師

の視点から積極的に提言し、医薬品の適正使用、医療安全の向上を推進しています。

②臨床力の研鑽｜全薬剤師での症例検討会を毎日行い、実践的な臨床知識の習得、臨床疑問の

解決につなげています。そして、臨床で得られた経験やデータを学会発表等につなげています。

③教育体制｜病院薬剤師として段階的に成長できるよう，環境と教育体制を提供しています。

大阪市東住吉区

イリョウホウジンタチバナカイ　ヒガシスミヨシモリモトビョウイン

2022医療法人橘会　東住吉森本病院

https://tachibana-med.or.jp/

病院の概要

消化器内科・一般内科、内視鏡ネットワーク、肝ヘルスケアネットワーク、循環器内科、呼吸器内科、

糖尿病内科、神経内科、外科、緩和ケア科、整形外科・リウマチ科、脳神経外科、形成外科、救急・

総合診療センター、ハイケアユニット（HCU）、放射線科、麻酔科、病理診断科

このまちと共に、「開かれた病院」として！

地域の急性期病院として、24時間365日の救急受け入れはもちろん、入院・受診された後も考えた医

療をチーム全体で提供しています。当院だけでなく、同法人内外の施設・地域の皆様との連携も行い、

患者さん・地域の中で頼りにされる病院を目指しています。

▼地域医療支援病院▼大阪府がん診療拠点病院▼大阪府災害協力病院▼DPC対象病院

▼開放型病院▼日本医療機能評価機構認定病院

ＪＲ阪和線・地下鉄御堂筋線「長居駅」より市バスで「長居公園南口」下車すぐ

近鉄南大阪線「針中野駅」又は「矢田駅」より徒歩12分

薬剤部の概要

活気のある職場です！薬剤師がどのように専門性を発揮しながら医療に貢献できるか。この命題に真

剣に向き合う人材が集まっている職場です。働く人の多様性を尊重しチームワークで全てをフォローする

体制が自慢です。地域薬剤師会と連携し未来の医療に向けた新たな取組みにもチャレンジしてます。

毎日わからないことが出てきます。先輩に相談すると疑問点に対する回答に加え，臨床での着眼点など

様々なことを教えていただき、自分の疑問が疑問のまま終わることはないです。日々の疑問が自分の薬

剤師としての成長だと思い働くことができています。風通しの良い楽しい職場です！



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 上記複数該当

病床数 170床 診療科数 8診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

８：３０～１７：００

４週８休及び祝日日数分（土曜・日曜出勤あり）

居残り業務有（月10時間程度）

　給与は当院規定による　　（新卒参考）224,000円（既卒の場合は経験考慮）

　その他、住宅手当・家族手当、残業手当あり、通勤手当支給（全額）

　昇給年1回・賞与年2回

採用について

募集人数  ：2名

2021年度 ：４月に新卒1名入職

選考方法  ：書類選考・面接

【業務内容】

調剤業務(外来は院外処方)、注射薬調剤業務、高カロリー輸液混合調製業務、病棟薬剤業務、

薬剤管理指導業務、ＴＤＭ業務、ＤＩ業務、ＩＣＴ・ＡＳＴ・褥瘡などのチームへの参画

【特徴】中小病院なので、病棟業務含め多くの業務を早い段階で経験できます。職員数も多くないの

で、互いの顔が見えるチーム医療を行っています。また、TDMも薬剤師がオーダー、解析、処方提案を

行う等専門性を発揮し治療に貢献しています。さらに、麻薬台帳システムや調剤過誤防止システム等

充実させることで薬剤師の事務作業を軽減し、病棟業務を充実させています。NST専門療法士等の

認定を取得している薬剤師も在籍しています。

大阪市住之江区

イリョウホウジンサンワカイ　ユウアイカイビョウイン

2022医療法人讃和会　友愛会病院

病院の概要

整形外科・脳神経外科・内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・麻酔科・

リハビリテーション科

急性期病棟が128床、回復期リハビリテーション病棟が42床

救急から回復期を通して行う、地域に密着した病院です。

SECOMの提携病院で、院内独自の教育体制に加え、提携病院グループ内での研修により、薬剤師と

してだけでなく、社会人としてのスキルアップも出来ます。

また、院外研修補助制度も設けており、研修・学会等に参加しやすい環境です。

院内保育所を有しています。有給消化率が高く、休み希望も通りやすい職場です。

南海本線住ノ江駅より徒歩5分

阪堺電軌住吉大社駅より徒歩12分、安立駅より徒歩8分

大阪市営バス幹線④浜口西3丁目停留所下車すぐ

薬剤部の概要

20・30・40・50代と幅広い年代の薬剤師が所属し、その中でも30代の薬剤師が多く活躍しています。

関西のSECOM提携病院で勉強会や交流を実施しています。薬剤師が期待される役割・業務は日々 
拡大しています。当院の薬剤師として共に地域医療に貢献していただける方を募集しております。 

調剤業務や病棟業務をはじめ、様々な業務を若手のうちから行っています。多くの医療職の方と関わる

ことができ、医師との距離も近く処方内容の相談や提案もしやすいです。

規模が大きくない病院ですが、自分の意見が反映されやすくやりがいも感じられやすいと思います。

http://www.sanwakai.jp/ 



おおさかグローバル整形外科病院
すみれ病院
社会医療法⼈若弘会 わかくさ⻯間リハビリテーション病院
関⻄医科⼤学総合医療センター
社会医療法⼈弘道会 萱島⽣野記念病院
社会医療法⼈弘道会 守⼝⽣野記念病院
パナソニック健康保険組合 松下記念病院
医療法⼈正和会 新協和病院
社会医療法⼈⼤道会 森之宮病院
医療法⼈清翠会 牧病院
⼤阪市⽴総合医療センター
社会福祉法⼈恩賜財団 ⼤阪府済⽣会野江病院

第８⽀部＊ ⼤阪市城東区・鶴⾒区・旭区・都島区・守⼝市・⾨真市・
⼤東市・四條畷市

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 80床 診療科数 3診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 8人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

施設名

8時30分～17時00分（休憩45分)
※1ヶ月単位の変形労働時間制（勤務表による）
年間休日110日（月8～10日休日）、夏季休暇3日

月給:27万5000円（新卒者の場合）
（基本給:21万5000円+資格手当:6万円）
家族手当あり　月額配偶者1万5000円　・子6000円（2人迄）（条件あり）

採用について

中途採用者1人
新卒者は1人募集しましたが、応募がありませんでした。

常勤5人、パート3人、事務員2人が働いています。
調剤・監査、病棟活動、委員会への参加などが主な業務です。骨粗鬆症リエゾンチーム、褥瘡回診、
感染管理委員会などに参加しています。
手術が決まった患者様の持参薬やサプリメント、薬剤アレルギーについて確認し、中止する薬剤について
説明します。患者様が入院後、再度持参薬を確認し、術後せん妄の回避のための睡眠薬の調整、鎮
痛薬の変更など様々な処方提案を行います。

大阪市城東区

オオサカグローバルセイケイゲカビョウイン

2022おおさかグローバル整形外科病院
https://www.maki-group.jp/maki_os/

病院の概要

整形外科、麻酔科、ペインクリニック

80床の急性期病院です。整形外科の24時間365日救急受け入れ態勢を取り、地域の救急医療に
貢献しています。
院外処方箋発行率90％以上です。

地下鉄　今里筋線「新森古市」駅から徒歩約8分
地下鉄　谷町線「関目高殿」駅から徒歩約9分
京阪電車　「関目」駅から徒歩約10分

薬剤部の概要

少しずつ業務を覚え、力を合わせていっしょに働きましょう。
他職種との距離が近く、アットホームは雰囲気の病院です。

整形外科メインの病院ですが、入院患者様の中には内科的疾患を抱えている方も多いので、薬の全
般的な知識をフルに活用できます。処方提案等、医師との連携も非常に行いやすいです。



所在地 作成年度

経営主体 社会福祉法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 32床 診療科数 6診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 3人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

勤務時間：8時55分～17時５分（休憩1時間）、週1回程度10時25分～18時35分のシフト勤

務、土曜は月2回交代出勤、当直なし、休日出勤なし、月の残業は5時間未満

休日休暇：週休2日制、日祝、12/30～１/3、有休(初年度10日)、5年以上でリフレッシュ休暇

６年制卒初任給　230,690円　＊給与は経験年数により院内規定にて考慮

賞与年2回（昨年実績　年間4ヶ月）交通費：全額支給（上限30,000円まで）

住宅手当：本人契約の賃貸に居住の場合は上限27,000円まで支給

採用について

非常勤１名(新卒、既卒、経験不問）

小規模病院ならではの良さとして、医師や各職種との距離が近く、様々なカンファレンスを行い患者情

報を共有しています。病棟は小児科を除く、糖尿病、甲状腺疾患や高齢者の急性疾患の方が主な患

者様です。退院後も自宅での生活が継続出来るよう、併設の訪問看護ステーションの看護師とも情報

共有して各職種が一丸となってサポートしています。薬剤発注、在庫管理、DIから各種カンファレンスま

で、各薬剤師が病院薬剤業務の全てに関わっています。業務は多様ですが、一つひとつの業務に余裕

をもって取り組める環境にあります。外来は100%院外処方です。

大阪市城東区

スミレビョウイン

2022すみれ病院

sumire-hosp.com

病院の概要

内科、糖尿病内科、小児科、リハビリテーション科、放射線科、皮膚科

大阪市城東区にあります、全32床（地域包括ケア10床）の一般急性期病院です。

内科・糖尿病内科・小児科・リハビリテーション科・放射線科・皮膚科を標榜し、地域医療と専門医療

（糖尿病・甲状腺）を両立、「患者、家族そして社会を医療をもって幸せに」という病院理念を掲げ、

小児から高齢者までのかかりつけ医療を提供しています。

地下鉄：長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅（1号出口)北へ徒歩15分、今里筋線 新森古市駅（1号

出口）南へ徒歩15分、京阪本線：関目駅（東出口） 東へ徒歩20分

大阪市バス：鶴見6丁目 西へ徒歩5分、関目2丁目下車 東へ徒歩5分

薬剤部の概要

2021年9月に新病院に移転し、ナースステーションのすぐ前に薬局を配置したことにより、業務効率もよ

くなりました。各部署に産休育休取得者が在籍しており、子育て中の職員が多く、離職率も低いです。

糖尿病療養指導士の取得が目指せます。長く働ける職場です。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 500床 診療科数 5診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日勤8:45～17:15　　　夜勤17:00～9:00（月３回程度）

２交代制　　月21日勤務

※わかくさ竜間リハビリテーション病院は夜勤なし

月給：252,000円～　　　賞与：年３回（夏・冬・春）※春は期末報奨金

夜勤手当7,000円/回　　　勤続年数・能力評価による職能資格手当有り

奨学金支援制度あり

採用について

２０２２年度新卒採用：４名（常勤）

中途採用：１名（常勤）　　法人全体での実績数

調剤業務、病棟業務、チーム活動参加を主に行っています。

当院では電子カルテの導入や、薬剤システムの導入を行い調剤業務負担を軽減することで

「調剤室から病棟へ」病棟薬剤管理指導やDI業務に力を入れています。

大東市 2022

シャカイイリョウホウジンワカコウカイ　ワカクサタツマリハビリテーションビョウイン

社会医療法人若弘会　わかくさ竜間リハビリテーション病院
https://www.wakakoukai.or.jp/rihabili/

病院の概要

内科、リハビリテーション科、歯科、放射線科、皮膚科

わかくさ竜間リハビリテーション病院は、慢性期医療とリハビリテーションを担う病院として運営しています。

当院は「個々の患者さんの病状や障害に応じた最適なリハビリテーション・医療・ケアを提供します」を基

本方針にしています。急性期治療後早期にリハビリテーションを集中的に行う回復期リハビリテーション病

棟、急性期に引き続き治療やリハビリを行う療養病棟を有し、患者さんの社会復帰・在宅復帰を支援

する専門病院です。

近鉄奈良線 生駒駅、JR学研都市線 住道駅より　送迎バス運行

薬剤部の概要

当院では医師や他職種と協力し、患者さんにとって最適な治療・ケアを行うための提案や指導を行いま

す。向上心があり、前向きに働ける人を募集しています。

病棟では医師、看護師だけでなく、リハビリスタッフと患者さんの在宅復帰に向けて薬の話をすることも多

く、日々新しい発見や学びも多いです。ぜひ一緒に働きましょう！



所在地 作成年度

経営主体 私立大学病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 477床 診療科数 35診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 39人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日：8時20分～16時30分、土曜日：8時20分～12時20分

本学給与規程により支給します。

大学卒　月額239,300円以上（※医療技術職手当5,000円、住宅手当15,500円含む)

採用について

附属3病院（附属病院、総合医療センター、香里病院）での合計

令和3年度：7名

令和2年度：4名

令和元年度（平成31年度）：6名

過去3年の採用実績大学

京都薬科大学、武庫川女子大学、摂南大学、神戸薬科大学、神戸学院大学、近畿大学、

同志社女子大学、安田女子大学

薬剤部の業務としては、調剤、注射薬調製、薬品管理、医薬品情報管理、薬剤管理指導・病棟薬

剤業務などがあります。外来院内調剤を行っていますので、患者さんは会計を済まされた後、薬を院内

で受け取り可能となっています。また、感染防御、栄養管理、褥瘡管理、緩和ケアなどの医療チームに

も参画し、幅広い薬剤師業務を展開しています。大学病院として、教育・研究面でも充実をはかり、日

本医療薬学会認定薬剤師制度による研修施設に認定されています。長期実務実習による薬学生を

受け入れ、将来の薬剤師の育成にも尽力しています。

守口市

カンサイイカダイガクソウゴウイリョウセンター

2022関西医科大学総合医療センター

https://www.kmu.ac.jp>takii

病院の概要

血液腫瘍内科、呼吸器膠原病内科、循環器腎内分泌代謝内科、消化器肝臓内科、脳神経内

科、脳神経外科、精神神経科、小児科、消化管外科、乳腺外科、心臓外科、整形外科、皮膚科、

腎泌尿器外科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科・口腔外科、放射線科、産婦人科、麻酔科

関西医科大学総合医療センターは、DPC特定病院群として質の高い医療を提供する一方、災害拠

点病院として安心と安全の確保、病院内のエネルギー節減、大規模災害に対する危機管理体制の構

築など組織の充実を図っています。また地域医療支援病院の承認を受け、近隣の医療機関と密に連

携することで、地域における基幹病院として貢献できるよう努めています。救命救急センターは「断らない

救急医療」を旗印に、救急隊が搬送先に難渋する2次救急症例も受け入れ、全診療科の協力のもと

治療にあたっています。

京阪電車「滝井」駅下車、徒歩約2分

Osaka Metro 谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅下車、2番出口徒歩約6分

大阪シティバス「地下鉄太子橋今市」バス停下車、徒歩約6分

薬剤部の概要

調剤業務から病棟業務まで幅広い業務に対応し、薬物療法における有効性と安全性の確保に努めて

います。年々高度化・多様化する薬物療法にチーム医療の一員として責務を果たせるように日々研鑚

し、医薬品の適正使用を推進していきたいと考えています。

入職後半年は先輩薬剤師がマンツーマンで指導してくれ、調剤・お薬渡し窓口対応などの業務を丁寧

に教えていただきました。わからないことをすぐに相談できる環境で、とても働きやすい職場だと思います。

新人教育に対するサポートが手厚く、初めての業務でも安心して取り組むことができます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 140床 診療科数 13診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日（月～土）　8：50～17：20　当直１名体制（翌日9：00まで）

日・祝は休み（1名体制）　月９日休み（年間休日110日）

初任給247,000円～（賞与4か月など）

採用について

法人採用になりますので、面接時に希望病院の聞き取りを行います。

病院間異動は不定期で行われ、希望がなければ基本的に３年間は異動のないよう配慮します。

２０２１年度

　　＜新卒＞1名

　　＜中途＞2名

人事担当：守口生野記念病院薬剤科　椎木紀行

n-shinoki@nih.koudoukai.jp			

＜業務内容＞

調剤全般、服薬指導、病棟業務、抗がん剤調整、高カロリー輸液無菌調製、DI業務

＜特色＞

多様な診療科による総合病院としての機能を有し様々な疾患に触れることができます。また、法人唯

一産婦人科を有しており周産期の妊婦・褥産婦の薬物治療に関わることができます。また、神経内科

領域では、難病指定の様々な疾患の患者が入院してこられます。薬剤科としては若手・中堅・ベテラン

の垣根なく、全員で調剤・病棟業務、チーム医療に取り組んでいます。

門真市

シャカイイリョウホウジンコウドウカイ　カヤシマイクノビョウイン

2022社会医療法人弘道会　萱島生野病院

http://www.koudoukai.or.jp/kayashima-hp/

病院の概要

内科　循環器内科　消化器内科　神経内科　腎臓内科　人工透析科　整形外科　脳神経外科

外科　小児科　産婦人科　眼科　麻酔科

法人唯一の産婦人科による地域産科センターや多様な診療科を擁する急性期総合病院として取り組

む脳卒中・循環器センターの救急医療などを行っています。

また、日本機能評価認定病院でもあります。

京阪本線「萱島」駅から徒歩３分

駐車場120台完備

薬剤部の概要

20～30歳台の薬剤師が中心で、早くから色々な業務に関われます。一緒に病院薬剤師を盛り上げて

いきましょう。

同世代が多く働きやすい。中小病院だが診療科は多くしっかり学べる。チーム医療も2～3年目で入る

事が出来るし、やる気次第でステップアップも可能。残業も少なく休みも自由に取れるためプライベートの

時間も大切にできる。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 199床 診療科数 15診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 10人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日（月～土）　8：50～17：20　当直１名体制（翌日9：00まで）

日・祝は休み（1名体制）　月９日休み（年間休日110日）

初任給247,000円～（当直手当13,000円/回　賞与4か月など）

採用について

法人採用になりますので、面接時に希望病院の聞き取りを行います。

病院間異動は不定期で行われ、希望がなければ基本的に３年間は異動のないよう配慮します。

２０２１年度

　　＜新卒＞1名

　　＜中途＞2名

人事担当：守口生野記念病院薬剤科　椎木紀行

n-shinoki@nih.koudoukai.jp			

＜業務内容＞

調剤全般、服薬指導、病棟業務、抗がん剤調整、高カロリー輸液無菌調製、DI業務、実習生受入

＜特色＞

脳神経外科と循環器内科を得意とする病院で、内科・外科・整形外科・神経内科など上記診療科に

記載の常勤医がおられます。チーム医療では、NST・ICT・AST・褥瘡・医療安全・排尿ケアチームに薬

剤師が参加しており、２年目から参加する場合もあります。このように早くから様々な業務に関わること

ができ、若手・中堅・ベテランの垣根を越え新しいことにチャレンジしていく環境を大切にしています。

守口市

シャカイイリョウホウジンコウドウカイ　モリグチイクノキネンビョウイン

2022社会医療法人弘道会　守口生野記念病院

http://www.koudoukai.or.jp/moriguchi-hp/

病院の概要

内科　循環器内科　消化器内科　神経内科　外科　整形外科　脳神経外科　泌尿器科

心臓血管外科　小児科　眼科　皮膚科　麻酔科　放射線科　リハビリテーション科

24時間365日体制で100％応需する救命救急をはじめ脳神経系・心血管系の疾患やロコモティブシ

ンドロームを含む高度先進医療に取り組む北河内圏の急性期中核病院です。

また、日本医療機能評価機構認定病院であり、初期臨床研修基幹型病院でもあります。

地下鉄谷町線・大阪モノレール「大日」駅より徒歩20分　車5分(駐車場136台）

京阪バス「金田」停留所　すぐ

薬剤部の概要

20～30歳台の薬剤師が中心で、早くから色々な業務に関われます。急性期医療のみで診療科も多

く研修医の受入施設でもあります。一緒に病院薬剤師を盛り上げていきましょう。

同世代が多く働きやすい。中小病院だが診療科は多くしっかり学べる。医師も若い先生もおられる。チー

ム医療も2～3年目で入る事が可能。残業も少なく休みも自由に取れるためプライベートの時間も大切

にできる。



所在地 作成年度

経営主体

病院の概要 

　　　　　　　　　　　　　　施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 323床 診療科数 33診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 29人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

大阪メトロ谷町線「守口駅」下車　徒歩約10分
京阪電車「守口市駅」下車　東口より徒歩約15分
大阪モノレール大日駅で地下鉄谷町線乗り換え、谷町線「守口駅」下車　徒歩約10分

薬剤部の概要

【4Sの実践と自律型組織つくり】医療安全を第一に（Safety)、適正な薬物療法を推進するための知
識の向上（Smart）、個々の感性を磨き（Sensibility）患者さんや他のスタッフへ心遣いできる人
材育成、迅速に（Speedy）主体的に業務へ取り組むことを掲げています。

薬剤師として、患者様が安心して安全に治療を行えることを目標に努めています。当院では病棟、外
来、様々な医療チームの一員として薬剤師が積極的に参加しており、様々な職種と連携して、薬剤師
の専門性を活かすことができるところにやりがいを感じます。

施設名

日中勤務: 8時30分～16時45分（休憩45分）
夜勤勤務:16時30分～翌9時00分（休憩90分）
※毎月所属⾧の定める勤務割による勤務、夜勤は月2回程度

2022年度新卒年収:　約400万円
（賞与年2回、夜勤手当あり、交通費別途支給）

採用について

新卒2名採用

【業務内容】内服・外用・注射薬の調剤、無菌調製、抗がん薬の鑑査・調製、病棟薬剤業務、薬剤
管理指導業務、医薬品情報業務、外来部門（患者支援連携センター、がん薬剤師外来、デバイス
外来）、各種チーム医療への参画など
【特色】「最良の薬物療法と、患者さまに満足していただける安全な医療の提供につとめます。」を理念
に掲げ、薬の責任者としての責務を果たせる薬剤部作りを進めています。患者さまに適切な薬物療法を
提供するために、医療安全に力を入れてます。パナソニック（株）とのコラボにより、抗がん薬調製遠隔
監査システムやホスピー（病院内自律搬送ロボット）を導入し、調剤業務・医薬品搬送業務の効率
化を実現しています。

守口市

パナソニックケンコウホケンクミアイ　マツシタキネンビョウイン

2022パナソニック健康保険組合　松下記念病院
https://kenpo.jpn.panasonic.com/kinen/index.html

循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、消化器外
科、乳腺外科、整形外科、呼吸器外科、産婦人科、腎臓内科、脳神経内科、耳鼻咽喉科、眼科、
皮膚科、精神科、小児科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、緩和ケア内科、救急科

松下記念病院は松下電器産業（株）（現パナソニック（株））の創業者である松下幸之助氏の
発意により、誕生しました。当院の理念は“最高の医療と、患者さまに満足していただける安全な医療を
提供し、医の高い倫理性や人間愛を尊重した医療をめざします”です。私たちは患者さまと医療関係者
との間で相互満足を成立させるための「ホスピタリティ」を最重視しています。地域医療支援病院および
大阪府がん診療拠点病院の指定を受け、高度な急性期医療を提供しています。診療科ごとの垣根が
ない横の連携の良さや多職種が協働して患者さまに接する風土は、当院の大きな強みです。

社会保険団体およびその他の公的院 



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 148床 診療科数 6診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 4人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR学研都市線　放出駅　から徒歩約5分

薬剤部の概要

それぞれの個性を生かし、発展的で働きやすい職場を目指したいと思っています。意見を出し合って前

進しましょう。

施設名

9:00～17:30（60分休憩）週１回程度　　 　　1

年52週として4週8休：104日　年末年始：5日　夏季休暇：3日　（年間112日）

有給休暇：初年度10日あり。最高20日　別途：慶弔休暇あり。

新卒給与：245,000円（職務手当20,000円・資格手当20,000円・皆勤手当5,000円含む）

経験年数により基本給加算あり。支給対象者には、住宅手当12,000円。賞与2回（7月・12月昨

年度実績　基本給の3か月分）通勤費：実費支給（上限あり月額50,000円）

採用について

1人

調剤業務（外来・入院）、点滴業務、医薬品鑑別業務（外来・入院前・入院）、薬剤管理指導

業務など。医師への処方提案、処方薬に関する薬学的介入、チーム医療への参加なども積極的に取

り組んでいます。

大阪市鶴見区

いりょうほうじんせいわかい　しんきょうわびょういん

2022医療法人正和会　新協和病院

http://www.shinkyouwa-hp.jp

病院の概要

内科、胃腸科、外科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科

救急指定・労災指定病院、居宅介護支援事業所及び訪問診療、訪問看護等



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 355床 診療科数 19診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 20人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR大阪環状線「森ノ宮」駅、地下鉄中央線および長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅（4番出口）より徒

