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2　薬剤師募集要項

当院に
ついて

薬局長
大　関　秀　和

西海岸リゾートエリア

美ら海水族館

　当院は 308 床の急性期病院で、総合病院に準じた多くの
科があります。薬剤師にとって様々な科の処方箋に触れる
機会が多いことはとても勉強になります。眼下には青い海
が広がるのんびりとした環境のなかで一緒に働きません
か？

当院について

　当院は那覇市から車で約30分ほどの中城村にあります。
病院周辺は静かな住宅街ですが、ショッピングモールや
綺麗なビーチ、歴史漂う城跡など様々な施設や観光スポッ
トがあります。

　はじめに、病院における薬剤師の重要性は年々増してき
ており、治療に関わる事の「重み」や「責任」を感じます。
病院薬剤師の業務はまだまだ完成されたものではなく、新
しい業務や活動が広がりつつあります。これから薬剤師に
なろうとする人も含めた全ての薬剤師が将来の仕事を創造
していける素晴らしい仕事だと思います。
　最近では「がん薬物療法認定薬剤師」や「緩和薬物療法
認定薬剤師」など多くの専門薬剤師が誕生し、より深い知
識・技能の習得が求められています。医療現場の様々な場

面で必要とされる「安全」「栄養」「感染」の知識を柱とし、さらに専門分野で
ある「癌」「緩和」「救急」「周術期管理」「在宅医療」等に精通した薬剤師の育
成が必要です。
　薬局内は若手の意見を取り入れることで気兼ねなく発言できる職場環境を心
がけています。また、病院全体として業種間の垣根が低く医師や看護師とコミュ
ニケーションが取りやすい事が特徴です。眼下に海の広がる眺めのよい沖縄で
是非一緒に働きませんか？見学にも気軽にお越しください。

首里城

海岸リゾー西海
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首里城首
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薬局概要薬局

理念
私たちは心と心を結ぶ信頼される医療を目指します。

運営方針
1.  臨床薬剤師としての人材育成
2.  医薬品の安定供給と適正使用管理
3.  「より安全な薬物療法」と「より質の高い薬物療法」

職員数
総数 22 名（内訳：薬剤師 19名、薬局助手 2名、CRC 1 名）

認定・資格
認定実務実習指導薬剤師 ……2名
NST専門療法士………………1名

その他の薬剤師についても、緩和薬物療法認定薬剤師・抗菌化学療法認定
薬剤師の取得に向けて取り組んでいます。

活動実績
内容 学会名 開催地 発表年月日 発表者と研究者
演者 沖縄県薬剤師学術大会 沖縄県 2015 年 仲原大介
演者 日本造血細胞移植学会 沖縄県 2014 年 仲宗根ちひろ
講師 フィジカルアセスメント研修会 沖縄県 2019 年 5月～ 12月 大関秀和
講師 沖縄県緩和ケア研修 沖縄県 2019 年 8月 2日～ 3日 田中健嗣・大関秀和

平成 26年度計画及び実績
計画 目標 実績

薬剤管理指導 月間 1,100 件
年間 13,000 件

1,000 件
12,000 件

DI ニュース・情報配信 DI ニュース :7 報、緊急 :2 報
薬剤師 19名体制 19名 /24 名枠
学会参加 9件 2件 : 沖縄県薬剤師学術大会、環境感染学会
学会発表 3題 3題 : 沖縄県薬剤師学術大会 (2題 )、日本造血細胞移植学会
薬剤師病棟配置 複数病棟を兼任で配置（未算定）
スタッフ育成・
認定専門薬剤師育成

フィジカルアセスメント研修会へ参加しインストラクターを育成

実習・研修
(専門病院派遣 )

■薬局内勉強会　57件
■県内勉強会　40件
■県外講演会　周術期セミナー
　　　　　　　SGLT2 阻害薬
　　　　　　　PM研究会
　　　　　　　九州大腸がんセミナー等　10件
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薬剤師の活躍の場は
広がり続けています

薬剤師の活躍の場は
広がり続けています

※チーム活動
○緩和ケア
○ポリファーマシー対策委員会
○感染対策・AST
○化学療法委員会
○医療安全
○NST・褥瘡

医師

看護師

○○
○○
○

事務職

○ 褥瘡

薬剤師

緩和ケアチーム回診 感染対策ラウンド

化学療法委員会
NST・褥瘡
スタッフミーティング

　病院内のチーム活動や委員会
活動の中で薬剤師の役割は年々
重要性を増していて、様々な場
面で薬剤師の専門的知識が必要
とされています。

　緩和ケアチームでは 痛コントロールの
柱として、NST ではカロリー計算や輸液
療法を、化学療法委員会では抗がん剤プロ
トコール作成など中心的な役割を果たして
います。ここ紹介した以外にも、様々な委
員会があり、職種の壁を越えた連携で医療
サービスの向上に努めていてます。