歩7分

薬剤部の概要

上記の【特色】にも記載したように、多岐に渡る業務が経験できます。色々な経験を積んだのちにはジェ

ネラリストで満足することなく、特に興味を持った分野のスペシャリストを目指してください。

病棟業務などにおいて患者さんや他職種から薬剤師としての知識が求められる場面が多く、やりがいを

もって働くことができると思います。また、先輩方にも相談しやすい雰囲気であり、知識を吸収して成長で

きる環境です。病院薬剤師として活躍したいと思っている方は是非一緒に働きましょう。

施設名

【勤務時間】（月～金）8：30～17：15（休憩60分）

　　　　　　　　※当直業務あり

【休日】土・日・祝　　年末年始休暇等　　　※１回／月程度土曜日出勤あり→振替休日あり

基本給＋資格手当＋住宅手当　　※経験・能力等考慮の上、当法人規定により優遇あり

その他：通勤手当・時間外手当・当直手当等あり

賞与:（２回／年）・定期昇給（１回／年）

採用について

【募集人数】　若干名

【選考方法】　一次選考：書類選考

                 二次選考：面接・課題論文・適性検査

【日程】　　　　4/19（月）WEB説明会

　　　　　　　　 6/29（火）見学会・採用試験

　　　　　　　　 ※新型コロナ感染状況を踏まえ事前の見学会が困難だったため、試験当日に実施

【業務内容】入院調剤業務、医薬品管理、ＤＩ業務、病棟薬剤業務、薬剤管理指導業務、ＮＳ

Ｔ･ＩＣＴ・褥瘡等のチーム医療活動参加、各種委員会活動、ＴＰＮ・抗がん剤調製、 実務実習

生受け入れ　　など

【特色】当院は中規模の病院であり、全員が多岐に渡る業務に携わるので、様々な業務が経験できま

す。急性期・回復期リハ・地域包括ケア病棟があり、様々な場面の医療に携わることができます。

薬剤師経験年数の分布は幅広く、対応に困っていることがあれば先輩・後輩にかかわらず誰かが相談に

のってくれる環境にあります。

大阪市城東区

シャカイイリョウホウジンオオミチカイ　モリノミヤビョウイン

2022社会医療法人大道会　森之宮病院

https://www.omichikai.or.jp/morinomiya_h/

病院の概要

総合内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、乳腺・内分泌外科、形成外科、心臓血管外科、循環

器内科、脳神経内科、リハビリテーション科、整形外科、泌尿器科、救急診療科、歯科、小児歯科、

歯科口腔外科、放射線科、麻酔・ペインクリニック科

2006年4月、森之宮病院は、大道病院とボバース記念病院という２つの病院の機能を集約して誕生

した「急性期医療」と「リハビリテーション医療」の両方を併せ持つ病院です。

専門性の高い治療を求め遠方から受診される患者さんも多くいます。また、地域との連携も密にし、医

療・介護の垣根を越えた地域包括ケアシステムにも取り組んでいます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 75床 診療科数 8診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 5人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

電車：今里筋線「清水」駅を下車、①番出口より東へ徒歩約3分

　　：京阪「千林」駅、あるいは「森小路」駅を下車、東へ徒歩約12分

車：阪神高速守口線「森小路」出口より東へ約5分

薬剤部の概要

各自がプライベートを大切にしつつ他者を尊重し、その上で全員が日々思考をフル回転させベストを尽く

しています。夜勤がなく、日曜日・祝日は休日で、勤務日には優秀で優しい事務員さんが業務をサポー

トしてくださるので、（手前味噌ですが）とても働きやすい職場です。どなたさまも歓迎いたします。

・医師や看護師と密に連携を取り、最適な薬物治療となるよう努めています(卒後4年,女性)

・多様な症例にふれることで、幅広い知識を得ることができます(卒後4年,女性)

・急な休みや長期休暇も取得しやすい環境で、上司は毎年某夢の国に行っています(卒後4年,女性)

施設名

シフト：1ヶ月単位の変形労働時間制（年間休日：110日）

休暇：年次有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇（結婚、出産、慶弔、永年勤続等）

就労時間：8時30分～17時（夜勤なし）

初任月給：215,000円　、　昇給：年1回　、　賞与：基本給の4.0ヶ月分（2021年度実績）

薬剤師手当：60,000円/月

交通費：公共交通機関利用は実費（上限50,000円/月）、マイカー通勤は法人規定に準じる

採用について

【募集人数】　若干名

【募集理由】　業務拡張・業務密度の適正化・休暇取得の推進

【応募条件】　薬剤師免許取得者、および薬剤師免許取得見込者

【業務内容】　調剤、薬剤管理指導、病棟薬剤業務、抗がん剤ミキシング

     ICTやNST等のチーム医療への参画

【配属病院】　牧病院

※法人内グループ病院での研修や異動が生じる場合がありますが、原則としてキャリアアップの

ためのものとして、また本人の意向を十分に考慮した上で、実施するものです。

当院の薬剤師は、全入院患者の持参薬を含む薬歴管理、医師と協同での薬物療法設計、病棟配

置薬管理、PBPM推進・オーダー代行入力、薬剤管理サマリー発行等の病棟業務を実施する傍ら、

チーム（ICT、NST、心不全ケア、糖尿病ケア、褥瘡対策等）で職能を発揮しています。地域連携・

多職種連携の観点から、とりわけ薬剤管理サマリー発行（年間600件以上）とPBPM推進・オーダー

代行入力（年間10,000件以上）に注力しています。外来診療は院外処方とし、疑義照会窓口とし

て薬薬連携に努めるとともに、配置薬管理、抗がん剤の混注等を実施しています。

また時間外労働削減や有給休暇取得を推進し、職場環境保全に努めています。

大阪市旭区

イリョウホウジン　セイスイカイ　マキビョウイン

2022医療法人清翠会　牧病院

https://www.maki-group.jp/maki/

病院の概要

内科　循環器内科　消化器内科　外科　整形外科　放射線科　皮膚科　リハビリテーション科

内科、循環器内科、消化器内科を中心に皮膚科、外科、整形外科を擁する、地域密着型の

急性期病院です。地域包括ケア病棟を併設し、皆さまの住み慣れた地域での生活を支えます。

地域に根ざした病院として、救急24時間365日の体制で診療をおこなっています。



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 1063床 診療科数 54科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 64人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属長からの一言

大阪メトロ谷町線　都島駅　徒歩3分
JR大阪環状線　桜ノ宮駅　徒歩7分

薬剤部の概要

当院は、非常に多くの高度専門医療を提供しています。薬剤師の活躍の場も多岐にわたり、様々な領
域でチーム医療を展開しています。そのため、医師や看護師、多くの仲間とともに、高度医療の最前線
で働き、病院薬剤師として大きく成長していくことが可能です。

さまざまな専門・認定薬剤師資格の取得条件がそろっており、自身の専門性を発揮出来る病院である
と思います。

施設名

午前8時45分から午後5時15分まで
※別途、夜勤・日直があります。

月額232,000円（地域手当16％含む）
※上記のほか、期末・勤勉手当、通勤手当（上限55,000円/月）・時間外勤務手当・住居手当・
扶養手当などがあります。

採用について

薬剤師実務研修生（レジデント）8名採用

薬剤師実務研修生（レジデント）制度では、病院薬剤業務の基本的技術の習得、高度医療に対
応した臨床薬剤師、そして、チーム医療を実践できる薬剤師を養成することを目的に2年間の研修プロ
グラムを行っている。その後、興味を持って頂いた領域において担当病棟をもち、専門・認定薬剤師取
得をめざし、より深く薬剤管理指導業務を実践する。

大阪市都島区

オオサカシリツ ソウゴウイリョウセンター

2022大阪市立総合医療センター
https://www.osakacity-hp.or.jp

病院の概要

総合診療科、糖尿病、循環器、呼吸器、腫瘍内科、消化器、感染症、心臓血管外科、緩和、乳
腺、耳鼻いんこう科、眼科、口腔外科、血液内科、内分泌内科、腎臓高血圧内科、泌尿器、脳神
経、婦人科、整形、精神、麻酔、皮膚、形成、産科など

大阪市の中核病院として、高度急性期医療を提供している。がん医療においては、「高度型の地域が
ん診療連携拠点病院」であるとともに、全国15か所のみの「小児がん拠点病院」としても指定されてい
る。また、「AYA世代専用病棟」も設置し、小児からAYA世代、成人へと連続した診療が可能である。
さらに、がん患者の遺伝子を調べて最適な薬や治療法を選ぶ「がんゲノム医療が受けられる「がんゲノム
医療拠点病院」にも指定されている。そのほか、災害拠点病院、感染症医療、総合周産期医療など、
特色の多い病院である。



所在地 作成年度

経営主体 済生会病院 施設機能分類 上記複数該当

病床数 400床 診療科数 31診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 26人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

長堀鶴見緑地線「今福鶴見」下車 徒歩12分、大阪シティバス「関目2丁目南」下車 徒歩4分

薬剤部の概要

病院薬剤師は一生成長し続けられる素晴らしい職業。そのためには、常にトップレベルを意識して自らを

磨き、チームに貢献していくことが重要だと考えます。そうすることで周囲の信頼を得ることができ、次なる

ステージへと進む道が開け、臨床現場の薬剤師として成長し続けることができると思います。

学生時代はとにかく多くの人と関わり、コミュニケーションスキルを磨き、経験を積むことが大切だと思いま

す。就職に際しては漫然と見学をするのではなく、多くの先輩方にどんな仕事をしているのか、仕事のやり

がいはどうかなどを直接聞いてみるといいと思います。

施設名

8：50～17：00（休憩時間55分）月に1～2回程度の日宿直業務

有給休暇：初年度10日、2年目以降20日

年間休暇日数：112日、夏季休暇日数：6日、その他として慶弔休暇等の特別休暇あり

初任給：220，653円

諸手当：通勤手当、住宅手当、扶養手当等

昇給：年1回（4月）

採用について

2021．4．1　新卒1名採用　※薬剤師増員のため

（新人3年離職率0％、産休・育休復帰率100％のため職員の入れ替えは少ない）

薬剤科では業務・教育・研究を3本柱として総合的な薬剤師業務を展開しており、病棟薬剤業務や

外来化学療法業務、周術期薬剤業務などに注力しています。また、充実した教育体制のもと、薬学

部の早期体験学習・実務実習だけでなく、医学部の早期臨床実習等も受け入れています。さらには、

薬科大学や大学病院と連携して臨床研究を進めており、毎年10演題以上の学会発表を行っていま

す。そして、認定・専門薬剤師の資格取得には病院からの経済的支援も充実しており、専門性の高い

先輩薬剤師と一緒に活動することは、若手のキャリア形成にも非常に役立っています。

大阪市城東区

シャカイフクシホウジン　オンシザイダン　オオサカフサイセイカイノエビョウイン

2022社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会野江病院

https://www.noe.saiseikai.or.jp/

病院の概要

総合内科/血液・リウマチ内科/糖尿病・内分泌内科/脳神経内科/呼吸器内科/消化器内科/循環

器内科/腎臓内科/消化器外科/乳腺外科/整形外科/脳神経外科/呼吸器外科/心臓血管外科/

形成外科/皮膚科/泌尿器科/婦人科/小児科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/救急集中治療科

済生会は、明治天皇の「恵まれない人々のために施薬救療による済生（命を救う）の道を広めるべ

し」という済生勅語に則り、医療や福祉事業を行うことを使命として明治44年に創設されました。そして

大阪府済生会野江病院は、地域医療支援病院・大阪府がん診療拠点病院として、充実した救急医

療体制を基盤に高度な急性期医療を展開しています。また、薬剤科は日本医療薬学会や日本緩和

医療薬学会の研修施設として認められており、生涯にわたる充実した教育体制が整備されています。



市⽴豊中病院
⼩曽根病院
箕⾯市⽴病院

第９⽀部＊ 池⽥市・豊中市・箕⾯市・豊能郡能勢町・同豊能町

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 613床 診療科数 24診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 正職員　26名　非常勤職員　15名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日　8時45分～17時15分（休憩45分）

夜間　16時45分～翌9時15分

休日、夜間勤務あり

初任給252,224円（大学6卒）、238,336円（大学4卒）

採用について

（令和4年度採用試験）

薬剤師1名募集

・昭和58年（1983年）4月2日以降に生まれた人で、薬剤師免許を持っているか、令和5年度

（2023年度）当初までに取得見込みの人

・豊中市職員（地方公務員）として採用し、初任給並びに地域手当・扶養手当・住居手当・通勤

手当・時間外勤務手当・期末手当・勤勉手当等の諸手当については、当市の給与条例等の規定に

よる額が支給されます。

当院は、中央環状線沿いの最寄り駅から下車・徒歩すぐの好立地に位置する、利便性の高い病院で

す。薬剤部は、最新の調剤機器を導入しており、調剤時はバーコードによる薬品照合を行うなど、安全

かつ効率的な調剤環境を整えています。入院患者に対しては、全病棟に薬剤師を配置して、薬学的ケ

アに貢献しています。また、がん患者に対する外来での服薬指導や薬薬連携も積極的に取り組んでい

ます。24診療科目、613床を有する大阪府内有数の市立病院として、様々な専門領域に携わる事が

可能であり、専門資格を取得するためのサポートも行っています。さらに、公的病院として、福利厚生も

充実しています。

豊中市

シリツトヨナカビョウイン

2022市立豊中病院

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/hp/

病院の概要

内科、消化器内科、神経内科、循環器内科、整形外科、脳神経外科、外科、消化器外科、心臓

血管外科、精神科、小児科、耳鼻咽喉科、麻酔科、産婦人科、泌尿器科、眼科、皮膚科、歯科・

歯科口腔外科、救急科

市立豊中病院は、地域医療支援病院の指定を受け、北摂地域の急性期中核病院として活動してい

ます。救急医療に関しても、24時間、救急搬送を受け入れ、豊能二次医療圏の救急拠点として活動

しています。また、地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、地域の皆様へロボット手術やがんゲノム

医療を含めた最先端のがん診療を提供しています。さらに、第二種感染症指定医療機関の指定を受

け、新型コロナウィルス感染症の治療にも貢献しています。

大阪モノレール柴原阪大前駅、阪急バス柴原阪大前駅(市立豊中病院前)下車すぐ

薬剤部の概要

自動化調剤機器やバーコードを活用して薬剤の取り間違いや充填間違いを防ぐ仕組みを取り入れてお

り、新人あるいは他施設から入職の薬剤師でも安全に業務を行える環境です。薬物治療への貢献に

熱意のある方、一緒に働きましょう！見学の希望は随時受付けておりますのでお気軽にご相談下さい。

調剤システムの機械化が進んでおり、他病院にはないような最新の機器の導入により、調剤業務の効

率化を図り、調剤ミスを防ぐシステムもあります。人と機械の共存がバランス良くなされていて、とても働き

やすい環境です。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 精神科病院 

病床数 491床 診療科数 3診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 8人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

月～土9：00～17：15、日・祝休み（完全週休2日）、遅番・当直・残業なし、年間休日120日

以上（別途夏季休暇3日）、入職半年後より有給休暇付与（有休消化100％）

プライベートの予定が立てやすく、子育て中のスタッフ含め幅広い年代の薬剤師が活躍しています。

基本給（新卒初任給240,000円）、資格手当（18,000円）、皆勤手当（15,000円）住宅

手当（10,000円）、役職手当、時間外手当、育児手当（月20,000円迄を賞与時に支給）、裁

判員出務手当等（特別有給休暇）あり

採用について

R3年　2名入職

R4年　1名入職

現在は薬剤師8名体制で、次年度は産休に入るスタッフがいるため7名体制の予定です。

精神科領域未経験でもすぐに活躍できる職場で、定年まで長く勤め上げるスタッフも出てきています。

・これから精神科領域について、じっくり勉強したい方

・仕事と家庭の両立のため、残業の無い職場を探されている方

・年間休日が多くて余暇をゆっくり過ごせる職場を探されている方

このような方にも非常に好条件の職場です。

現在、薬剤師を数名募集中です。

年代は問いません。当院に興味がある方は、ぜひご連絡・見学お待ちしています。

調剤業務：約95％が院内調剤で、利便性や誤薬防止の為外来・入院共一包化しています。怠薬に

よる再発防止の為外来窓口で服薬状況確認も行います。近年高齢化で点滴処方も増え、病棟と連

携を取りチーム医療を進めています。また新型コロナワクチンの希釈分注・治療薬調製も行います。

病棟服薬業務：週に1回、各病棟にて服薬指導を行います。また月に1回、お薬教室を開催して花粉

症など時期に応じた話題を紹介。患者様に服薬の意義や必要性を伝えます。

DI業務：月に1回DIニュースを確認し、最新情報を薬局内で共有しています。また週に1回製薬会社

主催で医局合同の院内勉強会を開催しています。

豊中市

ｵｿﾞﾈﾋﾞｮｳｲﾝ

2022小曽根病院

病院の概要

精神科　　内科　　歯科

精神科と聞くと閉鎖的なイメージがあるかもしれませんが、当院は地域に開かれた病院・施設運営を心

掛けています。ここ数年はコロナで中止していますが、毎年春には文化祭を開催しています。文化祭恒

例の移動動物園は毎年大人気で、近隣の保育園からもたくさんの子供たちが遊びに来てくれるなど、賑

わいをみせています。精神科外来以外にも一般内科外来や歯科外来があり、近隣にお住まいの方にも

ご利用いただいています。また訪問看護や宿泊型療養施設のほかにデイケア・ナイトケアを併設し、退院

後の患者様の社会復帰を職員一丸となってサポートしています。

阪急宝塚線庄内駅東出口下車　または地下鉄江坂駅西出口下車（いずれも送迎バスあり）

車通勤可能

薬剤部の概要

外来や病棟で患者様とお話する機会も多く、医師看護師その他スタッフとも密に連携を取りチームで治

療を進めるので、薬剤師として治療に深く関われます。薬局内も改善向上できる点は積極的に取り入

れ、皆でより良い薬局になるよう目指しています。笑顔の絶えない職場です。ぜひ一緒に働きましょう。

精神科も、薬剤師としての業務は一般病院と変わりません。精神科領域の知識がなくても一から学べま

すし、分からないことがあれば誰にでも気軽に相談できるアットホームな職場です。また、お休みが多くワー

クライフバランスを取りやすい環境で、自分の時間を大切にしたい方にもお勧めです。

http://www.ozone-hp.com/ 



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 地域医療支援病院 
病床数 317床 診療科数 26診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 21人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実

績

　（前年度）

先輩・若手薬

剤師からの一

言

所属長からの

一言

今後、北大阪急行の延伸、新築移転により通勤も便利になります。

当院はチーム医療にちからを入れるとともに、他職種とも距離が近く、連携を図っています。

箕面市 2022

通常勤務：午前８時４５分～午後５時１５分

夜間勤務：午後５時１５分～翌午前１時４５分

別に、交代で休日の日直及び夜間勤務後の宿直業務があります。

給与規程等に定める額を支給します。初任給は実務経験等を考慮して決定します。

【モデルケース（基本給+地域手当）】

新卒（25歳）225,200円、30歳　259,100円、35歳　286,700円

採用について

R3年度：採用実績2名

※現在、定期的な新卒採用は行っていませんが、欠員があれば募集いたします。

病院見学は随時受け付けておりますので、当院ホームページよりお申込みください。

チーム医療の一員として若手のうちから活躍する人が多くいます。また、多様な経験を積め

るため、幅広く知識を身に着けられる病院です。私たちと一緒にスキルアップしていきましょ

う！

内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、糖尿病・内分泌代謝内科、神経内科、

精神科、小児科、外科、整形外科、形成外科、 脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 等

箕面市内唯一の二次救急病院として、「地域の人々の健康を支え、安らぎのある環境の

中で、患者中心の、安心安全で質の高い医療を提供します。」を理念に、豊能二次医療

圏の皆様に医療を提供しています。

なお、令和9年度中に、北大阪急行の新駅「箕面船場阪大前駅」から徒歩4分の場所に

新築移転建替えの予定です。※現在、指定管理者制度への移行を検討中です。

新しい病院を一緒に作っていきましょう。

阪急電鉄 箕面駅からバスで約20分

北大阪急行 千里中央駅からバスで約15分

薬剤部の概要

内服・外用・注射調剤業務、一般注射薬混合調製業務、

病棟薬剤管理業務、チーム医療（ICT、NST、緩和ケア、糖尿病、など）

持参薬外来、化学療法外来

など、幅広く業務を行ております。

開院当時より高カロリー輸液の調製など一般薬の混合調製業務を行っています。

施設名
ミノオシリツビョウイン

箕面市立病院
https://minoh-hp.jp/

病院の概要



ほうせんか病院／北⼤阪ほうせんか病院
医療法⼈美喜和会 美喜和会オレンジホスピタル
⾼槻⾚⼗字病院
彩都友紘会病院
愛仁会リハビリテーション病院
⼤阪医科薬科⼤学病院
社会医療法⼈ 祐⽣会 みどりヶ丘病院
社会医療法⼈ 愛仁会 ⾼槻病院

第10⽀部＊ ⾙塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡熊取町・
同⽥尻町・同岬町

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 500床 診療科数 16診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 10人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR京都線「茨木」駅・阪急京都本線「茨木市」駅より無料送迎バスで約20分

阪急バス「宿河原」「中河原」バス停より徒歩10分

薬剤部の概要

急性期～慢性期、さらには緩和ケアに至る包括的医療サービスを提供する地域密着型病院です。探

求心に富み、誠実で患者に寄り添うことのできる薬剤師を募集しております。

ケアミックス病棟での業務を通じあらゆる患者と接すること、また各種委員会（ICT、DM、褥瘡、NSTな

ど）で活動することで、自らの薬剤師としての責任感とチーム医療の意識が高まります。

施設名

様々な勤務体系を選択でき、就業日数や時間を選べます。（月20日勤務・8時間労働など）

早番、遅番はありますが、夜勤・当直体制はありません。

月給制（基本給＋各種手当）

　　賞与：原則2回（夏・冬）（2022年度はこれに加え、臨時賞与2回・現物支給1回あり）

　　昇給：原則年1回

採用について

新卒採用者：0名、中途採用者：2名

参考値：2023年度卒業予定者募集要項（今年度より、積極的に新卒を募集）

・　雇用形態：正職員

・　初任給：243,000円（参考値）

・　賞与：原則年2回（夏・冬）　※業績と成果により変動

・　年間休日：113日（年次有給休暇:法定通り）

・　勤務時間：シフト制（8:45-17:00（休憩60分））

・　福利厚生：児童手当、少子化対策奨励手当（規定有）院内レストラン（社員割引有）、

　　　法人内保育園（豊中市、茨木市）、社内外研修制度、保養所完備、互助会

外来通院中や入院（急性期～慢性期、緩和ケア）中の患者様の生活の質（QOL）の維持・向

上、患者様の人生観を尊重した医療の実現をサポートしています。

少ない人数ながら、それぞれの専門性をいかして薬物治療のスペシャリストとしてチーム医療に取り組んで

います。例えば、入院に際しては事前に持参薬鑑別を行い現病状と処方内容を精査し、主治医や他

職種との連携をはかりながら適正な薬物療法がなされるよう提案を行っています。

調剤補助者2名、SPD業務担当者1名が在籍していますので、薬剤師は病棟業務に集中できます。

茨木市

ホウセンカビョウイン／キタオオサカホウセンカビョウイン

2022ほうせんか病院／北大阪ほうせんか病院

https://seiwa-h.info/

病院の概要

内科　循環器内科　呼吸器内科　神経内科　精神科・心療内科　外科　消化器外科　整形外科

脳神経外科　泌尿器科　放射線科　リハビリテーション科　歯科口腔外科　皮膚科　眼科

耳鼻咽喉科　など

医療法人成和会は、ほうせんか病院（220床）と北大阪ほうせんか病院（280床）から成る500床

一体化ケアミックス病院として、地域の市民病院的役割を果たしております。

薬剤師はほうせんか病院と北大阪ほうせんか病院間での専門性を活かした連携をはかりながら、医療の

中で重要な役割を果たす「適正な薬物療法」を医師と協働で行っています。

また大阪府薬剤師会教育研修認定機関・薬学生教育研修指定機関として実習を受け入れ、後進の

育成にも取り組んでいます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 精神科病院
病床数 240床 診療科数 3診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 3⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

9︓00〜18︓00
⽉9⽇休（シフト制）※有給休暇／慶弔休暇／誕⽣⽇休暇／夏季休暇＊誕・夏季休暇の付与は当
院規定よります

⽉給 250,000円〜 290,000円
＊パートは時給1800円となります。

採⽤について

⽋員募集中です。

・院内調剤業務
・薬剤管理指導業務

薬学⽣実務実習は精神科分野について受け⼊れています。

⾼槻市

イリョウホウジンミキワカイ　ミキワカイオレンジホスピタル

2022医療法⼈美喜和会　美喜和会オレンジホスピタル
http://www.orange-hp.or.jp/

病院の概要

精神科・内科・⼼療内科

ストレスケアを含めた、精神科疾患の治療・内科疾患に即座に対応できる
医療機器を配置し、常に時代に応じた安全な医療と看護を提供しております。
また当院は「病院らしくない病院、開かれた病院」というコンセプトから
通院・⼊院をされる⽅へ、病院でありながら憩いの場になれるよう、
⾃然豊かなバリ島をイメージして建設いたしました。

ＪＲ⾼槻駅北⼝より　⾼槻市営バス５番のりばへ
７０番関⻄⼤学⾏き　乗⾞　上奈佐原バス停　下⾞
バス停より徒歩約５分

薬剤部の概要

精神科病院ですが、⾝体合併症病棟もあり、内科も含めた薬物治療についても学ぶことができます。建物
なども落ち着いた雰囲気で働きやすい環境です。

他職種の⽅とコミュニケーションがとりやすく、声を掛け合って働いています。
また、精神科医から内科薬の問い合わせや相談を受けることも多く、
専⾨職としてモチベーションアップにつながっています。



所在地 作成年度

経営主体 日赤病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 335床 診療科数 25診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 20人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR摂津富田・阪急富田

JR摂津富田駅より高槻市営バスに乗車→日赤病院・日赤病院南・上の池公園南で下車

薬剤部の概要

好きな言葉は金子みすゞの「みんな違ってみんないい」、色々なタイプの薬剤師、大歓迎です！

実践した患者指導や処方提案を通して、患者さんの治療が良い方向に進んだと実感できたときにこの仕

事のやりがいを感じます。（病棟担当薬剤師・9年目）

施設名

日勤：8:40～17:10

夜勤：17:05～10:05（休前日を除く平日）

日直：8:40～17:10（休日）　当直：17:10～8:40（休前日・休日）

2023年度に制度変更予定（具体的な俸給等は未定）

採用について

前年度募集実績なし

来年度は未定（募集があればホームページに掲載されます）

【一般急性期病院の薬剤業務全般】

・調剤　・注射無菌調製　・院内製剤　・医薬品情報管理　・治験管理　・災害救護対応

・外来患者指導（薬剤師外来・外来化学療法室）

・病棟薬剤業務（全病棟に薬剤師を配置）　・手術室業務　・医療チーム活動

医師をはじめ他職種との距離が近いことが特長であり、多職種で患者さんの問題点を協議したり、医師

に処方提案したりしやすい環境です。日赤グループとして災害救護にもチームで対応します。

高槻市

タカツキセキジュウジビョウイン

2022高槻赤十字病院

https://www.takatsuki.jrc.or.jp/

病院の概要

呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病･内分泌･代謝内科、血液内科、呼吸器外科、消

化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産婦人科、

小児科など

救急・治療・検査・手術等、幅広く紹介患者さんの受け入れを行う地域の中核病院（地域医療支援

病院）として、様々な医療ニーズに対応できる診療体制を整えています。

大阪府がん診療拠点病院として、がん患者さんの診断・検査・治療（手術・放射線・抗癌剤）・緩和

ケアに至る一連のがん診療が当院で実施できます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 その他

病床数 204床 診療科数 11診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 8人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

大阪モノレール彩都線「彩都西」駅下車、徒歩10分

阪急バス　「彩都西駅」下車、徒歩10分

薬剤部の概要

彩都友紘会病院には、がん患者の治療や終末期医療に向き合い、薬剤師として何ができるのかを考え

て行動し、成長できる環境があります。

入職1年目から病棟業務や抗がん剤のミキシングなど、色々な業務に挑戦できる環境です。

また、困った時は、先輩がアドバイスやフォローをしてくれるので安心して働くことができています。

施設名

月～金／9：00～17：15（60分休憩）、 土／8：30～12：30（休憩なし）

土曜出勤：月2回程度（代休あり）

夜間・休日：なし（看護師の立ち入り対応、麻薬等はオンコール対応）

基本給213,400円、資格手当22,000円、皆勤手当5,000円

昇給：年1回（4月）

賞与：年2回（3.32ヵ月）

採用について

過去の採用人数

2020年度：常勤2名

2021年度：常勤1名

2022年度：常勤1名、非常勤1名

採用実績校

京都薬科大学、大阪医科薬科大学、神戸薬科大学、同志社女子大学、武庫川女子大学、

名城大学、金城学院大学、北海道大学など

調剤監査・抗がん剤調製・病棟業務・チーム医療・実習生の指導など様々な業務を行っており、これら

を満遍なく行うようなシフトを組んでいます。

がん専門病院のため病棟業務ではがん治療や緩和医療を中心に関わります。

抗がん剤について深く学ぶことができるのはもちろん、その他疾患を抱えた患者も多いため、がん以外の

薬の知識も習得できます。

茨木市

サイトユウコウカイビョウイン

2022彩都友紘会病院

https://www.saito-yukoukai-hp.jp/

病院の概要

内科・腫瘍内科・腫瘍外科・脳神経外科・放射線科・緩和ケア科・整形外科・泌尿器科・婦人科・

耳鼻咽喉科・歯科口腔外科

彩都友紘会病院は、2007年9月に西日本初の「がん治療」に重点を置く民間病院として開院しまし

た。「なるべく切らずにがんを治療する」が当院のテーマです。薬物治療や放射線治療、温熱治療、緩

和ケアに力を入れており、治療から緩和ケアまで行える環境です。大阪大学医学部附属病院と連携し

て北摂地域のがん患者の診療を行っています。

患者さまへの癒しの一助となるように天文台や屋上サンルームなども備え、病院外観や内装にも工夫を

凝らし、ホテルのような暖かみのある建物が特長となっています。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 その他

病床数 269床 診療科数

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR高槻駅徒歩5分　駅中央口北出口から東へ直通

阪急高槻市駅徒歩12分

薬剤部の概要

これから日本の病床は回復期への転換による増床が見込まれており、回復期での薬剤師の取り組みは

多いに期待されています。リハビリテーションでのADL向上による在宅復帰を目指される中で、薬剤師が

継続的にフォローしていく意義は大きいものであり、大変やりがいのある職場です。

急性期の病院と異なり入院期間が長いため患者様への指導の場も多くあります。様々な基礎疾患を

有する患者様も多いため幅広い疾患についての知識を身につけることができます。先輩との距離が近く

気軽に相談しやすい環境です。1年目からでも休暇を取得しやすくプライベートとの両立も可能です。

施設名

【勤務時間】8：30～17：00　または　9：00～17：30

【休日・休暇】土曜、日曜、祝日、年末年始休日（12月30日～1月3日）

新卒初任給241,400円　　 ※その他 通勤手当（上限50,000円/月）、時間外手当

賞与　年2回（7月、12月）　計4.0ヶ月　初年度は、4/1入職の場合、計1.4ヶ月

昇給　年1回　　　※退職金制度　勤続3年以上に支給

採用について

2021年度　新卒採用2名

各病棟に薬剤師を配置しており、病棟業務を実践しています。服薬指導等の対人業務に力を入れて

おり、在宅復帰を目指した薬剤調整の提案や積極的な自己管理の導入をしています。多剤服用患者

への減薬提案も積極的に行い、ポリファーマシーの解消に努めています。入院患者カンファレンスにも参

加して、多職種との情報共有を図っています。ICT・AST・DSTといった専門チームカンファレンスにも参

加しています。その他、骨粗鬆症外来での服薬指導等も行っています。

高槻市

アイジンカイリハビリテーションビョウイン

2022愛仁会リハビリテーション病院

http://www.aijinkai.or.jp/reha/

病院の概要

リハビリテーション科、整形外科、小児科、歯科

「再びその人らしい生活に」を合言葉に、小児から高齢者まで質の高いリハビリテーション医療に取り組ん

でいます。大阪府最大規模である215床の回復期リハビリテーション病床と54床の障がい者病床を有

しており、脳卒中や骨折後の患者さんを急性期病院からの受け入れ、自宅復帰に向けてサポートしてい

ます。多職種カンファレンスを重視し、密度の高いチーム医療を実践しています。



所在地

経営主体 私立大学病院 施設機能分類 特定機能病院

病床数 903床 診療科数 32診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 60名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

（平日）8時30分～16時50分　（土曜）8時30分～12時40分
※時差勤務あり（例）8時00分～16時20分、10時30分～18時50分
※短時間制度あり　　※当直（2名体制）あり　　※休日出勤あり（振替休日付与）

●給与（月額）221,200円（2021年4月現在，6年制卒初任給)
●賞与　年2回　※2021年度実績
●諸手当　通勤手当50,000円/月まで(本学規定により支給)、家賃補助手当、家族手当　他

採用について

●採用人数:10名
●休日、休暇:
日曜日、祝日、土曜日（第2・4）
創立記念日（6/1）、年末年始（12/29-1/3）
指定休日（第1・3・5土曜日のうち一日）
年次有給休暇（20日）、特別休暇（夏期、看護、介護　他）
●福利厚生:
私学共済（健康保険・厚生年金）、雇用保険、労災保険、
妊娠・出産に関わる（配偶者含む）制度、育児休業制度、介護休業制度　他

薬のことには何でも関与し、様々なことに「気付き、行動できる薬剤師」の育成をモットーにしています。
「薬あるところに薬剤師あり」を実践できる、「ジェネラリスト＆スペシャリスト」となる薬剤師の育成を
目標に掲げ、教育プログラムを整備しています。一緒に「なんでも薬剤師」を実践しましょう!

薬が関わること全てに携わり、その先に自分がやりたいと思える何かを見つけられる職場です。専門や
認定を取得している先輩も沢山働いているので、更なる高みを目指すためのアドバイスやサポートも
充実しています。日々の業務に励み、共に患者さんの薬物治療へ貢献したい方、お待ちしています。

●全科・全病棟に専任薬剤師を配置し、「顔の見える」病棟業務を標準的に行っています。
●壁のない調剤室で、薬剤部の全業務を早期に経験しながらスキルアップできます。
●画像監査システムや注射剤混合調製システムを導入し、安全、安心な調剤を実現しています。
●がん,緩和,感染,NST,糖尿病,周術期,救急など多くの医療チームの一員として活躍しています。
●高度な医療に貢献、様々な症例への服薬管理と薬剤業務に携わることができます。
●院内・院外研修会への参加、学会発表、論文投稿はもちろん、認定資格の取得（複数名
在籍）を積極的に支援しています。

施設名

高槻市

オオサカイカヤッカダイガクビョウイン

2022大阪医科薬科大学病院
https://hospital.ompu.ac.jp

病院の概要

糖尿病代謝・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、循環器内科、
総合診療科、精神神経科、一般・消化器・小児外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、
小児科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、腎泌尿器外科、麻酔科、歯科口腔外科、他

当院は「特定機能病院」に指定されており、様々な疾患に対して当院でしか受けることができない
レベルの高い医療を提供すると同時に、大学病院として最先端の研究にも数多く取り組んでいます。
また「地域がん診療連携拠点病院」でもあり、新設された病院新本館A棟の最上階にはがんに特化
したがん医療総合センターを設置。このフロアにはがんゲノム医療管理室、遺伝子カウンセリング室、
プレシジョン・メディスンセンターも配置し、抗がん剤のミキシングロボットも導入するなど、個々の患者
さんに合った適切な治療を行うための体制を整備し、地域医療の要としての役割を担っています。

JR東海道本線「高槻」駅より徒歩約8分、阪急京都線「高槻市」駅より徒歩約3分

薬剤部の概要



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 329床 診療科数 18診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 14人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR高槻駅よりバスにて6分、バス停より徒歩2分（JR高槻駅より徒歩20分）

薬剤部の概要

病院の理念に基づき、薬剤課では、安全で安心な調剤業務を基本とし、算定件数にとらわれず、必要

な患者さんへ介入することを重視した薬剤管理指導業務の実施、各種医療チームへの積極的な薬剤

師の参画など、地域の皆様に喜んでいただけるより良い医療を提供できるよう努めています。

早い段階で病棟業務に携わることができ、患者さんと積極的に関わることができます。先輩からの指導も

厚く、成長に合わせ仕事を任せてもらえるため、自分で考える力が自然と身につきます。また、他職種と

の距離感が近く、コミュニケーションも取りやすい職場です。

施設名

週休2日（日祝は交代制で勤務あり）

①日勤：8：30～16：45　②遅出：11：30～19：45　③日当直：8：30～翌8：45

基本給：244,000円（能力、経験に応じて考慮）、当直手当：11,300円/回

昇給年1回、賞与年2回

奨学金返済サポート制度あり

採用について

2022年度：新卒者1名（大阪医科薬科大学）

2021年度：新卒者2名（武庫川女子大学、摂南大学）+既卒者1名（大阪医科薬科大学)

2020年度：なし

①業務内容：調剤業務(外来は院外処方)、病棟業務(病棟薬剤業務実施加算1を算定)、医薬

品情報管理業務、無菌調製、外来化学療法患者指導、外来自己注患者指導、医薬品管理業

務、チーム医療(ラウンド、カンファレンス、教室等)への参加

②特色：電子カルテデータを利用(DWH)した独自のシステムを構築し、業務の効率化を図っています

（検査値データの抽出、肝炎検査データの抽出、医薬品購入データ資料の作成ツール等）、資格取

得のための研修費用のバックアップ制度あり

高槻市

シャカイイリョウホウジン　ユウセイカイ　ミドリガオカビョウイン

2022社会医療法人　祐生会　みどりヶ丘病院

https://www.midorigaoka.hospital

病院の概要

内科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、皮膚科、リウマチ科、小児科、外科、泌尿器科、脳

神経外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、歯科口

腔外科

「私たちは真心の医療と福祉を通じて、地域の人々に貢献します」を病院の理念とし、医療部門のみな

らず介護部門においも特別養護老人ホームや在宅サービス、生活支援介護予防など、国が推進してい

る地域包括ケアシステムを祐生会グループ内で構築しています。当院は、2次救急指定病院で24時間

365日、積極的に救急の受け入れを行っています。また、急性期だけでなく、回復期も併せ持つケアミッ

クス病院で、当院のほか茨木市及び大阪市に２施設のグループ病院があります。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 477床 診療科数 35診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 41人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日勤：8：30～17：00、9：00～17：30、13：30～22：00　夜勤：17：00～9：30

初任給241,400円　時間外手当・当直手当　賞与：年2回　4.0ヶ月　（2021年度）

採用について

2021年度6名採用

最新の調剤機器を用いて、調剤・鑑査・注射混合を行っています。病棟活動は各フロワのサテライト

ファーマシーを中心に２病棟３名制で、きめ細やかな薬剤管理を行っています。手術室、入院支援セン

ターにも薬剤師を配置して入院・手術・病棟・退院まで切れ目ない薬剤管理体制を整えています。

ICT,AST,NST緩和ケア、リエゾン、嚥下、糖尿病カンファレンス、心不全教室など各種チーム医療にも

積極的に参加しています。学生の実務実習や早期体験なども多く受け入れています。グループ内の老

人保健施設やクリニックへの応援も行っており、急性期疾患だけでなく、幅広い視野で薬剤業務が行え

ます。

高槻市

シャカイイリョウホウジン　アイジンカイ　タカツキビョウイン

2022社会医療法人　愛仁会　高槻病院

https:takatsuki.aijinkai.or.jp

病院の概要

消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、不整脈内科、血液内科、糖尿病内科、小児科、新生児

科、産婦人科、外科、整形外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、形成外科、耳鼻咽喉

科、皮膚科、泌尿器科、精神科、脳神経外科、救急科、眼科

当院は小児救命救急センターを有し、総合周産期母子医療センター、大阪府がん診療拠点病院にも

指定されています。WHO/ユニセフより「赤ちゃんに優しい病院：BFH」にも認定を受けています。日本

病院薬剤師会がん薬物療法研修認定施設にも指定されており、赤ちゃんから高齢者まで、地域中核

病院として、幅広い医療を展開しています。手術室にも日勤帯は２名の薬剤師を常駐させ、薬剤管理

を行っています。がん薬物療法、妊産婦・授乳婦、感染制御など各種認定薬剤師も在籍しています。

JR高槻駅より徒歩５分、阪急高槻市駅より徒歩１０分

薬剤部の概要

新生児～高齢者まで幅広い知識が身に付きます。明るい職場を一度見に来てください。

幅広い年代が在籍しており、とても働きやすい職場です。産科・小児科の症例も多く興味のある方は是

非、見学に来てください。他科の症例も多く勉強出来ますよ。産休・育休も取りやすいですよ。



社会医療法⼈愛仁会 井上病院
国⽴循環器病研究センター
市⽴吹⽥市⺠病院
⼤阪⼤学医学部附属病院
⼤阪⼤学⻭学部附属病院
⼤阪府済⽣会吹⽥病院

第11⽀部＊ 吹⽥市・摂津市

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 127床 診療科数 15診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 12人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅　南出口⑧より徒歩8分

薬剤部の概要

当院は腎疾患の患者さんが多いため、腎臓病薬物療法認定薬剤師、腎臓病療養指導士、

糖尿病療養指導士が活躍しています。

病棟担当・調剤室担当を1ｹ月毎のローテーションで実施しています。

ＮＳＴやＡＳＴなどの業務も1年目から取り組み、認定薬剤師を目指しています。

施設名

8：45～17：15　※早出（8：15～）勤務あり

週休2日制（シフト制）、当直なし。　年間休日　121日

初任給(基本給+手当＝合計金額)　241,400円

・賞与年2回（7月、12月）計4ヵ月（昨年度実績）※初年度は4/1入職の場合　計1.4ヵ月

・昇給あり　原則4月　・通勤手当 上限50,000円/月まで支給　・時間外勤務手当

採用について

2022年4月入職

大阪医科薬科大学1名、神戸薬科大学1名、神戸学院大学1名

各病棟に薬剤師をローテーションで配置し、病棟薬剤業務・薬剤管理指導を行っています。医師・看

護師と連携し、すべての入院患者の持参薬預かりから入院中の処方支援、退院時の服薬指導まで薬

物治療に深く関わっています。調剤室担当薬剤師は、TPN調整やNST回診準備も担当し、抗菌薬処

方時は培養検体採取オーダの有無・各種検査結果を確認、感染担当薬剤師と連携しTDMを実施

し、医師にフィードバックしています。その他、褥瘡、ＤＭ、ＣＫＤ、透析緩和ケア、せん妄などチーム活

動も行っています。外来部門では、リウマチ外来の生物学的製剤やJAK阻害の院内処方、採血デー

タ・薬歴管理も行っています。

吹田市

シャカイイリョウホウジンアイジンカイイノウエビョウイン

2022社会医療法人愛仁会　井上病院

https://inoue.aijinkai.or.jp/

病院の概要

内科・腎臓内科・透析内科・循環器内科・糖尿病内科・消化器内科・外科・心臓血管外科・整形外

科・リウマチ科・泌尿器科・放射線科・麻酔科・眼科・形成外科・リハビリテーション科

井上病院は大阪府北部の吹田市江坂に1975年開設され、「一人ひとりの生命を輝かせるため、患者

さん本位の医療を提供する」ことを病院の基本方針として腎・透析医療と地域医療の充実に取り組ん

できました。病院理念は「進化する医療を究め社会に貢献することを使命とする」です。

当院の理念･基本方針を踏まえ、2つの診療の柱である腎臓病治療と地域医療を継続･発展させ、地

域の皆様に寄り添った病院を目指していきたいと考えます。患者さんや共に働く職員へ思いやりの心を持

ち、病気と共に生きる患者さんの人生に寄り添いあゆみをサポートしています。



吹田市

コクリツケンキュウカイハツホウジン　コクリツジュンカンキビョウケンキュウセンター

2022

https://www.ncvc.go.jp/hospital/

経営主体 国立病院（厚生労働省，その他） 施設機能分類 特定機能病院

アクセス

所在地 施設名 作成年度

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

病院の概要

病床数 550床 診療科数 19診療科

主な診療科
冠疾患科、血管科、心不全科、肺循環科、不整脈科、心臓外科、血管外科、脳血管内科・脳神経内科、脳神経外
科、小児循環器内科、小児心臓外科、産婦人科部、腎臓・高血圧内科、糖尿病・脂質代謝内科、健診部・予防医
療部、移植医療部

病院の特色

●病院：心臓病と脳卒中の両者を対象とした世界でも稀有な最先端の大規模医療・研究施設です。
●研究所：世界最先端の人材と機器を駆使し、循環器病の解明と診断・治療・予防法の開発に向け、病院と連
携しながら世界でも類をみない研究を行っています。
●オープンイノベーションセンター：病院と研究所が連携して取り組むことが求められている複合領域における
研究推進によって循環器疾患の研究開発基盤の構築をめざします。

JR京都線「岸辺」駅より約300m(連絡通路で直結)
阪急京都線「正雀」駅より約800m

薬剤部の概要

薬剤師数 42人

業務内容・特色

当センターでは2012年から病棟薬剤業務実施加算の算定を開始し、2016年には病棟業務実施加算2の算
定を開始しました。また、当センターが従前より実施していた手術室関連業務を拡充し、2022年4月から周術
期薬剤管理加算の算定を開始しました。ICT、AST、NST、褥瘡、緩和、移植等へのチーム医療への積極的な参
加のみならず、TDMや副作用モニタリングの主導的な実施などにより、医療安全および薬物療法の質の向上
に貢献しています。また、臨床薬学研究も積極的に推進しており、薬剤師レジデント制の導入や病院・大学との
連携も進めることで研究・教育・研修にも力を注いでいます。

勤務体系 週休２日制、夜勤(シフト制)、休日勤務(シフト制)
休暇：年次有給休暇年間２０日、他にリフレッシュ休暇、結婚、産前産後休暇などの特別休暇制度あり

給与体系
給与：当センター規程により支給、昇給：定期昇給年１回
賞与：年２回（６月、１２月に支給）
諸手当：通勤手当、住居手当、扶養手当、超過勤務手当等

採用について

薬剤師募集実績
　（前年度）

・薬剤師（常勤職員） 1名募集（2022年4月1日付採用）
【応募資格】薬剤師免許を取得している者および2022年度薬剤師免許取得見込み者
【選考方法等】筆記試験及び面接等による選考

・薬剤師レジデント　2名募集（2022年4月1日付採用）
【研修期間】2年間
【応募資格】薬剤師免許を取得している者および2022年度薬剤師免許取得見込み者
【選考方法等】筆記試験（小論文）および面接試験

先輩・若手薬剤師から
の一言

当院の薬剤師レジデントであれば病院薬剤師が行う様々な業務を経験でき、循環器疾患に対する薬物療法を
学べて、臨床データを用いた研究や学会発表もできる環境もあることから、薬剤師レジデントを志望しました。（
当院の薬剤師レジデント終了後、入職）

所属長からの一言 心臓と脳の両方を専門とする世界的にも珍しい医療施設で、「世界に冠たるエクセレント・ホスピタルを目指す
」という病院理念のもと、高度な臨床と研究の両立を目指し、スタッフは日々業務と研鑽に励んでいます。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 431床 診療科数 29診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 28名（正職員22名、再雇用1名、アルバイト5名）

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR京都線：岸辺駅より徒歩約5分（駅直結の連絡デッキを経て、ビエラ岸辺健都(２階)の中を通り

抜けると便利です。）

阪急京都線：正雀駅より徒歩約15分　阪急バス：JR岸辺駅北口下車 徒歩約5分

薬剤部の概要

病院薬剤師業務は、今後拡大する成長業務でもあります。周術期業務や在宅業務、薬剤師外来な

ど他職種から必要とされる業務はたくさんあります。そのため薬剤師は多職種との連携し多角的な視点

を養う必要があります。その知識や経験を学べるのが病院薬剤師の魅力です。一緒に成長しましょう！

病院薬剤師の魅力の１つに多職種連携があります。知見を得られるのはもちろん、視野も広がります。

年々重視されている地域連携にも活かせる経験を積めるのではないでしょうか。当院の薬剤師は薬局

や企業勤務経験者も多数います。就職先に悩んでいる方は病院薬剤師も検討してみてくださいね！

施設名

8時50分～17時20分（休憩45分）勤務

土・日・祝は休み　年末年始は、12月29日～1月3日まで休み

ただし、平日夜勤、休日日勤・夜勤あり（1人体制）

自治体公務員の給与体系またはそれに準拠

医療技術職の俸給表を適応

新卒薬剤師の給与　月額　231,616円

採用について

前年度採用実績はありません

調剤室：日勤時間帯は院外処方箋対応（休日外来は院内処方）

　処方せんの疑義照会は薬剤部でFAX受診（広域の疑義照会プロトコルを締結）

　　SPDさん（2名）調剤機器を充実させ、薬剤インシデント防止に努めている

病　棟：全病棟に薬剤師を専従で配置、一部病棟で持参薬PBPM実施

DI　　：通常業務の他に、研修教育も担当、学会発表、論文作成も指導

その他：薬剤師外来、患者支援センター、化学療法室、治験管理センター業務

吹田市

チホウドクリツギョウセイホウジン　シリツスイタシミンビョウイン

2022地方独立行政法人　市立吹田市民病院

https://www.suitamhp.osaka.jp/

病院の概要

内科(血液・糖尿病・内分泌・呼吸器・リウマチ・循環器・消化器・脳神経）小児 腎臓泌尿器 麻酔

外科(消化器・呼吸器・乳腺・小児・整形・脳神経）産婦人科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科

放射線診断・治療科　リハビリ　精神科・心療内科　病理診断科　救急科　歯科(障がい者)

がん専門薬剤師研修施設（連携施設）（日本医療薬学会）

薬物療法専門薬剤師研修施設（連携施設）（日本医療薬学会）

がん薬物療法認定薬剤師研修施設（日本病院薬剤師会）

がん診療病院連携研修病院（日本臨床腫瘍薬学会）



所在地 作成年度

経営主体 国⽴⼤学病院 施設機能分類 特定機能病院
病床数 1,086床 診療科数 診療科36

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 100⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

原則として⽉〜⾦　8時30分〜17時15分（休憩45分間）、
⽉数回の宿直・及び⼟⽇勤務（4週8休制）あり

国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学任期付年俸制教職員（特任等教職員）給与規程による
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html

採⽤について

令和4年度薬剤師レジデント（2年コース）17名と（2ヵ⽉コース）4名の計21名を採⽤。

院内各所に薬剤師の配置を進め、チーム医療の⼀員として薬物療法の安全・安⼼かつ効率的な提供を進
めてきました。 また、教育⾯では医学科⽣に対する医薬品適正使⽤のマインドの教育を進めるとともに、薬
学部や薬系⼤学から実習⽣を受け⼊れることで、臨床能⼒を備えた薬剤師の育成を図っています。さらに、
卒後初期研修では2021年度よりレジデント制度（２年コース・２か⽉コース）を導⼊し、⼤学病院の充
実した教育リソースを活⽤することで、優れた⼈材の育成を進めています。 当院は、⽇本医療薬学会や⽇
本病院薬剤師会の専⾨薬剤師制度の研修施設にも認定されており、専⾨薬剤師の育成と認定取得も推
進しています。

吹⽥市

オオサカダイガクイガクブフゾクビヨウイン

2022⼤阪⼤学医学部附属病院
https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/

病院の概要

循環器内科、腎臓内科、消化器内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、呼吸器内科、⾎液・腫瘍内科、⼼
臓⾎管外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、⼩児外科、眼科、⽿⿐咽喉科・頭頸部
外科、整形外科、⽪膚科、神経内科・脳卒中科、神経科・精神科、⼩児科、産科

当院は特定機能病院で「⾼度医療の提供」「⾼度医療⼈の育成」「⾼度な医療技術の開発」を提供し、
診療連携拠点病院や臨床研究中核病院、がんゲノム医療中核拠点病院にも指定されています。また、医
療安全活動でも全国のリーダー的存在であり、全国的にも特徴ある機能を有する病院です。

・⼤阪モノレール『阪⼤病院前』下⾞、・JR茨⽊駅から近鉄バス[阪⼤本部前⾏き]で『阪⼤医学部病院
前』下⾞、・阪急茨⽊市駅から近鉄バス[阪⼤本部前⾏き]で『阪⼤医学部病院前』下⾞、・
北⼤阪急⾏千⾥中央駅から阪急バス[阪⼤本部前⾏き]で『阪⼤医学部病院前』下⾞