薬

病院病院病院
活動の
重要性
面で薬
とされ
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薬剤師の活躍の場は
広がり続けています

教育・研修プログラ
ム

病棟回診風景

抗がん剤
混合調製のようす

教育・研

薬剤師の活躍の場は
広がり続けています

薬剤師のとある 1日薬剤師

新卒で初めて就職の方。分からないことだらけで不安ですよね。 かりゆし会では、入職時
基礎教育で社会人一年生の皆さんをしっかりサポート。転職の方にも、スキルの再確認を行っ
て頂きます。 ビジネスマナーから安全教育まで同期のみんなと一緒に学んで頂きます。基
礎教育終了後は、引き続き各部署の研修プログラムに移行します。 
新しく入職される全ての方に以下の基礎教育を受講して頂きます。

  
【基礎研修】
接遇教育
消防・災害時対応訓練

医療事故防止対策
院内感染防止対策

医療廃棄物取り扱い
個人情報保護・ITセキュリティ

【薬局　部門研修】
薬局では、薬学的ケアや品質管理など薬剤師が習得すべき知識が網羅できるよう新人業務チェックリストを活用
して 3ヶ月程度の研修期間としています。
病棟業務も 1年目から参加できるため、患者さんと接しながら成長していく事ができます。
院内勉強会なども充実しており、看護部の領域別研修や院内講演会などに参加する事ができます。

【学会参加補助・認定資格取得補助制度】
スキルアップや資格取得を目指す薬剤師のために、学会参加・発表費用や認定資格取得に向けた補助制度があり
ます。

8:30
▼
▼
▼

始業、定期薬調剤

9:00
▼
▼
▼

混合調製、服薬指導

12:00
▼
▼
▼

休憩♪

13:00
▼
▼
▼

臨時薬調剤

14:00
▼
▼
▼

病棟回診、病棟カンファレンス、
服薬指導、検薬、薬局ミーティ
ング

16:30
▼
▼
▼

申し送り・カルテ入力

17:30 終業♪
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募集要項

募集人数 3名　　同職 19名（うち、パートタイム 2名）　業務拡大の為増員です！
雇用形態 正職員または契約職員
給与体系 月給制
年収 1年目：約 392 万円　2年目：約 467 万円

※詳細は、下記の計算例をご参照下さい。
賞与 4.2 ヶ月　※前年度実績
諸手当 当直手当、資格手当、扶養手当※1、住宅手当※1、通勤手当※1、その他

※1　各手当の支給には条件・支給額上限があります
各種保障 厚生年金、労災保険、雇用保険、健康保険、退職金制度、その他（見舞金など）
勤務時間 1）8:30 ～ 17:30　　　　2）9:00 ～ 18:00　　　　3）17：00 ～ 9：00( 当直 )

シフト制
年間休日数 110 日前後（1ヶ月単位の変形労働時間制）※ 4週 8～ 9日休み
その他の待遇 ユニフォーム貸与、駐車場完備

■休暇　　　有給休暇・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇・リフレッシュ休暇・
　　　　　　慶弔休暇・結婚休暇・出産休暇
　　　　　　※入職 3年以内の有休取得率 100%!!

■その他　　保育園、病児保育室、生保団体加入割引、財形貯蓄を利用出来ます。

※支度金制度あり！（新卒の方・既卒の方・県外から来られる方）
応募資格 薬剤師免許をお持ちの方、または取得見込みの方。

応募に必要な書類 資格免許証（写）、職務経歴書、履歴書（写真貼付）
応募方法 電話またはメールでお問い合わせ下さい。応募書類を郵送の際は総務課宛にお願いします。
選考方法 面接。面接日程は応募者と調整のうえ決定します。
備考 新卒者・既卒者・職場環境を変えたい方！募集しています！病院見学も随時可能です。

ご連絡ください♪
当院では働く職員のために、病児・病後保育（小児デイケア）を行っています。
お子様が熱を出しても安心して働くことができます。
就業時間・勤務形態の相談には、柔軟に応じますのでお気軽にお問合せ下さい！！