薬剤部の概要

薬剤師職能の未来を⼀緒に創りませんか。当院では2年間のレジデント研修を通じて、こんな薬剤師の育
成を図っています。１）明確なビジョンを有する薬剤師、２）エビデンスを構築し情報発信できる薬剤師、
３）社会のために貢献できる薬剤師。

同世代の薬剤師が⼀緒に働ける環境でお互い助け合いながら、切磋琢磨して働けます。主に新卒者を対
象として2年間の薬剤師レジデント研修を⾏います。また、⽇本医療薬学会や⽇本病院薬剤師会の専⾨
薬剤師制度の研修施設にも認定されており、専⾨薬剤師、認定取得が取得しやすいです。



所在地 作成年度

経営主体 国立大学病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 40床 診療科数 14診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

施設名

月曜日～金曜日（祝日等を除く）、8:30～17:15（休憩45 分）

基本年俸3,902,400円～（12分の1の額を月額基本給として毎月支給）
※応募者の経歴等を考慮し、従事していただく職務内容により決定します。

採用について

2人

薬剤部では、外来・入院調剤、製剤業務、薬品管理、抗がん剤の調製、病棟薬剤業務、薬剤管理
指導、医薬品情報管理業務など、歯科に関わらず病院薬剤師として必要な業務を全員で分担してい
ます。チーム医療にも力を入れており、病棟業務だけではなく、キャンサーボード、緩和ケアチーム、
NST、ICTなど積極的に参加し、様々な場面でより良い医療を提供できるように努めています。また、薬
学実務実習生の受け入れ、薬剤師による臨床研究も行っており、教育と研究に携わることも可能で
す。

吹田市

オオサカダイガクシガクブフゾクビョウイン

2022大阪大学歯学部附属病院
https://hospital.dent.osaka-u.ac.jp/

病院の概要

歯科、小児歯科、矯正科、口腔外科

大阪大学歯学部附属病院は『診療を通じて口腔医学の教育と研究を推進し、口腔医療の発展に貢
献する』という基本理念のもと、安全で信頼される口腔医療の提供、口腔医療人の育成、口腔医学・
口腔医療の新たな発展に全力を注いでいます。歯科に関する多くの診療科が各々の専門分野による
歯科診療を行うとともに、相互連携による総合的な歯科診療を提供しています。また、併設されている
歯学部職員による教育と研究が臨床現場で盛んに実施されており、日本の歯科医療を先導する国内
唯一の歯科に特化した国立大学附属病院です。

阪急千里線北千里駅で下車、東へ徒歩約２５分。大阪モノレール＜阪大病院前駅＞で下車、徒
歩１５分。

薬剤部の概要

歯科に特化した病院ですが、口腔機能に深く関わることができ、病院薬剤師としての多彩な業務
に対応しています。認定薬剤師制度の資格取得や学会参加、学会発表、論文作成など、資質向上と
キャリア形成のためのサポートを行っています。

当直・深夜勤務はありません。病棟業務や抗がん剤の混合調製も経験できます。アットホームな雰囲
気です。「歯科って歯を抜くだけ?」「鎮痛薬と抗菌薬しかないんじゃない?」と思われた方、ぜひ一度見
学に来てください。



所在地 作成年度

経営主体 済生会病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 440床 診療科数 33診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 34人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

月曜日～金曜日（当直あり）：8：50～17：20　　　休日・休暇：土曜日、日曜日、

平日１日/月、GW（5/3～5/5）、年末年始（12/30～1/3）　＊休日は日直・当直あり

＊祝日は通常診療　　　＊今後日直・当直体制から夜勤体制（2交代制）に変更予定

人事考課制度導入

採用について

新卒者：３名採用

＜業務内容＞調剤、注射薬払い出し、医薬品情報管理、院内製剤、麻薬管理、薬剤管理指導、

病棟薬剤業務、抗がん剤・TPN無菌調製、入院前問診（服用薬スクリーニング、術前中止薬確

認）、薬剤師外来、チーム医療参画（がん、緩和、ICT、AST、NST、認知症、骨粗鬆症、褥瘡な

ど）、実務実習受け入れ、各種教室・講演会、治験など。

＜特色＞教育体制ではブラザーシスター制度導入。費用面での資格取得支援制度あり（条件

付）。コメディカルとの連携が強く、合同勉強会の開催やWGなどの活動あり。

吹田市

オオサカフサイセイカイスイタビョウイン

2022大阪府済生会吹田病院

https://www.suita.saiseikai.or.jp

病院の概要

呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、脳神経内科、糖尿病内科、小児科、精神科、

消化器外科、乳腺外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、整形外科、形成外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部外科、歯科口腔外科など。

心がかよう医療を提供する病院　～チーム医療で地域により良い医療を～

北摂地域に立地し、急性期医療を総合的に提供する地域中核病院。一人ひとりの患者さんに寄り添

い、患者さん自身がやすらぎを実感できる「やすらぎの医療」を理念としています。

・大阪府地域周産期母子医療センター ・大阪府がん診療拠点病院　　・地域医療支援病院

・大阪府肝炎専門医療機関 ・（財）日本医療機能評価機構認定

阪急京都線相川駅：徒歩８分　　　　JR東海道本線吹田駅：徒歩２０分

薬剤部の概要

多くの診療科からなる総合病院で色々な疾患を勉強することができます。病棟業務、チーム医療、学

会発表、資格取得など、やりたいことを見つけて活躍できる病院です。

業務内容が多岐にわたり、調剤業務だけでなく、抗がん剤の調製や病棟業務など様々な経験ができる

と考え、病院薬剤師を目指しました。チーム医療では多職種でコミュニケーションを取ることができ、薬剤

師の立場からだけではなく、別の視点からの意見も聞くことができて、とても勉強になります。



⼀般財団法⼈ ⼤阪府結核予防会 ⼤阪複⼗字病院
関⻄医科⼤学 くずは病院
関⻄医科⼤学⾹⾥病院
関⻄医科⼤学附属病院
市⽴ひらかた病院
社会医療法⼈弘道会 寝屋川⽣野記念病院
（地独）⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪精神医療センター
医療法⼈みどり会 中村病院
医療法⼈ 北⾠会 天の川病院
東⾹⾥病院
医療法⼈御殿⼭ 福⽥総合病院

第12⽀部＊ 枚⽅市・寝屋川市・交野市

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 ⼀般病院（⼀部療養病床を有する病院）
病床数 150床 診療科数 15診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの一言

所属⻑からの一言

1.JR学研都市線 寝屋川公園駅より徒歩5分。
2.京阪寝屋川市駅、JR星⽥駅、JR寝屋川公園駅より無料シャトルバスがあります。

薬剤部の概要

「欠員補充の薬剤師募集」以外でも今後は病棟薬剤業務を充実させるため、薬剤師募集をおこなって
いきます。

結核以外にも呼吸器疾患・自己免疫疾患を中心に幅広く経験でき、医師とのコミュニケーションも取りや
すく、連携をとりながらの業務ができます。

施設名

平⽇　9︓00〜17︓20　　※年末年始等の休⽇当番出勤あり

209,807(新卒)〜経験年数に応じて加算　住宅⼿当、家族⼿当あり

採用について

「欠員補充の薬剤師募集」が前年度までの実績です。

調剤業務、薬剤管理指導業務、DI業務、注射剤無菌調製業務（抗がん剤）、各種委員会・チーム
医療への参画。LCカンファレンス等で多職種と情報共有して、薬剤管理指導の質の向上やポリファーマ
シー対策への積極的介⼊などをおこない、患者さま本位の医療を心がけ、良質で安全な薬物治療に貢
献しています。

寝屋川市
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ　ｵｵｻｶﾌｹｯｶｸﾖﾎﾞｳｶｲ　ｵｵｻｶﾌｸｼﾞｭｳｼﾞﾋﾞｮｳｲﾝ

2022一般財団法人 大阪府結核予防会 大阪複十字病院
http://www.osaka-hospital.org/

病院の概要

内科・外科・整形外科・泌尿器科・⽪膚科

広域対応の結核感染症医療の他に、呼吸器疾患、免疫アレルギー疾患、リウマチ性疾患、泌尿器疾
患、⽣活習慣病など広く対応し⼤規模病院にはない⼩回りのきく医療を⾏っています。

http://www.osaka-hospital.org/


所在地 作成年度

経営主体 私立大学病院 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 94床 診療科数 11診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 7人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

【電車・徒歩】京阪本線樟葉駅から徒歩７分、大阪歯科大学の隣に位置します。

【バス】京阪本線樟葉駅ロータリー、京阪バス５番乗場から84右回り・87右回り・97系統にて2駅目

「なみき」駅下車。北へ100メートル。

薬剤部の概要

地域の患者さんのご期待に応えられる質の高い医療を提供するため、医薬品に関わる全ての業務に対

して高い志と責任感を持って業務に取り組んでいます。私たちとともに切磋琢磨し、働いてくれる薬剤師

さんをお待ちしております。

小規模な病院のため、外来窓口業務から病棟業務など幅広い業務を早い時期から経験できます。薬

剤師同士のコミュニケーションが良好でアットホームな職場です。仕事に対する生産効率は求められます

が、時間外の超過勤務が少なく、薬剤師の生涯設計が立てやすいです。

施設名

月8休（シフト制度）

勤務時間：①日勤:08時30分～16時40分（休憩55分）,②日勤:09時30分～17時40分

（休憩55分）,③遅出:11時50分～20時00分（休憩55分）

【6年制新卒】

【月収】22万円～※通勤手当　時間外手当　家族手当　住宅手当　服薬指導手当　賞与あり

【年収】343万円（2021年度実績　賞与のみ含）

採用について

関西医科大学　くずは病院の実績

（2021年度）

2021年12月：薬剤師（パート）1名採用

（2022年度）

2022年6月：常勤薬剤師1名採用

2022年9月：常勤薬剤師1名採用

薬剤部内業務（中央業務）として、調剤、医薬品管理、医薬品情報管理などを行っています。特

に、外来院内調剤を行っており、窓口業務を通じて患者さんのニーズに細やかに対応しています。

病棟業務として、病棟薬剤業務、薬剤管理指導などの業務を行っています。また、感染や栄養などの

チーム医療など、多職種と連携することで、すべての患者さんが安心してお薬を使用していただけるよう

『安全で有効な薬物療法の提供』に努めています。

枚方市
カンサイイカダイガク　クズハビョウイン

2022関西医科大学　くずは病院

kz-info@kuzuha.kmu.ac.jp

病院の概要

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器

科、放射線科、リハビリテーション科

関西医科大学に属する4病院【附属病院（枚方）、総合医療センター（滝井）、香里病院、くずは

病院】のうちの一病院として、各病院と連携しています。一般急性期病棟（地域包括ケア病床含）、

回復期リハビリテーション病棟を有する地域密着型の病院です。住み慣れた街、住み慣れた家へ一日

でも早く帰って頂ける医療・介護を目指しております。また、訪問看護ステーションやデイケアセンター等に

より、自宅での療養生活まで総合的なサポート体制で地域医療への貢献を目指しております。



所在地 作成年度

経営主体 私⽴⼤学病院 施設機能分類 ⼀般病院（⼀般病床のみ）
病床数 199床 診療科数 15診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 12名

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

〒572-8551 寝屋川市⾹⾥本通町8番45号
京阪電⾞「⾹⾥園」駅から徒歩1分
歩⾏者デッキにて⾹⾥園駅から直結しています。

薬剤部の概要

関⻄医科⼤学⾹⾥病院ではチーム医療に積極的に取り組んでおり、⼊職1〜2年⽬の薬剤師もチーム
の⼀員として薬剤の適正使⽤に貢献しています。
薬剤師となる皆さん、私たちと共に学び、信頼される薬剤師を⽬指しませんか。

病院薬剤師として、チーム医療に若⼿の段階から参加できることが⾹⾥病院の魅⼒の⼀つです。実際に
病棟で患者さんと対⾯し、多職種で連携を図りながら各チームに関する専⾨的知識を学び、やりがいを
感じます。チーム医療で得た知識や経験は、⽇々の薬剤管理指導業務にも⽣かすことができます。

施設名

平⽇︓9時00分〜17時10分、⼟曜⽇︓9時00分〜13時00分

本学給与規程により⽀給します。
⼤学卒　⽉額239,300円以上（※医療技術職⼿当5,000円、住宅⼿当15,500円含む)

採⽤について

附属3病院（附属病院、総合医療センター、⾹⾥病院）での合計
令和3年度︓7名
令和2年度︓4名
令和元年度（平成31年度）︓6名

過去3年の採⽤実績⼤学
京都薬科⼤学、武庫川⼥⼦⼤学、摂南⼤学、神⼾薬科⼤学、神⼾学院⼤学、近畿⼤学、
同志社⼥⼦⼤学、安⽥⼥⼦⼤学

各病棟に担当薬剤師を配置し、患者さんの⼊院時の持参薬確認から退院時に⾄るまで、薬物療法が
正しく、安全に実施されるように薬剤管理指導業務・病棟薬剤業務を⾏っています。
また、薬物⾎中濃度モニタリングの実施や、がん化学療法のレジメン管理等を実施することで、適切な薬
物療法の提供を⾏っています。さらに、感染防御（ICT）・糖尿病・緩和ケア・栄養管理・褥瘡・医療
安全などの様々なチーム医療に積極的に参画し、薬剤師として患者さんの薬物療法を⽀援しています。
チーム医療に貢献するための認定・専⾨薬剤師の資格取得等も積極的に奨励しており、講習会や学会
へは多くのスタッフが参加しています。

寝屋川市
カンサイイカダイガクコウリビョウイン

2022関⻄医科⼤学⾹⾥病院
https://www.kmu.ac.jp/kori/

病院の概要

内科、総合診療科、⼩児科、外科、乳腺外科、整形外科、⽪膚科、腎泌尿器外科、眼科、⽿⿐咽
喉科、婦⼈科、リハビリテーション科、⿇酔科、放射線科、形成外科

当院は、2010年7⽉に関⻄医科⼤学の4附属病院の⼀つ（分院）として開院した15診療科199病
床数の⼀般急性期病院です。中央部⾨として腎臓病センターや外来化学療法部⾨なども備えるととも
に、⼤学病院としては全国的にも珍しい⼣診の診療体制をとり、2016年以降は訪問看護ステーションや
デイケアセンターの介護福祉部⾨も設置し、医療から介護へとシームレスな連携により地域への貢献を⽬
指しています。特に枚⽅の超急性期特定機能病院である附属病院（本院）と緊密に連携しながら、
効率的に検査・診断・治療を進めることで、最新かつ最善の医療を実施しています。



所在地 作成年度

経営主体 私立大学病院 施設機能分類 特定機能病院

病床数 751床 診療科数 47診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 59名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

京阪電車「枚方市」駅、京阪バス「枚方市駅」停留所より徒歩約3分

薬剤部の概要

年々高度化・多様化する薬物療法に対して、薬剤師はチーム医療の一員として適切な医薬品情報を

提供することが常に求められています。薬剤師としての責務を果たせるように日々研鑽するとともに、医

薬品の適正使用を推進して、安全・安心の医療を提供するために努力しています。

調剤、病棟活動をチーム内で交代して回すため、毎日様々な業務に多くの人と関わっています。患者さ

んとの関わりを通して、薬剤の選択を医師に提案することもでき、やりがいも十分にあります。自ら学ぶ機

会と先輩方の助言を得られる恵まれた環境の中で、日々研鑽を積んでいます。

施設名

平日：8時30分～16時40分、土曜日：8時30分～12時30分

本学給与規程により支給します。

大学卒　月額239,300円以上（※医療技術職手当5,000円、住宅手当15,500円含む)

採用について

附属3病院（附属病院、総合医療センター、香里病院）での合計

令和3年度：7名

令和2年度：4名

令和元年度（平成31年度）：6名

過去3年の採用実績大学

京都薬科大学、武庫川女子大学、摂南大学、神戸薬科大学、神戸学院大学、近畿大学、

同志社女子大学、安田女子大学

調剤業務から病棟業務まで幅広い業務に対応し、薬物療法における有効性と安全性の確保に努めて

います。入院注射調剤を行うためのサテライト薬局を病棟階に3カ所設置し、業務の固定配置を廃止

することで、全ての薬剤師が調剤業務や臨床薬剤業務を担う体制をとっています。1年目の薬剤師に

は、調剤業務・注射剤混合調製業務・監査業務・病棟業務など5部からなる教育カリキュラムのテキス

トをもとに、調剤業務に取り組んでもらい、調剤技術、調剤能力を高めてゆきます。 また、新入職者1

名に対して2名の先輩薬剤師が新人教育の指導を行い、調剤業務及び医療人として組織の中でルー

ルを遵守した行動ができるよう学んでもらいます。

枚方市
カンサイイカダイガクフゾクビョウイン

2022関西医科大学附属病院

http://www.kmu.ac./hirakata/

病院の概要

内科（全領域）、外科（全領域）、精神神経科、小児科、乳腺外科、心臓血管外科、呼吸器外

科、脳神経外科、整形外科、形成外科、皮膚科、腎泌尿器外科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、

産婦人科、麻酔科、救急医学科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、臨床検査医学科

関西医科大学附属病院は2006年1月、大阪府枚方市に開院しました。

特定機能病院、災害拠点病院、がん診療拠点病院、高度救命救急センターなどに指定され、北河

内医療圏の中核病院として重要な役割を担っています。

京阪電鉄枚方市駅から徒歩約3分という交通の利便性と、淀川河川公園の水辺環境を生かした緑

豊かな療養環境を備え、31,612㎡の敷地に、延床面積71,851㎡のゆとりある施設を確保していま

す。



所在地 作成年度

経営主体 市町村⽴病院 施設機能分類 地域医療⽀援病院
病床数 335床 診療科数 24診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 21名

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師か
らの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

平⽇8時30分から17時　夜勤16時30分〜翌９時まで
⼟⽇祝⽇　交代で勤務あり
週休2⽇制　その他夏季休暇（R3年度5⽇）年末年始休暇あり

枚⽅市の医療職給与表に準じて昇給

採⽤について

令和3年度1名
令和4年度1名
毎年募集をしているわけではありませんが、薬剤師の仕事が増えていることが認められ、薬剤師の定数を増
やしてきました。今後も増員ができればと考えています。

調剤業務︓院外処⽅箋発⾏率は95％　⼊院患者さんの調剤が中⼼となります。
病棟業務︓各病棟に専任薬剤師を配置し、病棟スタッフの⼀員として薬剤管理業務にあたっています。化
学療法業務︓薬剤師2名〜3名で調整・患者指導等もおこないます。
各種チーム医療︓ICT,AST,NST,緩和ケア、褥瘡、認知症等のチーム医療を実践しており、中⼼的な役
割を担っています。

枚⽅市

ｼﾘﾂﾋﾗｶﾀﾋﾞｮｳｲﾝ

2022市⽴ひらかた病院
https://hirakatacity-hp.osaka.jp

病院の概要

内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・⼩児科・消化器外科・乳腺・内分泌外科・形成外科・整
形外科・脳神経外科・⼼臓⾎管外科・呼吸器外科・⽪膚科・泌尿器科・産婦⼈科・眼科・⽿⿐いんこう
科・リハビリテーション科・放射線科・⻭科⼝腔外科・精神科等

北河内⼆次医療圏における唯⼀の市⽴病院として救急医療や災害医療、がん治療、緩和ケアなどに⼒を
⼊れています。急性期に対応する2次救急指定医療機関として、24時間365⽇の救急診療を受け⼊れ、
地域の安⼼・安全を⽀えるライフラインとしての役割を担っています。コロナ感染下では、感染症指定病院と
して多くの患者さんの受け⼊れをしてきました。
・⼤阪府第2種感染症医療機関・⼤阪府がん診療拠点病院・地域医療⽀援病院

京阪電⾞「枚⽅市駅北⼝」３・４番のりば（甲斐⽥・⻑尾・くずは⽅⾯）から約５分
JR「⻑尾駅」２番のりば（枚⽅市駅北⼝⾏）から約20分

薬剤部の概要

病院薬剤師の仕事は患者さんの治療に貢献している実感が得られます。当院においても薬剤部員全員が
患者さんのためにと奮闘しています。⼀緒に頑張っていきましょう︕

病棟では患者さんはもちろんのこと、医師、看護師等他職種との関わりも多く、時には⼤変な事もあります
が、感謝されるとこの仕事をして良かったとやりがいを感じます。薬剤部内のスタッフは明るくアットホームな雰
囲気で、上司や先輩にも相談しやすい職場です。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 103床 診療科数 15診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

京阪本線「香里園」駅から徒歩10分

駐車場160台完備

薬剤部の概要

20～30歳台の薬剤師が中心で、早くから色々な業務に関われます。一緒に病院薬剤師を盛り上げて

いきましょう。

同世代が多く働きやすい。中小病院だが診療科は多くしっかり学べる。チーム医療も2～3年目で入る

事が出来るし、やる気次第でステップアップも可能。残業も少なく休みも自由に取れるためプライベートの

時間も大切にできる。

施設名

平日（月～土）　8：50～17：20　当直１名体制（翌日9：00まで）

日・祝は休み（1名体制）　月９日休み（年間休日110日）

初任給247,000円～（賞与4か月など）

採用について

法人採用になりますので、面接時に希望病院の聞き取りを行います。

病院間異動は不定期で行われ、希望がなければ基本的に３年間は異動のないよう配慮します。

２０２１年度

　　＜新卒＞1名

　　＜中途＞2名

人事担当：守口生野記念病院薬剤科　椎木紀行

n-shinoki@nih.koudoukai.jp			

＜業務内容＞

調剤全般、服薬指導、病棟業務、抗がん剤調整、高カロリー輸液無菌調製、DI業務

＜特色＞

103床の規模ながら、急性期総合医療を展開し、診療科は多いため採用医薬品数も多く、様々な疾

患や薬物治療に携わることができます。また、薬剤科のスタッフは5年以上の勤務者であり長く勤めやす

い環境であると思っています。

寝屋川市

シャカイイリョウホウジンコウドウカイ　ネヤガワマイクノビョウイン

2022社会医療法人弘道会　寝屋川生野病院

http://neyaiku.koudoukai.jp/

病院の概要

内科　循環器内科　人工透析内科　整形外科　脳神経外科　外科　形成外科　泌尿器科　眼科

皮膚科　耳鼻咽喉科　小児科　歯科・口腔外科　麻酔科　放射線科

24時間365日で臨む高度先進医療と共に最新のオンライン血液ろ過透析（HDF）を行う人工透析

室や在宅ケア等の機能も設備し地域に根ざした総合医療を展開しています。



社会保険団体およびその他の公的病院 

所在地 作成年度

経営主体 精神科病院
病床数 473床 診療科数 1診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 14名（常勤6名、⾮常勤8名）

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

原則︓勤務時間　（9︓00〜17︓30）　　休⽇（⼟⽇祝・年末年始）
但し、配属先センターによって宿⽇直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。

新卒初任給　⼤学卒（6 年課程） 基本給208,400 円+地域⼿当24,591円程度
⼤学卒（4 年課程） 基本給186,100 円+地域⼿当24,591円程度
※初任給は経歴その他に応じて⼀定の基準により加算されます。

採⽤について

募集⼈数︓数名
最終合格者数︓5名（補⽋合格者︓7名）
※補⽋合格者は合格者の採⽤辞退等で⽋員が⽣じた場合に繰上げ合格となります。募集期間︓令和3
年３⽉22⽇（⽉）〜令和3年4⽉26⽇（⽉）
⼀次選考︓令和3年５⽉1⽇（⼟）専⾨考査及び適性検査
⼆次選考︓令和3年５⽉17⽇（⽉）個別⾯接
最終合格発表︓令和3年5⽉26⽇（⽔）
採⽤選考は機構で実施し、合格後に5センターのいずれかに配属されます。
配属先については、5センターの状況や本⼈の適性等から判断し決定いたします。

・調剤︓⼊院、外来（院外処⽅箋発⾏率97％）
・薬剤管理指導︓病棟毎に1〜2名が担当
・医薬品情報管理
・おくすり相談
・持参薬鑑別
・治験関連業務
・各種委員会、チーム医療（⼼理教育、依存症、認知症など）

枚⽅市

オオサカフリツビョウインキコウ　オオサカセイシンイリョウセンター

2022（地独）⼤阪府⽴病院機構　⼤阪精神医療センター
https://pmc.opho.jp/index.html

病院の概要

精神科

1926年に開院した90年以上の歴史を有する精神科医療機関です。⼤阪府の基幹精神科病院として、
統合失調症、躁うつ病、児童思春期精神疾患、依存症、認知症をはじめとする⽼年期精神疾患など、さ
まざまなこころの病の診療に取り組んでいます。多職種チーム医療を展開し、急性期から社会復帰までの切
れ⽬のない治療・⽀援を提供する診療体制を有しています。精神科専⾨スタッフの教育・育成にも⼒を注い
でおり、⼈材育成を通じて医療⽔準の向上にも貢献しています。2020年に「こころの科学リサーチセンター」
を開設、医学研究を遂⾏し精神医学の貢献に寄与していきます。

・京阪本線「枚⽅市駅」から︓枚⽅市駅南⼝バスターミナル１番のりば（津⽥穂⾕・⻑尾⽅⾯⾏き）で、
約７分「中宮」下⾞すぐ
・京阪交野線「宮之阪駅」から︓徒歩約10分

薬剤部の概要

精神科医療に関わることで、医療者の「ひとりの患者さんがその⼈らしく⽣きるために⽀援する」姿勢を学ぶこ
とができます。また、常勤職員の⼈数が少ないため兼務が多いことで、さまざまな業務を経験できます。専⾨
薬剤師や認定薬剤師などの資格取得も⽀援します。

さまざまな精神疾患の薬物治療に関わることができます。さらに、⼼理教育や依存症治療で多職種と協⼒し
て⼼理社会的治療に参画でき、薬剤師の知識の幅が⼤きく広がります。また、⼤阪府災害拠点精神科病
院に指定されており、災害派遣精神科医療チームDPATに従事ができます。

施設機能分類 



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 206床 診療科数 17診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 10人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

調剤業務、混注業務、薬剤管理業務（外来、OP室、病棟毎に担当者）、服薬指導

病棟業務（一般病棟、療養病棟、回復期病棟で各担当薬剤師配備）、DI業務

下記の各種委員会に参加

医療安全対策委員会（リスクマネージャー）

感染対策委員会ICT（日病薬認定薬剤師取得）

NST委員会（栄養ｻﾎﾟｰﾄチーム専門薬剤師）褥瘡委員会（週１回の褥瘡回診同行）

【特色】糖尿病療養指導師の取得が出来、毎年開催の学会発表に参加できます

施設名

枚方市

イリョウホウジンミドリカイナカムラビョウイン

2022医療法人みどり会　中村病院

http://midori.jpn.org

病院の概要

整形外科、リハビリテーション科、糖尿病内科、消化器内科、消化器外科、循環器内科

206床中113床が回復期リハビリテーション病棟となっており、当院手術後のリハビリ、他院で手術した

患者さんの紹介入院によるリハビリにより、自宅復帰していただくことを目標にしている病院です。 
糖尿病内科は日本糖尿病学会研修指導医が２名おり、糖尿病の教育入院、毎年１回の学会発

表には、看護師、栄養士、理学療法士と一緒に薬剤師も学会発表しています。 
（この３年間はコロナにより実施されてませんが、職員の交流を図る為、年間行事として、ボーリング大

会、日帰り旅行、忘年会などあります。その他ゴルフ、テニス、ヨガ、絵画等、各種同好会があります） 

JR学研都市線「長尾駅」徒歩５分

薬剤部の概要

原則日曜は休日の週休２日制を取っております。

土曜、祝日の出勤は平日の代休で処理します。

夜診、当直はありません。

新卒基本給：￥240、000   職務手当： ￥30，000   賞与：２回/年

交通費：公共機関は全額支給 
車通勤：距離に応じて（駐車場代：￥4，000/月） 

採用について

2018年　1名　男性

2022年　1名　女性

現在1名育休ですが、今後業務を拡大するに当たり、男性薬剤師の募集を主に考えております。

①診療科毎に病棟が分かれていない為、様々な疾患を診れるし、他職種とコミュニケーションも取れる

②調剤業務、病棟薬剤師、ICT、NST等の委員会活動に偏り無く関わることができる。

他職種の人達との関係も良好で、働き易い職場です。変わり者の医師もいますが、フランクに話しやす

いので、病棟業務も楽しくできます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 157床 診療科数 16診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 8人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

京阪「枚方市」駅から1駅の「宮之阪」駅から徒歩5分、京阪枚方市駅から徒歩23分。

京阪バス「宮之阪バス停」から徒歩2分

薬剤部の概要

新卒から入職して結婚、出産を経て続けている先輩薬剤師がいます。お互いを支え、協力できる思い

やりのあるスタッフばかりです。新しい風を吹き込んでくれる薬剤師を待っています。

いろいろな診療科があるので病院薬剤師としてのやりがいがあり、勉強ができます。令和3年10月に移

転して病院が新しく明るく広くなりました。見学だけでもかまいませんので、まずは実際の雰囲気を感じに

来てほしいです。

施設名

9：00-17：10（５０分休憩）

日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇・創立記念日休暇（土曜日勤務時は平日振替休あり）

固定給：２４0，０００円～３３０，０００円

その他：住宅手当０円～１４，０００円・家族手当０円～２３，０００円（規定有）

通勤手当：０円～５０，０００円（規定有）

採用について

前年1名採用。本年さらに1名採用上記内容と同様

◎病院内での調剤 及び入院患者の服薬指導

●入院調剤・鑑査（注射処方含む）●持参薬鑑別・代替処方提案 ●医薬品情報管理業務

●病棟薬剤管理指導業務（薬理学的及び薬剤学的管理含む。病棟常駐薬剤師あり）●無菌

調整（中心静脈投与注射、ワクチン調整、抗ガン剤調整）

◎外来患者への薬剤指導

●自己注射導入指導 ●外来での点滴管理●病態別患者指導

＊院外処方箋率９８％＊子育て中の薬剤師が活躍しています。

枚方市
イリョウホウジン　ホクシンカイ　アマノカワビョウイン

2022医療法人　北辰会　天の川病院　

https://amanokawa.or.jp/

病院の概要

内科・血液透析内科・腎臓内科・リウマチ膠原病内科・循環器内科・糖尿病内科・小児科・

泌尿器科・皮膚科・整形外科・外科・婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・放射線科・リハビリ科

２０２１年に新設移転し、新しい環境での診療を行っております。

透析治療に関連する内科疾患、糖尿病やリウマチ等の専門外来があリ、

透析治療に関連する緊急を要する処置や手術にも対応します。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 195床 診療科数 13診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 8人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

京阪本線 香里園駅前 から京阪バス13分「東香里病院前」下車すぐ

薬剤部の概要

精神科・透析のある総合病院のため、いろいろな患者様に接することができる病院です。

一度見学に来てみてください。

当院の強みは、すべての薬剤師がすべての業務をこなせることです。はじめは大変ですが、スキルアップを

目指す方にはぴったりの職場です。また、責任感を持つと同時に、人と人とのコミュニケーションを大事にで

きる方と一緒に働きたいです。

施設名

変形労働時間制（1ヶ月単位）

⑴ 8：30～17：00　⑵　8：30～13：00　⑶12：30～20：30（変更あり）

お問い合わせください

採用について

2021年4月　常勤　1名

2022年4月　非常勤　1名

・外来、入院の調剤業務

・注射（TPN）混注業務

・病棟関連業務（服薬指導・医薬品管理）

・薬品管理業務

・DI業務　　等

枚方市

ヒガシコウリビョウイン

2022東香里病院

https://higashikouri-hp.com

病院の概要

内科・精神科・整形外科・外科・耳鼻咽喉科・眼科・泌尿器科・麻酔科・皮膚科・形成外科・婦人

科・放射線科・リハビリテーション科

東香里病院・東香里第二病院・介護老人保健施設カリタス東香里・東香里病院訪問看護ステーショ

ン の4つの施設を持ち、それぞれが連携することにより患者様のライフサイクルに合わせたトータルケアサー

ビスを提供しています。 専門特化した医療として、腎疾患、認知症・精神疾患領域があります。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 171床 診療科数 14診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

京阪本線　御殿山駅　徒歩1分

薬剤部の概要

薬剤師として広く業務し勉強したい！ワーク・ライフ・バランスも大事！

という方、ぜひ福田総合病院に見学に来てください。

チーム医療や病棟業務など薬剤師としてやりがいのある仕事が待っています。

薬剤師として成長できる職場です。

施設名

薬剤科開室時間（平日および土曜午前）を基本としたシフト制勤務。

患者数や在院状況により夕方までの対応（遅出）あり。

4週8休（日祝休）/年間休日120日以上/有休や産休育休も希望通り取得できます。

大卒初任給25万円　　昇給年1回　賞与年2回

残業代別途支給　　各種手当や福利厚生も充実しています

採用について

これまで、当院の薬剤師採用は、欠員・増員の都度、中途採用を行うことを基本としていました。

新卒採用については採用実績こそございませんが、これから注力していきたい採用形態です。

新卒枠の募集は従来より継続して行っており、説明会や選考もわずかながら実施しています。

組織の新陳代謝を促し、未来の当院薬剤科を支えてくださる人材が活躍できるよう、

現在は、指導・教育体制を整え、新卒薬剤師を受け入れる土台を作っているところです。

また、看護師や理学療法士など他の職種の同期との交流機会を設けています。

業務上での多職種協働だけでなく、業務外でも仲良くできる心強い仲間を持つことで、

調剤薬局や企業薬剤師などでは経験しにくい”チーム医療”の意義を感じていただけます。

薬剤科での入院調剤・監査・DI業務ほか

・持参薬鑑別からの代替処方提案

・薬剤関連検査項目のオーダー提案

・服薬指導

・委員会活動（医療安全・感染対策・NST・褥瘡対策）　など

薬剤師として「チーム医療」に積極的に関わっています。

枚方市
イリョウホウジンゴテンヤマ　フクダソウゴウビョウイン

2022医療法人御殿山 福田総合病院

https://fukuda-hsp.jp/

病院の概要

整形外科・内科・外科・リハビリテーション科・循環器科・脳神経内科・肛門科

血管外科・消化器外科・泌尿器科・皮膚科・アレルギー科・リウマチ科・放射線科

当院は”真心と奉仕の精神をモットーに”を理念に掲げ、地域医療に取り組んでおります。

「地域密着」や「チーム医療」などをキーワードに、グループ事業である介護・福祉関連サービスとの

連携体制を構築し、包括的かつ継続的な医療の提供を目指しています。

強みである整形分野では「手外科」や「スポーツ整形」などを目玉とし、

病院全体では広報活動としてSNSの発信や地域交流、職員向け企画等にも力を入れています。



社会医療法⼈医真会 医真会⼋尾総合病院
医療法⼈宝持会 池⽥病院
医療法⼈河内友紘会 河内総合病院
聖和錦秀会 阪本病院
地⽅独⽴⾏政法⼈ 市⽴東⼤阪医療センター
医療法⼈藤井会 ⽯切⽣喜病院
⼤阪府⽴中河内救命救急センター
医療法⼈清⼼会 ⼋尾こころのホスピタル
⼋尾市⽴病院

第13⽀部＊ 東⼤阪市・⼋尾市・柏原市

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 241床 診療科数 20診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 16人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日勤：8時30分～17時

半日：8時30分～12時15分または13時15分～17時

夜勤：16時30分～翌9時

月固定給　261,850円～

 基本給：214,050円、資格手当：10,000円、調整手当：11,000円、業績手当：26,800円

採用について

新卒募集

募集人数：1名

募集開始：2021年3月

採用試験：2021年4月

試験内容：筆記と面接

キャリア募集（退職があった場合にのみ募集）

募集人数：1名

募集開始：2021年5月

採用試験：2021年6月

試験内容：筆記と面接

●調剤業務 ●病棟業務 ●無菌製剤業務 ●当直業務 ●チーム医療参画 ●患者向け勉強会

●薬薬連携（トレーシングレポート/疑義照会簡素化プロトコル/地域フォーミュラリの運用）など

新入職員一人一人のペースに合わせて、必要な知識と技術の習得が出来るよう丁寧にサポートするた

め、先輩がマンツーマンでフォローします。早くより希望する病棟へ配属し、チーム医療へも参画して先輩

と伴にスキルアップが目指せます。キャリア採用者も多く、前職場での経験を発揮してもらえています。

八尾市

シャカイイリョウホウジンイシンカイ　イシンカイヤオソウゴウビョウイン

2022社会医療法人医真会　医真会八尾総合病院

https://ishinkai.or.jp/hospital/

病院の概要

消化器内科、消化器外科、循環器科、整形外科、脳神経外科、総合内科、泌尿器科、救急科、

糖尿病内科、眼科、歯科、口腔外科、麻酔科

医真会グループは社会医療法人と社会福祉法人からなり、急性期から在宅医療、介護、福祉までを

トータルに地域の人々へ提供しています。その中で医真会八尾総合病院は中河内医療圏で救急医

療・急性期医療を担っています。24時間いつでも救急車搬送・時間外受診を受け入れており、迅速に

各種検査を行い、診断・治療する体制を整えております。近隣医療機関と密に連携し、地域の医療を

支えていくべく努めております。

地下鉄谷町線 八尾南駅　　　　　近鉄南大阪線 藤井寺駅

近鉄大阪線 恩智駅　　　　　　　　ＪＲ大和路線 志紀駅もしくは柏原駅

上記駅から当院の無料の送迎バスをご利用いただけます。

薬剤部の概要

薬剤科だけではなく、医師、看護師を含め多職種との垣根もない働き易い環境だと自負しています。

どうぞ一度、見学にいらして下さい。

新卒で医真会へ入職しました。働いていて一番いいなと感じることは明るい雰囲気の職場だという事で

す。直ぐに相談できる先輩がたくさんいるので安心して働けています。配属病棟やチーム医療への参加も

新人から希望が通るので、やりたい事にチャレンジし易い環境です。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 
病床数 199床 診療科数 10診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実

績

　（前年度）

先輩・若手薬

剤師からの一

言

所属長からの

一言

施設名

休日：日曜日　祝日　年末年始　　土曜日は交代勤務（代休あり）

夜勤、当直なし

基本給　調整給　資格手当　皆勤手当

賞与2回／年　昇給1回／年

採用について

前年度は採用実績なし（随時、募集）

院内での調剤、薬剤管理指導、病棟薬剤業務、薬品管理、DI業務

調剤補助者を採用することにより、薬剤部全員で薬剤管理指導、病棟薬剤業務の向上

にむけて努力しています。

東大阪市

イリョウホウジン　ホウジカイ　イケダビョウイン

2022医療法人　宝持会　池田病院
https://ikeda-hospital.com

病院の概要

内科　　外科　　整形外科

患者様の必要と要望に誠心誠意応えるべく「医は仁」を原点に地域に密着した医療を目

指します。

全ての患者様に頼りにしていただける安心・信頼できる病院作りが何より大切と考え努力

を重ねています。

近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より南へ徒歩約12分

近鉄奈良線「八戸ノ里駅」よりバスで約5分

中央環状線巨摩橋交差点より自動車で約5分

薬剤部の概要

薬剤師として「やりたい事」「なりたい自分」を見つけ、やりがいを感じながら楽しく仕事ができ

る職場にしたいと考えています。いつでも、気軽に連絡して下さい。

薬剤師は薬の専門家として他職種より相談を受け、その期待に応えられた時に医療に貢

献できたとやりがいを感じます。服薬指導を通して医師への処方変更を提案することもあり

ます。安全な薬物療法の提供を実践できることが病院薬剤師の魅力の一つと感じます。

一般病院（一部療養病床を有する病院） 

19A638
線



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 ⼀般病院（⼀般病床のみ）
病床数 350床 診療科数 21診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 12⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

⽇勤（9︓00〜17︓00）、早出（8︓30〜16︓30）、当直（17︓00〜翌9︓00）
4週8休制

6年制⼤学卒　⽉給︓232,760円　当直⼿当︓9,000円/1回（別途2時間分残業代⽀給）
交通費⽉100,000円まで⽀給

採⽤について

３名募集、2022年4⽉新卒1名⼊職。

　⼀般の外来はすべて院外処⽅となっているので、毎⽇の業務スケジュールがきっちりとしています。外来患者
注射剤と、すべてのがん化学療法剤は薬剤師によるミキシングを⾏っています。全病棟へ薬剤管理指導業
務を導⼊し、⾃⼰管理患者へは定期薬に関して薬剤師が配薬をしています。経管栄養患者の服薬は簡
易懸濁法を採⽤しています。電⼦カルテを有効活⽤して、くすりだけでなく診断や病気の知識を学ぶ体制で
全員がスキルアップできることを⽬標にしています。医師から薬剤師へのタスクシフティングについては、薬剤師
による処⽅⼊⼒代⾏がスタートしています。

東⼤阪市

イリョウホウジンカワチユウコウカイ　カワチソウゴウビョウイン

2022医療法⼈河内友紘会　河内総合病院
https://kawati.or.jp

病院の概要

内科、循環器内科、消化器科、外科、整形外科、脳神経外科、産婦⼈科、⼼臓⾎管外科、⼩児科、
泌尿器科、形成外科、放射線科、⻭科、⼝腔外科

脳神経外科、循環器内科の急性期から慢性期において、また⼩児医療を担う、地域に根ざした総合病院
です。脳⾎管疾患、⼼臓・循環器疾患の重症患者を受け⼊れ、積極的に検査・治療を⾏っています。
　職員向けに24時間体制での保育施設を開設しており、お⼦さんを持っても安⼼して仕事をすることが出来
ます。

最寄り駅は、近鉄けいはんな線荒本駅です。3番出⼝から徒歩3分のため、通院・通勤がしやすいです。最
寄りのバス停は、近鉄バス中野・荒本駅前など。

薬剤部の概要

　薬剤部の雰囲気はアットホームで、先輩や上司に対しても⽐較的意⾒の⾔いやすい職場です。部内での
配置もローテーション式で、幅広く業務に携わることができます。また、各種専⾨薬剤師の取得等、やる気次
第で⾃⾝のスキルアップも可能です。

　新⼈教育のフォロー体制がしっかりとしていると思いました。6ヵ⽉間で当直が１⼈で可能となり、１年で病
院薬剤師のほぼすべての業務を経験する事が出来ました。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 精神科病院

病床数 312床 診療科数 4診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 5人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

【電車】　　 　【車】

近鉄大阪線長瀬駅下車徒歩約７分　　 　阪神高速高井田出口南15分

近鉄奈良線河内小阪駅下車徒歩約15分　　 　　中央環状線巨摩橋西交差点西10分

薬剤部の概要

精神疾患は誰にでも起こりうる身近な病気です。解明されていない部分も多いですが、それだけに

興味深くやりがいもあります。精神科に関心のある方は是非一度見学に来てください。

明るく、アットホームな雰囲気で、何でも相談できる職場です。

仕事だけでなく、プライベートも充実させたい人にはオススメです。

施設名

４週８休（日祝休み）

勤務時間　9：00～17：00（実働７時間）

夏季休暇３日、年末年始休暇４日

初任給（基準内賃金） ２７０，０００円より（経験考慮）

基準内賃金は基本的に退職金・賞与の算定基準となりますが、薬剤師の基準内賃金には調整給

10,000円が含まれており、この調整給は賞与の算定基準には入りません。

採用について

前年度採用実績なし

・院外処方箋発行

・入院調剤

・薬剤管理指導業務

・DI業務

・各種委員会への参加

（院内感染防止対策委員会、医療安全管理委員会、褥瘡委員会、薬事審議委員会）

・研修会への参加（日病薬認定薬剤師取得支援あり）

東大阪市

セイワキンシュウカイ　サカモトビョウイン

2022聖和錦秀会　阪本病院

http://www.smhc.or.jp

病院の概要

精神科・神経科・心療内科・内科

当院は明治25年に創設された歴史ある精神科の病院です。伝統的に人の心を大切にする医療を続

けてきました。従来からの精神疾患の方の治療に加えて、高齢の方の認知症にも対応しています。病床

数は３１２床で、通常の精神科病棟に加えて、急性期の精神疾患の方の治療に特化した急性期病

棟、認知症の方を治療する認知症病棟があります。大阪市内から近く、近鉄長瀬駅から７分と交通の

便も良いのも特徴です。



所在地 作成年度

経営主体 市町村⽴病院 施設機能分類 地域医療⽀援病院

病床数 520床 診療科数 36診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 37⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

〒578-8588　⼤阪府東⼤阪市⻄岩⽥三丁⽬４番５号　TEL︓06-6781-5101
最寄り駅︓近鉄奈良線・⼋⼾ノ⾥駅より北東に約1km(徒歩約12分)。

薬剤部の概要

すべての患者さんに最善の薬物療法を提供できるよう、すべての薬剤師がチーム医療の⼀員として頑
張っています。

最初は調剤業務を中⼼に、内外⽤・注射など様々な薬剤に触れ⼊職6か⽉後に当直業務に従事し
ます。薬剤師業務はTPNや抗がん剤の混注業務、オペ室での⿇薬・重点管理医薬品などの管理業
務、病棟での服薬指導と多岐に渡り、患者さんに最善の薬物治療を提供に努めています。

施設名

シフトによる４週８休制（祝⽇、年末年始を除く週３８時間４５分勤務）
午前８時４５分から午後５時１５分（別途当直勤務あり）
【休⽇・休暇】年次有給、ＷＬＢ、結婚、産前産後、⼦の看護、短期介護、忌引など

薬剤師初任給(地域⼿当含む)　⼤学6年卒︓237,820円、⼤学4年卒︓221,320円
※勤務経験年数に応じて、本給に加算する制度があり。
※通勤⼿当、扶養⼿当、住居⼿当、時間外勤務⼿当、期末・勤勉⼿当(4.3ヶ⽉)などあり。

採⽤について

令和３年度　既卒３名
令和４年度　既卒２名
令和５年度　新卒２名（採⽤⾒込）

※毎年度採⽤計画に基づき採⽤試験を実施しています。詳細は事務局総務課採⽤担当までお問
合せください。

薬剤部では、幅広い業務に対応し、年々⾼度・多様化する薬物療法の有効性と安全性の確保に
努めています。多くの調剤⽀援システムの積極的な導⼊と同時に、能動的な薬学的介⼊を⾏い、薬
剤師の職能を活かしたチーム医療の⼀員としての責務を果たしています。また、薬剤部の理念である
「最適の薬物療法と患者ケアを提供できる」よう薬剤部全体で⾃⼰研鑽に励んでいます。新⼈教育と
して、1年間のきめ細やかな指導と着実に成⻑できる教育研修体制を整え、最適な薬物療法や患
者ケアを提供できる臨床能⼒向上に努めています。地域に根ざした⾃治体病院として、地域の医療
機関等と連携を図り、急性期病院として良質で安全な医療を提供しています。

東⼤阪市

チホウドクリツギョウセイホウジン　シリツヒガシオオサカイリョウセンター

2022地⽅独⽴⾏政法⼈　市⽴東⼤阪医療センター
https://www.higashiosaka-mc.jp

病院の概要

腎臓内科、内分泌代謝内科、免疫内科、循環器内科、⽪膚科、精神科、消化器外科・内科、呼
吸器外科、⼼臓⾎管外科、乳腺外科、⼩児・外科、臨床腫瘍科、泌尿器科、脳神経外科・内
科、整形・形成外科、眼科、⽿⿐咽喉科、産婦⼈科、緩和ケア、救急、⻭科・⼝腔外科、等

市⽴東⼤阪医療センターは、中河内医療圏で最⼤の⾃治体病院として、地域がん診療連携拠点
病院、地域医療⽀援病院、救急告知病院、地域周産期⺟⼦医療センター、災害拠点病院などの
公的な役割を持ち、地域の中核病院としての機能を担っています。2016年10⽉に地⽅独⽴⾏政
法⼈に移⾏し、急激な医療情勢の変化に対しより迅速かつ柔軟に対応でき、公共性・透明性に加
えて病院が⾃主性をもって運営し、市⺠の皆さまが「住み慣れた地域で⾃分らしく暮らせるよう」医療
機能の分化・連携を強化し、地域包括ケアシステムを地域全体で構築しています。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 331床 診療科数 27診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 正職員：21名　,　パート：6名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

勤務時間　8：45～17：30（夜診・当直業務あり）

4週8休・年間104日＋時季指定年休6日（法定付与日数に付加）

有給休暇：就労の年16日　，2年目17日　，　最高26日

【2021年度実績】

初任給272,000円（基本給：223,000 　職能給：49,000）昇給 / 年1回

賞与 / 年2回（1年目：夏 金一封,冬 1.0倍）（2年目より基本給×4.0倍/年）

採用について

【過去5年間の採用実績】

2022年度：1名（京都薬科大学）

2021年度：1名（摂南大学）

2020年度：1名（立命館大学）

2019年度：4名（兵庫医療大学、武庫川女子大学、摂南大学）

2018年度：2名（近畿大学）

【薬学生奨学金制度】

薬剤師資格取得を目指して薬学部に在籍する学生の皆様や、日本学生支援機構の奨学金を返済

予定の方、また薬剤師国家試験合格を目指して予備校等に通う方々を支援する為、下記の奨学金

制度により皆様をサポート致します。

【調剤業務の安全性向上および効率化を図り、機械化を推進しています】

従来は人の手で行っていた調剤業務を自動調剤機、調剤補助端末を用いて行っています。

その他、一包化監査装置、抗がん剤調製監査システムなどを備えています。

【キャリア形成】

これからの時代は薬剤師も専門性を持つ必要性があると捉えスタッフに認定取得を促しています。

基本的には、自分が学びたい・勉強したい分野に携われるような病棟勤務や委員会に配置し、認定取

得がしやすい環境を作っています。

東大阪市
イリョウホウジン　フジイカイ　イシキリセイキビョウイン

2022医療法人　藤井会　　石切生喜病院

https://www.ishikiriseiki.or.jp/

病院の概要

糖尿病代謝内科・血液内科・神経内科・呼吸器内科・腎臓内科・循環器内科・血液内科・消化器

内科・呼吸器外科・外科・乳腺外科・脳神経外科・消化器外科・整形外科・形成外科・婦人科・皮

膚科・耳鼻科・麻酔科・リハビリ・眼科・放射線科

大阪東部の急性期病院として24時間体制で年間2000件を超える救命救急に対応、心冠動脈カ

テーテル検査数は年間1300件、年間手術件数4300件を施術、関連施設である大東中央病院、藤

井会リハビリテーション病院と連携し、急性期から回復期まで地域の中核医療を担っています。

また、がん関連疾患に対する治療にも力を入れており、年間約3800件の外来化学療法や年間5000

件の放射線治療を実施しています。

近鉄けいはんな線『新石切駅』　徒歩8分

近鉄奈良線『東花園駅』　循環バス運行

薬剤部の概要

薬剤師は薬を触って初めて全ての知識を習得し、職能を発揮できる職種だと考えています。当院は院

内調剤で非常に忙しい薬剤室ですが、採用薬品数も非常に多く、個々の専門性を高めながら日々切

磋琢磨し業務に当たっています。もし将来的なビジョンをすでに持っている人がいれば聞かせてください。

当院は大学時代の実務実習先で、特にチーム医療を積極的に行っており、薬剤師もチームの一員とし

て活躍していました。そのような先輩方の活躍を見て、私もここで先輩方と一緒に働き、医療に貢献した

いと思い志望しました。同じ志を持った方は是非一度当院を覗いてみてください。

https://www.ishikiriseiki.or.jp/
https://www.ishikiriseiki.or.jp/
https://www.ishikiriseiki.or.jp/