年収例について
上記募集要項内の年収例は、次のとおり算定しています。ただし、一例であり手当支給条件や業績に応じ変動す
る場合があります。

１年目（4月入職）年収例　約 392 万円※

（月給内訳） 基本給 208,300 円
薬剤師手当 30,000 円
通勤手当（5～ 10km未満） 4,500 円
当直手当（月 2回、7ヶ月目より） 26,000 円
扶養手当 　　　0円
残業手当（月 10 時間） 16,280 円
月給総支給額 285,080 円

（賞与内訳）
夏季 （基本給+役職手当）× 1.8 ヶ月※

冬季 （基本給+役職手当）× 2.2 ヶ月
決算　 （基本給+役職手当）× 0.2 ヶ月

（前年度決算実績によって支給率は変動）
賞与総支給額※ 499,920 円

２年目年収例　約 467 万円
（月給内訳） 基本給 212,100 円

薬剤師手当 30,000 円
通勤手当（5～ 10km未満） 4,500 円
当直手当（月 4回） 52,000 円
扶養手当 　　　0円
残業手当（月 10 時間） 16,580 円
月給総支給額 315,180 円

（賞与内訳）
夏季 （基本給+役職手当）× 1.8 ヶ月
冬季 （基本給+役職手当）× 2.2 ヶ月
決算 　（基本給+役職手当）× 0.2 ヶ月

（前年度決算実績によって支給率は変動）
賞与総支給額 890,820 円

※1年目の夏季賞与については算定期間途中のため勤務期間に応じて変動します。満額支給にはなりませんので上記表には含めていません。
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センパイからのメッ
セージ
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平　良　佳　穂
（2019 年入職）

小　槻　真　子
（2019 年入職）

仕事も遊びも他職種との接点が多く仕事も遊びも他職種との接点が多く
成長できる職場です成長できる職場です
　私は福岡からこのハートライフ病院に就職しました。私は高校時代に海外留学を　私は福岡からこのハートライフ病院に就職しました。私は高校時代に海外留学を
していました。沖縄には１度も住んだことはないですが、沖縄では外国人観光客やしていました。沖縄には１度も住んだことはないですが、沖縄では外国人観光客や
アメリカ人が多く英語が必要な場面も多々あります。そんな時に、留学で学んだ英アメリカ人が多く英語が必要な場面も多々あります。そんな時に、留学で学んだ英
語が少しでも生かされればと思い沖縄での就職を決めました。語が少しでも生かされればと思い沖縄での就職を決めました。
　ハートライフ病院では多くの科があり、様々な症例に携わることができます。初　ハートライフ病院では多くの科があり、様々な症例に携わることができます。初
めは、分からない事が多いですが、その都度調べ、自分で解決できない場合は先輩めは、分からない事が多いですが、その都度調べ、自分で解決できない場合は先輩
方に相談し解決するようにしています。困ったことがあればすぐに聞けるような環方に相談し解決するようにしています。困ったことがあればすぐに聞けるような環
境で、みなさんフレンドリーで明るい職場です。ぜひ一度見学しに来てください。境で、みなさんフレンドリーで明るい職場です。ぜひ一度見学しに来てください。

雰囲気が和気あいあいとした感じで雰囲気が和気あいあいとした感じで
気軽に質問できる職場です気軽に質問できる職場です
　私は大学 5年生時の病院実習先がこのハートライフ病院でした。300 床以上ある　私は大学 5年生時の病院実習先がこのハートライフ病院でした。300 床以上ある
急性期病院ということもあり、色んな症例を勉強させてもらいました。急性期病院ということもあり、色んな症例を勉強させてもらいました。
　この病院を選んだのは、薬局内の雰囲気が和気あいあいとした感じで、わからな　この病院を選んだのは、薬局内の雰囲気が和気あいあいとした感じで、わからな
い事を先輩薬剤師に気軽に聞ける環境に惹かれました。また病院ならではの “チーい事を先輩薬剤師に気軽に聞ける環境に惹かれました。また病院ならではの “チー
ム医療 ” や病棟業務での他職種連携業務にも魅力を感じました。入職してからは、ム医療 ” や病棟業務での他職種連携業務にも魅力を感じました。入職してからは、
仕事でだけでなくサークル活動や、ビーチパーティ―、忘年会などで様々な職種の仕事でだけでなくサークル活動や、ビーチパーティ―、忘年会などで様々な職種の
人との関わりを持つことができ充実した日々を送っています。今後、薬剤師として人との関わりを持つことができ充実した日々を送っています。今後、薬剤師として
周りに頼ってもらえるよう精進していきたいと思います。周りに頼ってもらえるよう精進していきたいと思います。

私たちと一緒に働きましょう !!
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