所在地 作成年度

経営主体 都道府県立病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 30床 診療科数 9診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 2人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

平日（月～金）：9:00～17:30または12:30～21:00

給料は地方独立行政法人市立東大阪医療センターに準ずる（手当等は大阪府に準ずる）

採用について

なし（来年度募集予定）

調剤、服薬指導、DI業務、在庫管理、チーム活動多数（ICT、NST、他）

東大阪市

オオサカフリツナカカワチキュウメイキュウキュウセンター

2022大阪府立中河内救命救急センター

https://nmcam.jp/

病院の概要

救急科

東大阪市、八尾市、柏原市からなる中河内医療圏にある唯一の救命救急センターです。主に現場か

らの救急搬送例と医療機関から御紹介頂いた傷病者に対応しており、命にかかわる重度外傷、敗血

症、脳卒中、多臓器不全、中毒、熱傷などの重症傷病者を専門的に治療する医療施設となっていま

す。急性期に必要な治療はすべてセンター内で完結する方法をとり、リハビリや後療法が必要な患者さ

んは後送病院へ転院のうえ、治療を継続して頂いています。また、災害医療にも積極的に取り組んでお

り、災害拠点病院としての役割も担っています。

・近鉄奈良線　八戸ノ里駅から　徒歩　約10分（近鉄バス　市立東大阪医療センター下車）

・地下鉄中央線／近鉄けいはんな線　東大阪長田駅から　大阪バス　市立東大阪医療センター下車

薬剤部の概要

多職種との垣根が低いのが救命救急センターの特徴の一つです。スピード感あふれる治療が展開される

中で様々な医療ニーズに対応し、医薬品の安全管理と適正使用のため、薬局スタッフ全員で日々努

力と研鑽を重ねています。慢性期や回復期へ繋げる薬剤管理指導を目指します。

薬局は少人数のため、何か分からないことや、困りごとがあった際に、すぐに相談しやすい環境になってい

ます。薬剤管理指導なども積極的に行っています。夜間当直などは無いため、プライベートの予定も立て

やすく、仕事とプライベートのどちらの時間も大切にしながら働くことが出来ています。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 精神科病院

病床数 408床 診療科数 1診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 5人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR大和路線「志紀駅」より徒歩3分

薬剤部の概要

複雑化していく薬剤業務に対応できるよう、職能の向上・自己研鑽に努め、対物業務から対人業務へ

の移行を目標としてます。

興味のある方は、見学だけでも大丈夫ですのでご連絡ください。

産休・育休、有給休暇が取りやすく、労働時間も短いため、自己研鑽や自分の時間・家庭での時間を

確保しやすい環境です。

施設名

9：00～17：00（実働7時間）

完全週休二日制および祝日・年末年始、フレッシュマン休暇（3日）

年俸制（賞与　年1回）

採用について

前年度、採用実績なし

・主な業務は、入院患者様への調剤、服薬指導、持参薬鑑別を行い、一部の外来患者様への調剤

も行っております。また、各種委員会への出席もしており、チーム医療にも貢献しております。

・特色としては、精神領域の基本的な薬物治療はもちろんのこと、当院ではクロザリルの導入から運用に

も携わることができ、精神科領域の治療について深く学ぶことができます。さらに、医師との距離感も近い

ので疑義照会や処方意図も気軽に確認することができます。

八尾市

イリョウホウジンセイシンカイ　ヤオココロノホスピタル

2022医療法人清心会　八尾こころのホスピタル

http://yaokokoro-hp.jp

病院の概要

精神科、神経内科、心療内科

当院は、「ユーザーファースト」の理念をもとに、大正2年の創業以来、地域に根ざしたきめ細やかで温か

な治療を心がけて参りました。

当院では、デイケア、グループホーム・ケアホーム、地域生活支援センター等を設置、また、ｍ－ECT、ｒ

TMS、クロザピンなどの様々な角度からの治療により本来の精神医療はもとより精神保健・福祉機能の

充実を目指しております。



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 380床 診療科数 25診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 28人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

JR大和路線・おおさか東線　久宝寺駅　徒歩5分

薬剤部の概要

認定・専門薬剤師の育成に注力しています。指導薬剤師による症例報告のチェックや研修会の参加

費支給など、認定取得に向けて出来る限りのバックアップをいたします。一緒に頑張りましょう。

ベテランから若手までバランスよく在籍し、何でも話せるフレンドリーな職場環境です（先輩薬剤師）。

優しい先輩方にいつも助けてもらい、成長できる職場です（若手薬剤師）。

施設名

１日あたり ７時間45分 １週間あたり 38時間45分 (２交代勤務 )

 日勤 午前８時45分 ～ 午後５時15分（休憩時間：45分）

 夜勤 午後４時45分 ～ 午前９時15分（休憩時間：60分）

大学６年制卒程度 244,970 円 大学４年制卒程度 220,990 円

● 初任給には給料及び地域手当が含まれています（その他各種手当あり）。

● 免許取得後の前職がある方は例規に基づき一部加算されます。

採用について

薬剤師2名（令和3年度実績）

＜受験資格＞

 〇 昭和38年４月２日以降に生まれた人

 〇 薬剤師の資格を有する人又は令和４年度実施予定の国家試験にて同資格を取得見込の人

 〇 ２交代勤務ができる人

 〇 地方公務員法第16条に定める下記項目に該当しない人

・ 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

・ 八尾市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

中央部門では調剤業務をはじめ、注射薬の混合・調製業務、DI業務、抗菌薬のTDM業務のほか、

外来部門（通院治療センターや入退院支援センター等）を支援する業務を行っています。また、病棟

部門では入院患者さんの薬歴管理や服薬指導などを行う病棟薬剤業務を全病棟で実施しており、さ

らに、これらの業務を行いながら院内のチーム活動（がん薬物療法、緩和ケア、周術期血栓防止対

策、糖尿病、感染制御、栄養サポート、褥瘡、認知症など）にも積極的に参加しています。その他、

八尾市の医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携して運用している「病診薬連携システム」に関わり、

八尾市全体において医療の安全性が高まる取り組みを支援しています。

八尾市

ヤオシリツビョウイン

2022八尾市立病院

https://www.hospital.yao.osaka.jp

病院の概要

内科・血液内科・消化器内科・循環器内科・腫瘍内科・外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・

産婦人科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科・形成外科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・リハビリテーション

科・麻酔科・病理診断科・歯科口腔外科

国が指定する地域がん診療連携拠点病院や地域医療支援病院であり、平成30年には自治体立優

良病院表彰を受賞しました。

（自治体立優良病院表彰とは、経営努力がなされた結果、経営の健全性が確保されていること及び

地域医療の確保に重要な役割を果たしているなどの一定の基準を満たした自治体立の病院を総務大

臣が表彰するものとされています）



医療法⼈宝⽣会 ＰＬ病院
医療法⼈医仁会 藤本病院
⼀般財団法⼈成研会 結のぞみ病院
阪南中央病院
医療法⼈⽣登会 寺元記念病院
医療法⼈春秋会 城⼭病院
（地独）⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪はびきの医療センター
⼤阪府済⽣会富⽥林病院

第14⽀部＊ 松原市・⽻曳野市・河内⻑野市・富⽥林市・藤井寺
市・南河内郡太⼦町・同河南町・千早⾚阪村

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 370床 診療科数 26診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 24人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日勤：平日　8時30分～17時（昼休憩1時間）／土曜日 8時30分～12時30分

夜勤：16時30分～翌9時00分

※必要に応じて交代勤務・時差出勤あり

【基本給・危険手当】…225,700円　　【夜勤手当】…13,000円／1回

【通勤費】…上限10万円／月　　【住宅手当】…上限27,000円／月

【土曜日勤手当】…4,000円／1回　　【休日日勤手当】…7,500円／1回

採用について

大阪医科薬科大学：1名

大阪大谷大学：１名

神戸学院大学：１名

神戸薬科大学：１名

外来・入院調剤、注射調剤、薬剤管理指導業務、ＴＰＮ無菌調製、抗癌剤無菌調製、ＤＩ業

務、医薬品管理業務、TDM業務、各種チーム医療への参画、院内院外研修会、学術活動、薬学

部長期実務実習生受け入れ

富田林市

イリョウホウジン　ホウショウカイ　ピーエルビョウイン

2022医療法人　宝生会　ＰＬ病院

http://www.plhospital.or.jp

病院の概要

内科、血液内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、脳神経内科、小児科、外

科、消化器外科、小児外科、整形外科、眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、形成外科、泌尿器科、皮

膚科、精神科、放射線科、リハビリ科、麻酔科、脳神経外科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科

地域医療の中核病院としてみなさまに愛される病院を目指しています。

救急医療にも積極的に取り組み、急性期病院として充実した体制の中で、緩和医療や外来診療中

心の分野まで広く専門化させた理想的な総合病院を目指しています。

職員一同、協力体制を組み、ご来院いただく患者様お一人お一人を私たちの家族の一員のようにお迎

えすべく研鑽しております。

・近鉄長野線「富田林駅」より送迎バスあり。所要時間：約５分

・南海高野線「金剛駅」より送迎バスあり。所要時間：約25分

薬剤部の概要

医師、看護師など職種を超えて仲が良く、部署間のコミュニケーションも良好なので、とても働きやすいと

感じています。また「院長ヒアリング」があり、部署のビジョン、困り事など部署長を通して院長と対話でき

るので、若手の意見も反映されやすいと思います。PL病院で可能性を試してみませんか？

ＰＬ病院では、外来処方のほとんどが院内調剤でありながら、病棟業務も精力的に取り組んでいます。

2021年に調剤関連機器も刷新され、調剤環境も整っています。自分の意見を言いやすい職場風土

で、やる気があれば色んな仕事に挑戦させてもらえるので、やりがいを感じることができます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 177床 診療科数 12診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 4人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

近鉄南大阪線「古市駅」下車　歩いて7分

西名阪自動車道　藤井寺I.C　を降りて約10分

薬剤部の概要

小規模の部署ですので、1人1人のペースに合わせて進んでいくことができます。

医師や看護師、栄養士など各職種ともつながりが強く、連携して治療に取り組め、やりがいのある職場

です。休暇も取りやすく、プライベートも充実出来ます。

外来は全て院外処方を発行しているので、調剤は入院患者様の投薬と注射薬の払い出しになり、調

剤支援・監査システムのもとに行っています。服薬指導業務においても支援システムを導入しており、残

業なしです。仕事帰りには近隣にいろいろな飲食店もあり、働きやすい職場です。一緒に働きましょう。

施設名

常勤

勤務時間　9：00～17：30　休憩45分　年間休日　113日

基本給　210,000円～280,000円

職務手当30,000円　調整手当15,000円～120,000円　皆勤手当10,000円

月給：265,000円～440,000円　賞与：基本給の2.9か月分（前年実績）

採用について

既卒者1名

皆さんには「病院薬剤師」としての幅広い業務をお任せします。外来の患者様に薬をお渡しする業務は

行っておらず、対応していただくのは入院患者様のみ。処方箋に書かれた薬の調剤や服薬指導などを担

当していただきます。病院薬剤師は「チーム医療」の一翼を担う大切なメンバーの一人。患者様の治療

と日常生活への復帰を目指して、医師や看護師、検査技師などと協力しあいながら仕事に取り組んで

いきます。「薬剤のプロ」としての意見を求められることもあるため、日々の情報の更新は必要不可欠です

が、それを“楽しさ”として感じられる方にはピッタリの仕事です。

羽曳野市

イリョウホウジン　イジンカイ　フジモトビョウイン

2022医療法人　医仁会　藤本病院

https://ijinkai-f.or.jp/

病院の概要

外科　内科　整形外科　消化器外科　消化器内科　循環器内科　心臓血管外科

形成外科　リハビリテーション科　脳神経外科　肛門外科　放射線科

私たち『医仁会』は地域の救急医療に24時間対応しているだけでなく、訪問介護や在宅医療、老健

施設なども運営しているケアミックス型の法人です。何よりも大切にしているのは、人間愛や労わる心を

大切にしながら、患者様と接すること。「藤本病院に行けば、きっとなんとかしてもらえる」と、地域の方々

に頼りにされる存在を目指しています。そんな私たちの想いに共感してくださる方を待っています。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 精神科病院

病床数 394床 診療科数 7診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 7人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

最寄り駅は近鉄「汐ノ宮駅」・・富田林駅、河内長野駅、汐ノ宮駅から巡回バスが出ています。

薬剤部の概要

調剤・服薬指導・DIと何でもしなければいけない職場ですが、医師からも頼りにされそれに応えていきた

いと思っています。皆で同じ方向を見て仕事ができればと思います。

和気あいあいとした中に厳しさもあり、忙しい中でも協力し合える職場です。1年経ちましたが服薬指

導、褥瘡委員会にも参加しています。（26歳）

施設名

日勤：8:45~17:15

休日：月8~10日（年間休日111日）

給料　諸手当　賞与2回/年、昇給1回/年

採用について

採用人数：常勤2名　非常勤：1名

給料：281,000円~335,000円（諸手当含む）

諸手当：資格手当、皆勤手当て、扶養手当、通勤手当

勤務時間：8:45~17:15（昼休み45分）

休日：年間111日（　日曜日、年末年始4日、夏季休暇2日含む）

各種保険制度

被服：貸与

院外処方箋率が96%なので、入院患者さんの調剤が主になります。患者さんへの関わりは新入院時

の持参薬管理、当院処方への継続の提案から始まります。又日々の始まりは7病棟に対して1週間分

の定期薬を配薬カートの中に入れていきます。注射薬も翌日分を患者ごとに準備して病棟に持っていき

ます。全患者さんが薬剤管理指導対象になっているので服薬指導も行っています。各種の医療チーム

（ICT、褥瘡、医療安全）にも参加し活躍しています。医局との距離がとても近く服薬指導時にはいろ

いろな事を教えていただけるので薬剤師としての成長が期待できます。

富田林市

イッパンンザイダンホウジンセイケンカイ　ユイノゾミビョウイン

2022一般財団法人成研会　結のぞみ病院

http://yuinozomi-hospital.jp/

病院の概要

内科、精神科、リハビリテーション科、心療内科、神経科、神経内科、歯科

豊かな自然に包まれた精神科単科病院です。大阪南部の精神疾患医療の拠点として　①24時間救

急体制②地域以降・社会復帰支援③各種専門外来（依存症、物忘れ、産後うつ、不登校、フレイ

ル等）④アディクション専門治療（アルコール、薬物、万引き、ギャンブルなど依存症への専門治療を条

件反射制御法を用いて行う）等の特色を生かし患者さんの明るく健康的な生活を応援しています。



所在地 作成年度

経営主体 その他の病院（個人・その他) 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 199床 診療科数 18診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 7人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

8:50-17:35 (残業月3時間程度あり｡当直なし｡夜当番なし｡)

※ 月１～２回、土・日曜日及び祝日に午前半日勤務あり。

（諸手当除く）基本給 213，100円（6年制新卒の場合）～236，100円（経験5年の場合）

昇給：年1回、賞与：年2回、退職金制度（３年以上勤務者）

採用について

2021年度　1名募集、1名採用

病棟薬剤業務（各病棟に専従の薬剤師を配置）、調剤、製剤、ＴＰＮ・抗がん剤ミキシング、外来

化学療法室薬剤指導、各チーム医療（ＮＳＴ、ＩＣＴ、緩和ケア他）への参加など薬剤業務全般

松原市

ハンナンチュウオウビョウイン

2022阪南中央病院

https://www.hannan-chuo-hsp.or.jp/

病院の概要

内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、ペインクリニック内科・外科、外科、乳腺外科、整形

外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神科、放射線科、麻酔科、リハビリテーショ

ン科

地域周産期母子医療センターに認定されており、母体と新生児の一貫した治療を行っています。

また、急性期一般病床、地域包括ケア病床に加え、2022年10月に緩和ケア病棟が開設されました。

地域密着型の病院です。

近鉄南大阪線　「布忍（ぬのせ）駅」より徒歩7～8分

薬剤部の概要

業務は決まりを遵守し効率よく、医療チームの中では論理的思考で発言できるよう、薬剤科のチーム作

りをしています。

病棟での他職種とのコミュニケーションも活発で、薬剤師としての能力を十分に発揮できる職場です。ま

た、子育て中のスタッフも多く働きやすい環境です。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 160床 診療科数 19診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 10人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

【常勤薬剤師】8：30～17：00(昼休み60分）　7.5時間/日

4週8休

日直・当直なし

・年俸制または月給制（年2回　賞与あり）昇給年1回

中途採用の場合は前職考慮

採用について

退職者が出たため、2名（中途採用）

・調剤室業務：院外処方箋発行率98.4％　おもに入院患者の調剤

・病棟業務：各病棟2～3名で担当し、薬剤管理指導等行う

・チーム医療：感染・褥瘡などラウンドに同行し多職種とカンファレンス

・無菌調整：クリーンベンチ、安全キャビネットにてTPN混注や抗悪性腫瘍薬の無菌調整を行っている

・その他：DIニュースの発行などのDI業務や院内各種委員会活動に参加

河内長野市

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ　ｾｲﾄｶｲ　ﾃﾗﾓﾄｷﾈﾝﾋﾞｮｳｲﾝ

2022医療法人　生登会　寺元記念病院

https://www.teramoto.or.jp/hospital/

病院の概要

内科　循環器内科　消化器内科　血液内科　皮膚科　外科　乳腺外科　消化器外科　泌尿器科

肛門外科　脳神経外科　整形外科　形成外科　眼科　耳鼻咽喉科　リハビリテーション科　放射線科

麻酔科　歯科口腔外科

河内長野市において予防医療から急性期医療、療養医療という医療分野と、介護老人福祉施設及

び介護老人保健施設などの施設サービスと通所リハビリテーションや通所介護などの在宅サービス及び地

域包括支援事業や居宅介護支援事業などの介護分野まで幅広く取り組みを行い保健・医療・福祉の

複合体として幅広く地域医療と地域福祉に取り組んでいます。

【電車・バスをご利用の場合】

・南海難波より南海高野線「河内長野駅」下車、徒歩約7分

・大阪阿部野橋より近鉄長野線「河内長野駅」下車、徒歩約7分

薬剤部の概要

当院では、各年代の薬剤師がそれぞれの得意分野に研鑽を積みながらも、全員があらゆる業務に関わ

れるようローテーションを組んで業務に当たっています。プライベートな時間もしっかり確保できる環境でやり

たいことに挑戦してみませんか。

やる気があれば早期から病棟に配属する事も可能で、自己研鑽・スキルアップが出来る職場となっていま

す。また薬剤師が活躍出来る業務に注力しており、TDMによる抗菌薬の投与設計やがん化学療法、

周術期・術後疼痛管理等にも積極的に関わっています。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 299床 診療科数 22診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 15人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日勤；8:30～17:00、当直；17:00～8:30

休日；土曜日及び日曜日、祝日、年末年始、年間休日120日

　※休日出勤の場合は、代休制度あり。

給料、諸手当（扶養・地域手当、住居・通勤手当、超過勤務・宿日直手当等）

一時金；2回/年、昇給；1回/年

採用について

採用人数：2名

給与：212,000円(基本給)

諸手当：住宅手当(3,000円～20,000円)、皆勤手当(3,000円)、日直手当(10,150円)、当

直手当(平日14,920円、土曜18,000円、日祝15,450円)、家族手当(扶養配偶者10,000

円)(扶養子1人2,000円～3,000円)

休日：土曜・日曜・祝日・年末年始(年次休暇120日)

休暇：年次休暇、夏季休暇、忌引等の休暇制度

福利厚生：職員互助会 (職員旅行、忘年会、医療環付)

近年、医療現場での「チーム医療」が注目される中、薬剤師がチーム医療の一員としてこれまで以上に

積極的に患者の薬物治療に関わる事が求められています。薬剤科においても、調剤・管理、TPN・抗

がん剤の無菌調剤、DI業務、薬剤管理指導業務、ICT/AST、NST、PCT、癌薬剤師外来に加え

て、2015年4月より病棟に専任薬剤師を配置し、医師・看護師やその他のコメディカルスタッフと共に積

極的な病棟活動を展開し始めました。若いスタッフが多いですが、理念にもあるようにチーム医療の一員

とて患者さまのために薬のスペシャリストとして日々努力をしております。興味のある方は、是非いらして下

さい。

羽曳野市

しゅんじゅうかい　しろやまびょういん

2022医療法人春秋会　城山病院

https://www.shiroyama-hsp.or.jp/

病院の概要

脳神経外科、神経内科、心臓血管外科、循環器内科、外科、消化器外科、消化器内科、乳腺外

科、肛門外科、整形外科、形成外科、美容外科、皮膚科、内科、血液内科、泌尿器科、腎臓内科

（人工透析）、眼科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、麻酔科

常に最新の医療機器を備え、高度な医療を提供することで地域医療に貢献してきました。現在、22の

診療科がありますが、このうち内科と外科が協力して診療を行う3つの臓器別診療センター（脳・脊髄・

神経センター、心臓血管センター、消化器センター）に整形外科を加えた4分野が診療の大きな柱と

なっています。救急医療にも力を入れており、南河内医療圏では最も多くの救急車を受け入れている医

療機関であります。

近鉄南大阪線「阿倍野橋」駅にて近鉄電車に乗り換え、急行または準急で「藤井寺」駅または「古市

駅」下車。近鉄藤井寺駅より近鉄バスで約15分。「府立医療センター」下車　すぐ。近鉄古市駅より

近鉄バスで約10分。「府立医療センター」下車　すぐ。古市駅、藤井寺駅より送迎バスあり。

薬剤部の概要

当院は他職種との連携が良いことが、大きな特徴かと思います。薬剤科においては、まだ若いスタッフが

多く、これから色んな認定取得を目指している途中です。まずは一度見学に来て下さい。

1年目で一通りの業務ができるカリキュラムを組んでいます。自己研鑽にも励んでおり資格取得している

方もいます。先輩後輩仲がよく薬剤科内は活気があり明るい職場です。ぜひ見学に来てください。



所在地 作成年度

経営主体 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 426床 診療科数 26診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 14人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

原則：勤務時間　（9：00～17：30）　　休日（土日祝・年末年始）

但し、配属先センターによって宿日直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。

新卒初任給　大学卒（6 年課程） 基本給208,400 円+地域手当24,591円程度

大学卒（4 年課程） 基本給186,100 円+地域手当24,591円程度

※初任給は経歴その他に応じて一定の基準により加算されます。

採用について

募集人数：数名

最終合格者数：5名（補欠合格者：7名）

※補欠合格者は合格者の採用辞退等で欠員が生じた場合に繰上げ合格となります。

募集期間：令和3年３月22日（月）～令和3年4月26日（月）

一次選考：令和3年５月1日（土）専門考査及び適性検査

二次選考：令和3年５月17日（月）個別面接

最終合格発表：令和3年5月26日（水）

採用選考は機構で実施し、合格後に5センターのいずれかに配属されます。

配属先については、5センターの状況や本人の適性等から判断し決定いたします。

患者さんに安全で安心した治療を受けていただくために、高度に専門化した薬物療法をチーム医療の

一員としてサポートし、より有効で安全な薬物治療に貢献しています。がん専門薬剤師、感染制御認

定薬剤師、抗菌化学療法認定薬剤師、アレルギー疾患療養指導士、小児アレルギーエデュケーター、

NST専門療法士、その他様々な資格を有した薬剤師がチーム医療に参画しています。入院前から退

院まで切れ間なく患者に関わり、退院後も病薬薬連携を通じて関与しています。日本医療薬学会がん

専門薬剤師研修施設など様々な研修施設として、資格取得を積極的に支援しています。

羽曳野市

チホウドクリツギョウセイホウジンオオサカフリツビョウインキコウオオサカハビキノイリョウセンター

2022
地方独立行政法人　大阪府立病院機構

大阪はびきの医療センター
http://www.ra.opho.jp/

病院の概要

呼吸器内科、感染症内科、肺腫瘍内科、アレルギー・リウマチ内科、循環器内科、小児科、呼吸器

外科、消化器外科、乳腺外科、皮膚科、産婦人科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、泌尿器科、整形外

科、眼科、歯科、外来化学療法科、救急診療科、集中治療科、リハビリテーション科、麻酔科など

南河内地域における地域医療支援病院であり、地域に信頼され、地域になくてはならない病院として

総合的な医療の拠点病院を目指しています。

また、呼吸器、アレルギー、感染症等の専門病院として、「呼吸器ケアセンター」「腫瘍センター」「感染

症センター」「アトピー・アレルギーセンター」を設置し、高度な専門医療を提供しています。

2023年5月に新病院が開院予定で、専門医療の強化を図るとともに更に一般診療の充実に努める

予定です。

近鉄南大阪線「藤井寺」又は「古市」駅下車

近鉄バス「羽曳が丘方面行」又は「四天王寺大学行」に乗車約10分、「府立医療センター」下車

薬剤部の概要

新病院で一緒に患者さんのためにがんばりましょう。

アレルギー、感染、がんなど幅広い領域の専門分野を学ぶことができ、多職種間の距離が近く、チーム

医療で活躍できるやりがいのある職場です。

社会保険団体およびその他の公的病院 



所在地 作成年度

経営主体 済生会病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 260床 診療科数 18診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 18人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

●南海電車高野線金剛駅下車、南海バス1番乗り場より「向陽・藤沢台」回り富田林病院前下車

バス約10分●近鉄電車河内長野線富田林駅下車、近鉄バス2番乗り場より「金剛東団地前行き」

向陽台２丁目下車（帰りは富田林病院前から乗車が便利です）　バス約10分

薬剤部の概要

薬剤師は、直接患者さんの治療に関わる病棟等で活躍しています。急性期病棟では1病棟1.5人の

配置で負担軽減を図り、また相談しやすい環境づくりもしています。資格取得にむけたサポートも行って

います。富田林薬剤師会と薬薬連携協議会を立ち上げ地域医療に貢献しています。

●初めはマンツーマンでの教育体制で、常に相談しやすい職場です。休暇も取得しやすくプライべートと

の両立が可能です。(2年目)●病棟業務で直接患者さんの治療に関わることができる。チームの一員と

してその分野の専門性や他職種との連携に関わることができ、キャリアップも目指せます。(7年目)

施設名

【平日】 8：45～17：00（休憩60分）【土曜日】（当番制）8：45～13：00（休憩30分）

※日当直あり、4週8休制

【休日】日曜・祝日・第３土曜日・年末年始（12月29日～1月3日）

初任給：２３７，２００円

当直手当・住宅手当・扶養手当・通勤手当（規程により支給）※超過勤務手当別途支給

賞与（年2回）

採用について

2020年度入職者　4名（既卒：3名、新卒：1名）

大阪薬科大2名、近畿大学1名、就実大学1名

2021年度入職者　3名（全て新卒）

出身大学：近畿大学1名、摂南大学2名

2022年度　　 　募集実績なし

●調剤業務（院外発行率95%以上）、無菌調製（中心静脈栄養、ワクチン調製など）、疑義照

会対応●病棟業務：急性期病棟4病棟、地域包括ケア病棟１病棟に主担当者１名ずつ配置

（基本2名1組、隔月交代）、急性期病棟は更に２病棟に１名ずつ配置（主担のサポート）●抗

がん剤業務（抗がん剤調製、レジメン管理、支持療法提案など）●入院支援業務（入院前服用

薬確認）●チーム活動（感染制御、緩和医療、せん妄ケア、褥瘡など）●資格・認定：がん薬物

療法認定薬剤師、糖尿病療養指導士、大阪府糖尿病療養士、抗菌化学療法認定薬剤師、栄養

サポートチーム（NST）専門療法士、腎臓病療養指導士、実務実習指導薬剤師

富田林市

オオサカフサイセイカイトンダバヤシビョウイン

2022大阪府済生会富田林病院

https://www.tondabayashi.saiseikai.or.jp/

病院の概要

内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・外科・整形外科・小児科・眼科・泌尿器科・皮膚科・

耳鼻咽喉科・形成外科・産婦人科・脳神経外科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・病理診断

科

24時間救急体制で内科、外科は2次救急、小児科は輪番制で担当しています。また、大阪府がん診

療拠点病院に指定されており、集学的な医療を提供し、地域の医療機関または開業医の方々の医

療連携を充実し、専門的で良質な医療提供を行っています。さらに、社会福祉法第2条第3項に基づ

いて、生計困難な方で経済的理由により医療を受けることが制限されることのないよう、医療費の自己

負担を軽くする「無料低額診療事業」を実施しています。南河内地域の中核病院として地域医療の充

実と発展に努めています。



⽣⻑会 ベルランド総合病院
近畿⼤学病院
公益財団法⼈ 浅⾹⼭病院
阪和第⼀泉北病院
阪和第⼆泉北病院
医療法⼈恵泉会 堺平成病院
社会医療法⼈同仁会 ⽿原総合病院
社会医療法⼈⽣⻑会 ベルピアノ病院

第15⽀部＊ 堺市・⼤阪狭⼭市

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 477床 診療科数 38診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 33人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

【勤務時間】8：45～17：15　（実働7時間30分・休憩1時間）　※当直有り

【休　日】4週8休制、【休　暇】夏期休暇（7日）、年末年始休暇（2～3日）、年次有給休暇

（10日～20日間）、特別休暇　等

【給　与】228,900円　（2022年度実績）※経験考慮　【昇　給】年1回（4月）

【諸手当】通勤手当、住宅手当、家族手当　等

【賞　与】年2回（7月・12月）／年間基準内賃金の約5ヵ月

採用について

2023年度：4名入職予定（すべて常勤）

【選考方法】 書類選考・筆記試験・面接

　教育に力を入れており「プリセプター制度」にてすすめております。具体的には、1年目薬剤師にはプリセ

プター（新人育成担当者）がつき、1年間それぞれの進捗状況に合わせて教育を行っています。最初

の3ヶ月間は、プリセプターとの間で「ステップアップシート（交換日記）」を記載して、疑問や不安が残ら

ないようにしています。新人目標は、1年間で基本業務をすべてマスターし1人前になることです。調剤業

務はもちろんのこと、混注業務、薬剤管理指導業務、病棟薬剤業務、当直業務など、幅広い業務を

身につけてもらいます。また、数多くの専門薬剤師・認定薬剤師が在籍しています。日本医療薬学会認

定薬剤師研修施設、がん専門薬剤師研修施設であり、研修できる環境はバッチリ整っています。

【薬剤師数】33 名（すべて常勤）

【業務内容】内服・外用薬調剤業務、注射薬調剤業務、薬剤管理指導業務、注射薬無菌調製業

務（高カロリー輸液、抗がん薬）、DI室業務、疑義照会・薬剤適正使用プロトコールに関する業務

【教育制度】新人プリセプター制度（年齢の近い薬剤師とマンツーマンで教育していく制度）をとってお

り、段階を踏んでステップアップしていきます。

【薬剤部 施設認定】日本医療薬学会 認定薬剤師制度研修施設、日本医療薬学会 がん専門薬

剤師研修施設、薬学生実務実習生受入施設

堺市

セイチョウカイ　ベルランドソウゴウビョウイン

2022生長会　ベルランド総合病院

https://www.seichokai.or.jp/bell/

病院の概要

・心臓病センター・産婦人科・小児科・呼吸器センター・消化器内科・内視鏡センター・内分泌代謝

科・腎臓内科・脳神経内科・精神神経科・外科センター・緩和ケア科・乳腺センター・整形外科・脳卒

中センター・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科頭頸部外科・形成外科・皮膚科・麻酔科など

がん、救急、周産期を中心とした高度急性期総合病院（ICU:12床、HCU:8床、NICU:12床、

GCU:6床、MFICU:6床、小児病棟:18床、緩和ケア:15床、CCU:4床）最先端の技術を用いた

高度医療に携わりたいなら、最新設備が整った環境で働くことができます。

〒599-8247　大阪府堺市中区東山500番地の3

泉北高速鉄道深井駅より　南海バス（泉ヶ丘行き・あみだ池行き）東中学前バス停下車徒歩1分。

または（北野田駅前行き）高山バス停下車徒歩約5分。

薬剤部の概要

入職後のスキルアップの支援も充実しており、薬剤部門のみならず医師や看護師、その他大勢のスタッフ

といっしょに、自分の理想を実現することができます。「なりたい薬剤師になる！」を応援します!

病棟薬剤業務をはじめ薬剤管理指導やチーム活動を通じて医師および看護師との連携を高め、常に

安全で適正な医療の推進に貢献できる薬剤師を目指しています。薬剤部全員が挑戦と成長の気持ち

を持って、チーム医療の中では薬学的知見に基づいた職能を発揮し、パートナーに向かい合っています。



所在地 作成年度

経営主体 私立大学病院 施設機能分類 特定機能病院

病床数 929床 診療科数 35診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 95人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

週6日（月~土）で月単位の変形労働制（シフト勤務あり）、土曜はシフトにより月2回休み。

当直・日曜および祝日の日直、平日の居残り勤務あり。年次有給休暇（初年度12日・次年度から

20日）・フレキシブル休暇（7~12月に取得可能で初年度5日・次年度から7日）あり。

本俸：（6年制大学新卒の場合）235,860円　　賞与：6.43カ月／年（年2回に分けて支給）

諸手当：住宅手当、通勤手当、家族手当(扶養による)、超過勤務手当等、本学規程により支給

採用について

採用実績：

2021年4月（新卒6名採用）、2022年4月（新卒１名・既卒大学院生1名採用）

募集数は年によって違います。

採用までの流れ：

毎年4月中旬に病院見学説明会を行い（コロナ感染状況によりオンライン開催の場合あり）、

5月中旬に募集、6月初旬から中旬に採用試験実施（筆記・面接　予定）

近畿大学奈良病院と合わせて採用試験を行い、勤務後も異動を含めて交流があります。

時期が来れば病院ＨＰに掲載します。（採用希望の方へ➞医療技術職員募集）

薬剤部理念　「安心・安全・誠実」の下、多岐にわたる業務をこなせるスキルとコミュニケーション力を持っ

た人材を育成すべく、医療安全対策室、感染対策室、臨床研究センターにも薬剤師を配置し、連携

した薬剤師業務を行っています。外来は基本的に院内処方（院外処方約３％）で約1000~1200

枚／日の調剤をこなし、病棟では一般病棟・ユニット病棟および手術室に担当者を配置し、膨大な薬

品管理から患者指導、薬剤情報提供等の幅広い業務を行っています。通院治療センターではがん専

門薬剤師を中心に80~100件／日の外来がん化学療法に対応し、各医療チームでは薬剤師ならで

はの視点で患者様の治療に参画しています。

大阪狭山市

キンキダイガクビョウイン

2022近畿大学病院

https://www.med.kindai.ac.jp/

病院の概要

内科系（循環器／内分泌代謝・糖／消化器／血・膠／脳神経／腫瘍／呼・アレ／腎／心療）／

外科系（消化器／呼吸器／乳腺／小児／脳神経／心臓血管／整形／形成／耳鼻・頭頚部）

／皮／泌／眼／小児／産婦／放射診・治／麻酔／リハ／緩和ケア／漢方／歯科口腔／救急など

南大阪で唯一の大学病院であり、安全で質の高い先進医療を提供すると共に、教育病院として医療

者を育成しています。特定機能病院、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院、治験拠点病

院、地域周産期母子医療センター、三次救急医療、肝疾患診療連携拠点病院、エイズ拠点病院を

担い、この地域における基幹病院として極めて重要な役割を果たしています。

南海高野線 金剛駅または泉北高速鉄道 泉ケ丘駅から南海コミュニティバスで約20分

薬剤部の概要

大学病院ならではの治験を含めた先進医療、最新医療と幅広い診療科にわたる疾患と薬物治療に関

わることができます。希望により専門資格の取得が可能で、いろんな領域に造詣がある先輩方がキャリア

アップをサポートします。やる気がある方大歓迎、興味があればぜひ見学説明会に参加してください。

先輩薬剤師の方々に日々指導してもらい、学ぶことが出来る充実した職場で、毎日の業務で自分のス

キルを磨くことが出来ます。様々な認定・専門を習得の薬剤師と共に、日々自己研鑚に励みながら働く

ことができ、研修や学会に参加しやすく、学んだことを業務に活かせていると思います。



所在地 作成年度

経営主体 公益法人 施設機能分類 ケアミックス型総合病院

病床数 991床 診療科数 24診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 20人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

◎南海高野線「浅香山駅」より南へ徒歩5分

◎ＪＲ阪和線「浅香駅」より西へ徒歩10分

◎阪堺線「綾ノ町駅」より東へ徒歩15分

薬剤部の概要

薬物療法のプロとして患者様・医師・看護・医療スタップに信頼され、自信と誇り、そして情熱のある薬

剤師の育成をしています。内科・外科そして精神科と本当の総合病院としての領域を持った浅香山病

院で薬剤師としてのスキルを高めることが可能です。見学は随時受付なので、一度見に来てください。

当院は、精神科診療分野のパイオニアとして100年の歴史ある病院です。永い歴史の中で、精神科の

みならず、地域の医療ニーズに対応すべく、一般診療分野においても各診療科に専門スタッフ及び高度

医療機器などを揃え、良質かつ適切な医療サービスを提供している病院です。

施設名

平日　　8：30～17：00（休憩60分）

土曜日 8：30～12：00

※土日直・宿直あり（月1～3回程度）

【基本給】 222,000円～（賞与　年2回あり）

【土直手当】 2,250円＋半日代休　　【日直手当】 4,500円＋代休１日

【宿直手当】 13,000円（土日祝加算　2,000円）

採用について

毎年4月頃より新卒の募集をしております。既卒の方は随時募集。　昨年採用実績：3名

【提出書類】

　①履歴書(写真添付)

　②成績証明書

　③卒業見込み証明書

　④健康診断票(直近の学校健診写し)

【選考方法】面接

【福利厚生】社会保険完備、保養施設（白浜・天橋立）、院内保育施設、職員寮完備、

　　　　　　　　永年勤続表彰

【休日】日・祝・月1～1.5日の公休、リフレッシュ休暇6日、有給休暇

薬剤部では、広い室内に無菌調整室や自動注射払出機などが設置され、患者さまが正しく、安心して

お薬治療が受けられるよう、日々様々な業務を行っております。医師・看護師との合同勉強会、カンファ

レンス、ICTやNSTなどのラウンドにも薬剤師が参加し、多職種とのチーム医療を大切にしています。専

門領域の講習会、学会にも積極的に参加でき、精神医療だけでなく、一般科急性期から慢性期ま

で、幅広い知識を身につけることができます。また、院内保育園や育児短時間勤務などの子育て支援、

年間119日のゆとりある休日数、外部への研修や学会への参加など、ワークライフとキャリアデザインをサ

ポートする制度も整えています。

堺市

コウエキザイダンホウジン　アサカヤマビョウイン

2022公益財団法人　浅香山病院

http://www.asakayama.or.jp

病院の概要

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・糖尿病内科・緩和ケア内科・外科・消化

器外科・形成外科・内視鏡外科・泌尿器科（人工透析）・整形外科・眼科・リハビリテーション科・放

射線科・皮膚科・婦人科・耳鼻咽喉科・麻酔科・歯科・神経内科・心療内科・精神科

浅香山病院は全国でも数少ない高度な精神医療と一般診療分野を兼ね揃えた総合病院です。精神

科医療では、社会的要請の特に強い超急性期の精神科入院治療が行える救急病棟をはじめ、急性

期治療病棟・療養病棟・認知症治療病棟などの専門機能病棟を整備し、精神医療のパイオニア的役

割を果たしています。一般科医療では循環器内科を中心とした内科24時間救急をはじめ外科・整形

外科・泌尿器科など、各診療科に優秀な専門スタッフを配置し、地域の医療ニーズに対応すべく高度

医療機器等を揃え、良質かつ適切な医療サービスが提供できるよう心掛けています。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（療養病床のみ）

病床数 1,024床 診療科数 8診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 15人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

研修ののち１年目より調剤業務、医薬品管理業務等の他、病棟を担当いただきます。公務として外

部研修へ参加いただく機会を多く取っています。錦秀会の産休・育休制度を活用し復職してきた女性

薬剤師も多く在籍しています。

堺市 2022

 9:00～17:15（休憩60分）

 月給：250,200円～

採用について

医療法人錦秀会の新卒 薬剤師 は＜法人採用＞とさせていただいております。

昨年度入職者は7名（うち、阪和第一泉北病院1名）

年齢に関係なく、和気あいあいとして何でも話せる柔らかい雰囲気の職場です。私はどちらかというとせか

せかとした職場よりは和やかな方が性格的に合っているので、とても働きやすいです。

内科/眼科/整形外科/リハビリテーション科/婦人科/放射線科/皮膚科/歯科

慢性期医療療養型病院。

泉北ニュータウンの高台に位置する医療と福祉を合わせた地域のリゾートホスピタルです。

大阪府堺市南区豊田1558番地1

泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅、JR阪和線「津久野」駅より送迎バスあり

薬剤部の概要

療養型病院ですので、様々な疾患を持った高齢の患者さまが長期入院されており、

薬剤師として患者さまとしっかりと向き合うことができるのが魅力です。

多くの薬を併用され転院されてきた患者様に対して、ポリファーマシー解消の機会ととらえ、

積極的に医師への処方提案を行えるのは、長期入院が可能な慢性期病院の強みです。

チーム医療ではICT,NSTと褥瘡対策チームに参加しています。

院外処方は出していませんので、外来調剤業務を行っています。

施設名
ハンワダイイチセンボクビョウイン

阪和第一泉北病院

https://kinshukai.or.jp/hanwadaiichi/

病院の概要



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 969床 診療科数 8診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 21人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

大阪府堺市中区深井北町3176番地

泉北高速鉄道「深井」駅、JR阪和線「上野芝」駅より送迎バスあり

薬剤部の概要

一般病床と療養型病床の両方の患者さんに対応することができ、幅広い経験を積むことが出来ます。

また、人工関節センターや緩和ケア病棟もあり、術前・術後、療養、看取りまで関わることができます。

日々の業務の中で、自分の興味のあるある分野を見つけていくことが可能です。

役職に関係なく、協力して業務を行っています。薬局長や役職者の方との距離も近く、分からないことは

何でもすぐに質問でき、優しい先輩がとても多いです！

施設名

 9:00～17:15（休憩60分）

 月給：250,200円～

採用について

医療法人錦秀会の新卒 薬剤師 は＜法人採用＞とさせていただいております。

昨年度入職者は7名（うち、阪和第二泉北病院2名）

969床のうち、734床が療養病棟のため、慢性期の患者さまが多く入院していますが、隣接する阪和イ

ンテリジェント医療センターで人工関節手術を実施する患者さまの術前・術後の服薬指導や、ホスピス

病棟の患者さまの痛みを和らげるための麻薬の取り扱いなど、薬剤師として幅広い業務を経験できま

す。

堺市

ハンワダイニセンボクビョウイン

2022阪和第二泉北病院

https://kinshukai.or.jp/hanwadaini/

病院の概要

内科/外科/整形外科/リハビリテーション科/放射線診断科/麻酔科/眼科/歯科口腔外科

慢性期医療・急性期医療・終末期医療と幅広い分野で地域の医療のニーズにお応えする

ケアミックス型病院です。

5つの入院機能を有し、様々な病態に対応した医療サービスを提供しています。

療養病棟734床/地域一般病棟39床/地域包括ケア病棟55床/緩和ケア病棟21床

障害者施設病棟120床



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 296床 診療科数 17診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 16人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

8時45分～17時15分（日勤）8時～16時30分（早出）休憩90分　当直なし　日曜出勤あり

基本給・職能給・皆勤手当・認定資格手当・残業手当・通勤手当・役職手当、賞与年2回

採用について

新卒者1名募集：350,000円（基本給・職能給：345,000円　皆勤手当：5,000円）　薬剤

師卒業大学：神戸薬科大学・大阪大谷大学・近畿大学・武庫川女子大学・大阪薬科大学・兵庫

医療大学・摂南大学・神戸医療大学・北陸薬科大学・近畿大学大学院

近年、問題となっている多剤内服(ポリファーマシー)対策をグループ病院全体で取り組んでおります。たく

さんの薬を飲むことで副作用が出やすくなったり、必要のない薬が漫然と処方されていることがあります。そ

んな時、必要な薬と不必要な薬を見分けることができるのは薬剤師です。当院に入院された患者さまの

適正な処方提案を病院全体で行っています。

当院では入職後、早い段階で病棟業務を行ってもらいます。すべてがわからなくても、先輩薬剤師がフォ

ローできるようなバックアップ体制を取っております。

堺市

イリョウホウジン　ケイセンカイ　サカイヘイセイビョウイン

2022医療法人恵泉会　堺平成病院

https://sakaiheisei.jp/

病院の概要

内科・循環器内科・消化器内科・リウマチ科・放射線科・眼科整形外科・泌尿器科・歯科・リハビリ

テーション科・ 脳神経外科皮膚科・外科・糖尿病内科（代謝内科）・ 人工透析内科・心療内科麻

酔科

回復期リハ病棟120床・地域包括ケア病棟60床を中心に、入院当初から早期の在宅復帰を目指

し、100名以上のセラピストが在籍してリハビリに従事しております。また、救急の受入れや人工関節等

の手術も行い、多岐にわたる患者様の治療に携わっています。退院後の在宅生活においてもリハビリを

提供していけるよう、外来リハ・デイケア・デイサービスも展開しております。近隣のハート訪問看護ステー

ションとも連携し、地域住民の方から「一番に選ばれる病院」を念頭にスタッフ一同取り組んでいます。

車の場合　：阪和自動車道「堺JCT」から車で約11分

電車の場合：泉北高速鉄道「深井駅」から徒歩約6分

薬剤部の概要

当院は急性期からの治療を終え、在宅での薬物治療をを支えられるように取り組んでいます。当院の薬

剤師は、果たすべき役目を理解し業務を行っていますが、薬剤師個々の目標に対してもレベルアップで

きるようサポートしています。前向きに医療に取り組むや薬剤師の育成に努めています。

堺平成病院では、自分のような新米から経験豊富なベテラン薬剤師まで、幅広い世代の薬剤師が働

いています。忙しく大変な毎日でわからないこともありますが、先輩にご指導いただきながら皆で助け合っ

て楽しく仕事をしています。興味を持ってくださる方がいましたら、ぜひ見学にいらしてください！



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 地域医療⽀援病院
病床数 386床 診療科数 28診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 24⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

施設名

下記時間帯にて、「4週8休」のシフト制です。
（⽇勤）08:45〜17:30　（当直）17:00〜翌09:00　（⼊り明け保障あり）
■残業について…⽉に平均5〜15時間程度。

⽉給︓278,200円〜　※経験者は経験加算あり
〜別途⽀給⼿当〜（家族⼿当・通勤⼿当・　残業⼿当・当直・⽇直⼿当・正⽉⼿当）
〜待遇〜賞与あり(年2回)昇給あり(年1回)　各種社会保険完備

採⽤について

2021年度　既卒1名⼊職。2022年度　新卒2名、既卒1名⼊職

24時間体制(2交代勤務)で、⼊院患者さまや夜間の救急(ER)外来患者さまに対応しています。外来は
基本的に院外処⽅箋を発⾏しているため、薬剤師は病棟を中⼼に業務を担っています。2病棟を3〜4名
の薬剤師で担当し、病棟常駐を⾏っています。(病棟薬剤管理加算取得)
1．病棟業務（病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務）2．調剤室業務　3．注射調剤業務　4．化学
療法への関わり　5．外来患者さんへの関わり　6．医薬品管理業務　７．医薬品情報管理業務（DI
業務）８．各種委員会への参加　9．患者教室等　10．教育研修

堺市

シャカイイリョウホウジンドウジンカイミミハラソウゴウビョウイン

2022社会医療法⼈同仁会⽿原総合病院
https://www.mimihara.or.jp/sogo/

病院の概要

内科、救急科、循環器内科、消化器科、呼吸器科、糖尿・内分泌科、腎臓内科、呼吸器外科、 ⼩児
科、外科、⼼臓⾎管外科、整形外科、産婦⼈科、精神科、神経内科、泌尿器科、脳神経外科、⿇酔
科、放射線科、リハビリ科、病理診断科、緩和ケア科、消化器外科、⽪膚科、⻭科⼝腔外科

1.安全、安⼼信頼の医療（患者さまとともに⼒を合わせて医療をすすめます）2.無差別・平等の医療
（患者さまの⼈権を尊重した医療をすすめます）3.患者負担の少ない医療（室料差額はいただきません 
。医療費負担を増やす政策に反対します）4.地域とともに歩む専⾨職の育成（科学性・社会性・倫理性
をふまえた鋭い⼈権感覚をもつ専⾨職を養成します）

・南海線「堺東駅」からバスで約10分、タクシーで約5分　・阪堺線「東湊駅」から徒歩15分
　南海バス9番のりば︓塩⽳通下⾞徒歩　南海バス南循環（左回り）︓協和町下⾞徒歩
・JR阪和線「上野芝駅」からバスで約10分　南海バス堺東⾏き︓塩⽳通下⾞徒歩

薬剤部の概要

和気あいあい、休暇が取りやすい職場です。薬剤師・医療⼈としての使命感・倫理観を持ち薬に関わる全て
に責任を持つ。全ては患者さんのために”が理念で全員が患者さん他職種から信頼・求められる薬剤師とな
りチーム・地域医療へ貢献し薬に関わるあらゆる場⾯で活躍する集団となる事がビジョンです

先輩・上司に相談しやすいです。中堅薬剤師が中⼼となり新⼈薬剤師の教育を極細かく⾏っています。新
⼈からも相談しやすい環境つくりを⼼がけています。⺠医連の他の事業所の薬剤師や保険薬局との交流も
盛んで横のつながりも感じることもできます。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（療養病床のみ）

病床数 192床 診療科数 6診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

〒593-8315　大阪府堺市西区菱木1-2343-11

南海バス●鳳駅前発　国分峠東行き・栂・美木多駅行　306・307系統　「菱木下」停留所　徒歩5

分

薬剤部の概要

当院の薬剤科の特徴はアットホームな雰囲気であり、当直・居残りがなくプライベートな時間を大切にし

ながら働ける職場です。私達と一緒に働きたい方からの問い合わせ、見学を希望の連絡をお待ちしてお

ります。

外来指導や、病棟業務、退院指導、持参薬鑑別といったこと主な業務としています。褥瘡回診への参

加を担当しており、実際の創を見て多職種と関わりながら日々勉強しています。また、個人宅や法人内

の施設に訪問薬剤指導も実施しており退院後も患者様と関わり服薬支援を行っています。

施設名

【勤務時間】8：45～17：15　（実働7時間30分・休憩1時間）　＊当院は当直・居残りなし

【休　日】4週8休制、【休　暇】夏期休暇（7日）、年末年始休暇（2～3日）、年次有給休暇

（10日～20日間）、特別休暇　等

【給　与】228,900円　（2022年度実績）※経験考慮　【昇　給】年1回（4月）

【諸手当】通勤手当、住宅手当、家族手当　等

【賞　与】年2回（7月・12月）／年間基準内賃金の約5ヵ月

採用について

2023年度：2名入職予定。（すべて常勤）【選考方法】書類選考・筆記試験・面接

【新人教育】基本的には当院で作成した新人教育マニュアルに従い業務を覚えてただきます。

病棟業務を行えるようになった後は、訪問薬剤管理指導も担当していただきます。

＊訪問薬剤管理指導業務を行うにあたり基本的には運転免許証は必要です。運転免許証のない方

には病院近辺もしくは関連施設への訪問を行っていただいています。

＊当院の訪問薬剤管理指導の特徴は当院入院中の患者様が在宅医療に移行する際、また、当院

へ再入院した際にも患者様を継続して長期間担当することができることです。

＊当院は高齢者の患者様が多く、人との関係を大切にでき、病院薬剤師にも興味があり在宅医療に

も興味がある方には最適な職場です。

【薬剤師数】6名　（すべて常勤）

【業務内容】入院・外来調剤業務、注射調剤業務、薬剤管理指導業務、注射無菌製剤業務（高

カロリー輸液）、訪問薬剤管理指導業務、チーム医療（褥瘡、緩和、NST、感染など）など

【訪問薬剤管理指導業務】薬剤師全員が数名～数十名の患者様を担当し、2021年度の実績とし

て個人宅73件/月、施設10件/月(算定分）実施しています。訪問薬剤管理指導は慢性期の患者

様だけでなく、麻薬を使用した在宅看取りを行う終末期患者様に対しても行っております。

堺市

しゃかいいりょうほうじん　せいちょうかい　ベルピアノびょういん

2022社会医療法人　生長会　ベルピアノ病院

https://www.seichokai.or.jp/bellpiano/#

病院の概要

・内科・循環器内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科

【病棟】医療療養病棟96床、回復期リハビリ病棟48床、地域包括ケア病棟48床

【特色】急性期病院での治療が一段落した患者様や、リハビリテーションが必要な患者様などを中心に

入院加療を行っており、院内の様々な職種が専門性を生かしてそれぞれの患者様のニーズに合わせたリ

ハビリテーションや看護・介護を提供してます。 そして、急性期病院や地域医療機関、施設と連携し、

住み慣れた場所への在宅・生活復帰を支援することで「ときどき入院、ほぼ在宅」を目指し、訪問診療

や訪問薬剤管理指導など多職種による在宅医療も行っています。



葛城病院
医療法⼈聖和錦秀会 阪和いずみ病院
市⽴岸和⽥市⺠病院
泉⼤津市⽴病院
⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪⺟⼦医療センター
⽣⻑会 府中病院

第16⽀部＊ ⾼⽯市・和泉市・泉⼤津市・岸和⽥市・泉北郡忠岡町

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法⼈ 施設機能分類 ⼀般病院（⼀般病床のみ）
病床数 243床 診療科数 18診療科

主な診療科

病院の特⾊

アクセス

薬剤師数 11⼈

業務内容・特⾊

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若⼿薬剤師
からの⼀⾔

所属⻑からの⼀⾔

JR阪和線　東岸和⽥駅より徒歩約8分単⾞・⾃動⾞での通勤可

薬剤部の概要

患者さんに安⼼・安全な薬物療法を提供できるよう、スタッフ⼀同⽇々研鑽を重ねています。新卒の⽅・病
院未経験の⽅も基礎から丁寧に指導しますので安⼼して⼊職していただけます。興味を持たれた⽅はぜひ
⼀度⾒学にお越しください。お待ちしております。

とても明るく雰囲気のよい職場です。薬局スタッフも話しやすい⼈ばかりなので、わからないことがあればすぐに
質問することができます。私たちと⼀緒に楽しく元気にお仕事しませんか︖みなさんの応募をお待ちしていま
す。

施設名

勤務時間︓9時〜17時(昼休憩１時間)　・⽇祝勤務有(交代制)　・夜間当直有(翌⽇9時まで)休⽇・
休暇︓⽇祝＋⽉2⽇，年末年始休暇，夏期休暇，有給休暇
※2023年度より週休2⽇制に移⾏します(勤務体系詳細はお問い合わせ時ご確認ください)

新卒︓248,000円〜　既卒︓経験に応じて要相談
年１回昇給あり　賞与︓年２回(7⽉・12⽉)

採⽤について

募集実績︓新卒・既卒　ともに若⼲名
採⽤実績︓新卒１名　既卒１名

業務内容︓⼊院調剤（内服・注射）、薬剤管理指導業務、病棟薬剤業務、医薬品管理業務、 DI業
務、抗がん剤無菌調製、TDM業務、院内製剤調製、各種チーム医療への参画、
薬学⽣実務実習受け⼊れなど
特⾊︓上記の多岐にわたる業務を偏りなく経験することができるため、薬剤師としての総合⼒・専⾨性を⾼
めることができます。また、シフト制勤務であり有給休暇取得率もほぼ100％となっているため、仕事とプライ
ベートを両⽴しやすい職場環境です

岸和⽥市

カツラギビョウイン

2022葛城病院
https://www.katsuragi-hosp.or.jp

病院の概要

内科・循環器内科・消化器内科・外科・整形外科・⼼臓⾎管外科・脳神経外科リハビリテーション科・⽪膚
科・形成外科・眼科・泌尿器科

泉州地区  ⼆次救急医療機関に指定されている当院は、「患者さまの⽴場になってその気持ちを⼗分理解
した医療を⾏う」を病院理念とし、専⾨的な治療を⾼度な⽔準で提供できる病院を⽬指しています。
急性期病棟と回復期病棟が併設されており、⼊院初期から社会復帰に⾄るまで⼀貫して治療できる体制
となっております。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 精神科病院 

病床数 588床 診療科数 5診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 7人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

日曜・祝日を含む4週8休。勤務時間8:45～17:15（うち休憩60分）で残業若干あり。夜勤・当

直なし。ゴールデンウイーク、年末・年始は交代制で出勤あり。

基本給：265,000円～　経験加算あり

賞与：年2回、計基本給の2か月分プラス評価分

昇給：年1回7月実施　人事考課制度あり

採用について

前年度募集は行っていません。現在常勤7名、非常勤2名です。常勤1名募集です。

①薬剤管理指導業務に力を入れています（常勤薬剤師の担当制）。

②入院調剤、外来調剤（院内調剤）。電子カルテの導入、調剤機器との連動で効率的に行っていま

す。

③患者、患者家族教育（統合失調症、認知症、アルコール依存症の講義を行っています）

④委員会活動（医療安全、感染対策、褥瘡）

その他、薬剤管理、DI業務等

和泉市

イリョウホウジンセイワキンシュウカイ　ハンワイズミビョウイン

2022医療法人聖和錦秀会　阪和いずみ病院

http://www.seiwa-kinshukai.or.jp/hanwaizumi/

病院の概要

精神科、心療内科、内科、リハビリテーション科、人工透析内科

自然に恵まれた大阪南部、和泉市にある精神科病院です。精神疾患のみならず、内科的な身体合

併症も併せて全人的な医療サービスの提供を行っています。また、アルコール依存症の専門病棟を有

し、特に女性の入院も受け入れているのが特徴です。2018年に現在地に新築移転してからは、認知

症治療、人工透析を開始しました。また、90床の介護医療院を併設しています。

最寄り駅の泉北高速鉄道和泉中央駅から病院送迎バスで約10分、徒歩約25分。JR和泉府中駅、

南海泉大津駅からも送迎バスが出ています。駐車場の利用は無料です。

薬剤部の概要

院内保育所が利用できますので、小さなお子さんがいらっしゃっても安心して働いて頂けます。残業も少

ないのでプライベートと両立できます。現在、日病薬薬学認定薬剤師3名在籍、精神科薬物療法認

定取得に向けて頑張っています。

病態は少し限られますが、その分深く掘り下げて勉強することができます。 女性の方は特にライフスタイル

の変化に合わせて託児所を利用できたり、働き方を変えることも可能で長く続けていける職場だと思いま

す。 ぜひ私たちと一緒に働きませんか。



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 400床 診療科数 33診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 22人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

電車でお越しの方：JR阪和線 「下松駅」下車徒歩6分

バスでお越しの方：南海バス 牛滝線「市民病院前」下車　又は　南海バス 福田線「下松」下車

車でお越しの方：阪神高速湾岸線 「岸和田北I.C.」より15分

薬剤部の概要

私は職場で共に働くスタッフのワークライフバランスを考え、組織の業績も結果を出しつつ、働きやすい

職場作りに力を注いでいます。資格取得等のスタッフのスキルアップも応援しています。

当院で一緒に頑張ってみませんか？

診療科が多く、様々な疾患の薬に触れる機会があるので幅広い知識を習得することが出来ます。

また学会所属や学術大会への参加に対する支援もあり、各種認定を取得しているスタッフも多数在籍

しています。習得した知識は日々の業務や他職種とのカンファレンスで患者様の為に活かしています。

施設名

通常勤務時間　平日8時45分～17時15分(休憩時間　12時00分～12時45分)

※変則勤務(土曜日・日曜日・祝日勤務)、当直業務あり

市条例により支給します。(参考)令和4年4月採用者の薬剤師初任給月額　大学(6年制)卒

218,254円（地域手当を含む）※　初任給は、採用前の経歴等により加算される場合があります。

※ 諸手当：扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当等を支給します。

採用について

◆募集要項(参考)令和4年度

受験資格:昭和57年(1982年)4月2日以降に生まれ、薬剤師免許を取得した人

または令和５年春に薬剤師免許を取得する見込みの人

※変則勤務(土曜日・日曜日・祝日勤務)、当直業務が可能な人

試験内容:専門試験(90分・択一式及び記述式)、面接試験

◆募集実績(令和3年度)

令和3年　5月　募集1名　合格1名(令和4年4月1日付採用)

令和3年11月　募集1名　合格者なし

令和4年　1月　募集1名　合格者なし

◆随時見学受け付け中です。

電子カルテと薬剤部システムを連携し、アレルギーや処方の重複、投与量等について細かくチェックして

います。また調剤時にはバーコード認証等様々な監査システムを使用し、調剤過誤をなくすよう

取り組んでいます。自動錠剤分包機や注射薬自動払出装置等を使用し、機械化することで、

地域連携やチーム医療、病棟業務など『薬剤師だからこそ出来る業務』に携わるように心がけています。

主な業務：調剤・監査、高カロリー輸液・抗がん剤などの調製、医薬品情報業務、

検査・手術前における中止薬の確認・指導、入院時持参薬確認、病棟薬剤業務、

薬剤管理指導および各種チーム医療の参画など

岸和田市

シリツキシワダシミンビョウイン

2022市立岸和田市民病院

https://www.kishiwada-hospital.com/

病院の概要

消化器内科 循環器内科 代謝内分泌内科 血液内科 リウマチ膠原病内科 腫瘍内科 呼吸器内科

呼吸器外科 外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 乳腺外科 小児科 産婦人科

皮膚科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 眼科 歯科口腔外科 精神科 緩和ケア内科

泉州二次医療圏の基幹病院として、救急医療と高度専門医療の両立を目指しています。がん診療に

関しては、ゲノム医療連携病院、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、診療科・職種を

超えた体制で専門的で質の高いがん医療を提供しています。専門の緩和ケア病棟も有し、緩和ケアに

も力を注いでいます。また様々な職種の専門性の高い知識や能力を活かしたチーム医療を積極的に

行なっています。そして自院完結型の医療でなく、地域の医療機関や行政等と連携を取りながら泉州

地域が一つの医療体として総合的な医療を患者様に提供できるように推進しています。



所在地 作成年度

経営主体 市町村立病院 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院）

病床数 230床 診療科数 22診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

電車:南海本線「泉大津駅」より徒歩約12分もしくはバス１・２番のりば

JR阪和線「和泉府中駅」より徒歩約25分もしくは3番のりば→「池浦中央」下車徒歩約５分

駐車場有

薬剤部の概要

他の医療スタッフとの距離も近く気軽に相談でき、薬剤師目線に拘らず多角的に患者様をサポートでき

る環境があります。よりよいと思えることを積極的に取り組んで質の底上げに繋げましょう。

自身の成長のために自己投資を惜しまないこと。また、わからないことなど、相談しやすい雰囲気があり、

安心して働ける職場です。偏見なくよいと思うところは取り入れて、視野を広げ知識と経験を増やして、

それぞれが目標とする薬剤師像の実現に向けて一緒に頑張りましょう。

施設名

午前8時30分～午後5時（休憩45分）（平日週5日）、土・日・祝は日直

シフト制で居残り業務+オンコール体制　　　　毎水曜日、第1・3土曜、第4月は小児救急当直

初任給 210，800円（6年制）　他に日直手当、当直手当、時間外あり。

採用について

産育休の代替薬剤師の募集1名

調剤関連業務、医薬品管理業務、医薬情報管理業務、製剤業務、薬剤管理指導業務、TDM業

務、地域の薬剤師会との交流など総合病院として多様な業務を行っています。チーム医療については、

感染対策チーム、緩和ケアチーム、栄養サポートチーム、褥瘡管理チームなどがあります。チーム内で情

報共有し、患者様にとってより最適な治療をするための薬剤選択や処方決定において、薬剤師が重要

な役割を果たしています。また、当薬剤部は常に新たなチャレンジを継続して、今以上の高いレベルでの

医療を提供できるよう日々研鑽しています。後進の育成の一環として実務実習生の受け入れも行って

います。

泉大津市

ｲｽﾞﾐｵｵﾂｼﾘﾂﾋﾞｮｳｲﾝ

2022泉大津市立病院

https://www.hosp-ozu-osaka.jp

病院の概要

内科、外科・内視鏡外科、整形外科、小児科、新生児内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器内科、

脳神経外科、産婦人科、小児外科、眼科、泌尿器科、放射線科、麻酔科

当院は中規模ながら総合病院として幅広い診療を行う一方、地域に密着した特長的な診療を行う目

的で「消化器病センターを中心とする消化器疾患に対する医療」「こどもと女性にやさしい医療」に特に

重点をおいています。平成21年10月にNICUも備えた地域周産期母子医療センターを開設し、泉州

北部地域・近隣市町村の周産期医療の中心として、安心してお産ができ、またこどもに纏わる医療をも

充実させた環境を提供しています。



所在地 作成年度

経営主体 社会保険団体およびその他の公的病院 施設機能分類 一般病院（一般病床のみ）

病床数 375床 診療科数 28診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 常勤21名　非常勤4名

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

原則：勤務時間　（9：00～17：30）　　休日（土日祝・年末年始）

但し、配属先センターによって宿日直勤務、交替制勤務等の変則勤務があります。

新卒初任給　 大学卒（6 年課程） 基本給208,400 円+地域手当24,591円程度

大学卒（4 年課程） 基本給186,100 円+地域手当24,591円程度

※初任給は経歴その他に応じて一定の基準により加算されます。

採用について

募集人数：数名

最終合格者数：5名（補欠合格者：7名）

※補欠合格者は合格者の採用辞退等で欠員が生じた場合に繰上げ合格となります。

募集期間：令和3年３月22日（月）～令和3年4月26日（月）

一次選考：令和3年５月1日（土）専門考査及び適性検査

二次選考：令和3年５月17日（月）個別面接

最終合格発表：令和3年5月26日（水）

採用選考は機構で実施し、合格後に5センターのいずれかに配属されます。

配属先については、5センターの状況や本人の適性等から判断し決定いたします。

当院では、日々の業務において周産期および小児医療に深く携わり、その専門性を学ぶことができま

す。

日本病院薬剤師会妊婦・授乳婦専門薬剤師、日本医療薬学会がん専門薬剤師、地域薬学ケア専

門薬剤師、日本薬剤師センターの小児薬物療法認定薬剤師の養成研修施設として他施設からの研

修生を受け入れています。

当院薬剤師は、小児および周産期の高度医療において適正かつ安全な薬物療法を提供するために

自己研鑽に励んでいます。

和泉市

オオサカフリツビョウインキコウ　オオサカボシイリョウセンター

2022大阪府立病院機構　大阪母子医療センター

https://www.wch.opho.jp

病院の概要

小児循環器科、心臓血管外科、小児神経科、小児外科、消化器・内分泌科、こどものこころの診療

科、遺伝診療科、血液・腫瘍科、呼吸器・アレルギー科、脳神経外科、腎・代謝科、泌尿器科、整形

外科、眼科、耳鼻咽喉科、形成外科、口腔外科、産科、母性内科、新生児科など

大阪府立病院機構　大阪母子医療センターでは、周産期・小児医療の基幹病院として高度で専門

的な医療のみならず、ローリスクな分娩や幅広い小児疾患の診療を担っています。

新生児診療相互援助システム、産婦人科診療相互援助システムなど新生児、母体の緊急搬送の基

幹病院でもあり、24時間患者の受け入れを行っています。研究所では、小児の希少疾患、難治性疾

患のゲノム解析や病態の解明、診断、治療法の開発に積極的に取り組んでいます。

泉北高速鉄道　光明池駅から徒歩5分

薬剤部の概要

きめ細かな調剤のみならず、乳幼児からAYA世代を含め、妊婦さんに至るそれぞれの患者さんに最適な

薬剤の提案や薬効を最大限に発揮させるための薬剤指導や副作用等の情報提供など患者さんに寄り

添った薬剤管理業務を行っています。

医薬品のみならず、医療全般について学ぶことが沢山ありますが、知識や経験が豊富な先輩方から

色々と学べる環境が整っています。小児や妊産婦の医療について興味がある方は、ぜひ一緒に頑張りま

しょう。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 地域医療支援病院

病床数 380床 診療科数 31診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 27人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

施設名

【勤務時間】8：45～17：15　（実働7時間30分・休憩1時間）　※当直有り

【休　日】4週8休制、【休　暇】夏期休暇（7日）、年末年始休暇（2～3日）、年次有給休暇

（10日～20日間）、特別休暇　等

【給　与】228,900円　（2022年度実績）※経験考慮　【昇　給】年1回（4月）

【諸手当】通勤手当、住宅手当、家族手当　等

【賞　与】年2回（7月・12月）／年間基準内賃金の約5ヵ月

採用について

2023年度：4名入職予定（すべて常勤）

【選考方法】 書類選考・筆記試験・面接

　教育に力を入れており「プリセプター制度」にてすすめております。具体的には、1年目薬剤師にはプリセ

プター（新人育成担当者）がつき、1年間それぞれの進捗状況に合わせて教育を行っています。最初

の3ヶ月間は、プリセプターとの間で「ステップアップシート（交換日記）」を記載して、疑問や不安が残ら

ないようにしています。また、数多くの専門薬剤師・認定薬剤師が在籍しています。日本医療薬学会認

定薬剤師研修施設、がん専門薬剤師研修施設、薬物療法専門薬剤師研修施設および日本病院

薬剤師会がん薬物療法認定薬剤師研修施設であり、研修できる環境はバッチリ整っています。

【薬剤師数】27 名（すべて常勤）

【業務内容】内服・外用薬調剤業務、注射薬調剤業務、薬剤管理指導業務、注射薬無菌調製業

務（高カロリー輸液、抗がん薬）、DI室業務、外来化学療法室業務、手術室業務

【教育制度】新人プリセプター制度（年齢の近い薬剤師とマンツーマンで教育していく制度）をとってお

り、段階を踏んでステップアップしていきます。

【薬剤部 施設認定】日本医療薬学会 認定薬剤師制度研修施設、日本医療薬学会 がん専門薬

剤師研修施設、日本医療薬学会 薬物療法専門薬剤師研修施設、薬学生実務実習生受入施設

和泉市

セイチョウカイ　フチュウビョウイン

2022生長会　府中病院

https://seichokai.jp/fuchu/

病院の概要

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 糖尿病内科 神経内科 外科 消化器外科

乳腺外科 内視鏡外科 心臓血管外科 整形外科形 成外科脳神経外科脳内科 小児科 皮膚科

泌尿器科 産科婦人科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 救急科 麻酔科 病理診断科 など

府中病院は、南大阪における基幹病院として、地域にしっかりと根をおろした急性期総合病院です。

地域医療支援病院として、24時間救急体制をはじめ多様化するニーズに応え、患者さんや地域医療

機関にとってより安心・信頼できる医療を提供し続けます。

〒594-0076　大阪府和泉市肥子町1-10-17

JR阪和線「和泉府中駅」西口から徒歩約2分

薬剤部の概要

入職後のスキルアップの支援も充実しており、薬剤部門のみならず医師や看護師、その他大勢のスタッフ

といっしょに、自分の理想を実現することができます。「なりたい薬剤師になる！」を応援します!

府中病院の薬剤部は若手のうちから調剤業務だけでなく、病棟や外来化学療法室、手術室業務、各

種チーム医療など様々な分野で活躍出来るように先輩から手厚いサポートがあります。親しみやすい先

輩と一緒に勉強しながら楽しくスキルアップしませんか。



社会医療法⼈三和会 永⼭病院
医療法⼈爽神堂 七⼭病院
医療法⼈桐葉会 ⽊島病院

第17⽀部＊ ⾙塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡熊取町・
同⽥尻町・同岬町

＊⼤阪府病院薬剤師会の会員施設の全てが掲載されているわけではありません。



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 一般病院（一部療養病床を有する病院） 
病床数 230床 診療科数 20診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 9人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実

績

　（前年度）

先輩・若手薬

剤師からの一

言

所属長からの

一言

施設名

4週8休制に基づく年間休日104日・シフトにて日祝日勤務あり（8:30~17:00）

238,100円～　経験年数加算あり

採用について

大阪大谷女子大学　1名採用

一般調剤、薬剤管理指導、医薬品管理業務、混注業務、医薬品情報活動など

病院薬剤師である私たちはチーム医療の一員としてさまざまな場面で必要とされ、勤務し

ています。

熊取町

シャカイイリョウホウジン　サンワカイ　ナガヤマビョウイン

2022社会医療法人　三和会　永山病院
www.nagayama.or.jp

病院の概要

内科・外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科・眼科・心療内科・神経

内科・腎臓内科・消化器内科・循環器内科など

急性期、地域包括ケア、医療療養と治療を目的とした施設であり、高齢者が出来る限り

住み慣れた地域、ご家族と共に療養しながら生活を送ることができ、身近な人に囲まれて

入院や在宅での最期を迎える患者様を支援していく体制がとても重要と考えています

JR阪和線　熊取駅　徒歩５分

薬剤部の概要

病院薬剤師としての知識が十分発揮される病院です。

患者様が安心して薬物療法をうけることができますよう一緒に支援していきましょう。

同じ世代の薬剤師がほとんどです。切磋琢磨しながら一緒にがんばりましょう。



所在地 作成年度

　　　病院 

4診療科 

経営主体 医療法人 施設機能分類

病床数 613床 診療科数

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 6人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績
　（前年度）

先輩・若手薬剤師
からの一言

所属⾧からの一言

施設名

8:45～17:00　年間休日１１６日（年末年始５日、夏季休暇含む）
日・祝休（オンコール体制）

正職員(月給)24，0240円～　　昇給年１回、賞与年２回
経験者は当法人規定に依り優遇します。

採用について

なし

調剤関連業務
医薬品情報管理業務
病棟薬剤業務
院内外研修会参加

熊取町

イリョウホウジンソウシンドウ　シチヤマビョウイン

2022医療法人爽神堂　七山病院
https://7yama.or.jp/

病院の概要

精神科

(理念)　「自利利他」の精神で医療・福祉に貢献します
(基本方針)
 １．利用者の立場に立った心のこもった医療・福祉を提供する
 ２．地域精神科医療への貢献と開かれた病院・施設を目指す
 ３．精神科医療の向上と啓発に努める
 ４．常に自らを見つめなおし、意欲を持って改善に努める

南海本線「泉佐野駅」・JR阪和線「熊取駅」より送迎バス
送迎バス時刻表はホームページを確認してください。

薬剤部の概要

精神科薬物療法認定薬剤師が在籍しています。
福利厚生も整っています。

精神科領域でも他領域と同じように薬剤師が活躍できる場がたくさんあります。

精神科 



所在地 作成年度

経営主体 医療法人 施設機能分類 精神科病院 

病床数 492床 診療科数 4診療科

主な診療科

病院の特色

アクセス

薬剤師数 7人

業務内容・特色

勤務体系

給与体系

薬剤師募集実績

　（前年度）

先輩・若手薬剤師

からの一言

所属長からの一言

・南海本線「なんば」▶30分▶「貝塚」▶水間鉄道へ乗換▶10分▶「森」▶徒歩3分▶着

・南海本線「なんば」▶30分▶「貝塚」▶シャトルバス▶40分▶着

・JR阪和線「天王寺」▶25分▶「東岸和田」▶シャトルバス▶20分▶着

薬剤部の概要

当薬局は病院玄関横、且つ医局への通路途中にあり、患者様や医師の動きを把握しやすい

最高の立地にあります。営業マン時代に培った人間関係構築のノウハウやフットワークを活かし、

様々な謎や疑問・依頼に立ち向かいます。

先人達が築いた医師との良好な人間関係・治療関係がベースにあるため、服薬指導・服薬支援

業務・疑義照会・処方提案などスムーズに行いやすい環境です。

施設名

9:00～17:30（休憩60分）　時間外ほぼなし・当直なし

シフト制（月8～9日休み）　有給休暇・リフレッシュ休暇あり

月収27万円（内訳：基本給＋加給＋皆勤手当1万円）～

※上記＋賞与（基本給×2.1ヵ月）を年2回＋年齢・経験考慮の上決定

※交通費支給（1万9000円/月まで）・残業手当・退職金制度あり

採用について

なし

【薬局内】電子カルテオーダー監査・実施処理・調剤および監査・持参薬処理など

【病棟内】病棟業務なし　都度服薬指導

【ラウンド】医療安全・転倒・褥瘡・NSTなど

【委員会】薬事審議・医療安全・院内感染・行動制限・褥瘡予防・栄養・電子カルテなど

全自動錠剤分包機・散薬分包機などの調剤支援システムの導入で、調剤監査以外の業務

（薬歴管理・処方提案・服薬支援や各種統計分析など）にも時間を割けるようになりました。

貝塚市

イリョウホウジン トウヨウカイ キジマビョウイン

2022医療法人 桐葉会 木島病院

http://www.kijima.or.jp

病院の概要

精神科・神経科・内科・歯科

精神科急性期治療病棟1(50床)、精神療養病棟(276床)、認知症治療病棟(120床)

精神科一般病床(46床) と、早期治療・療養にも適した病院です。入院時には、早い段階で

多職種でのカンファレンスを行い、各部署の治療ゴールを共有し、早期社会復帰を目指しています。

また、就労継続支援施設・グループホーム・訪問看護で、利用者の自立を支援したり、地域での質の

高い生活を送れるよう様々な面で援助を行っています。
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