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〒195-0051　東京都町田市真光寺町 197

薬局ページ

NST ラウンド 病棟・認知症ケアラウンド認知症患者への処方支援 認知症研修認定薬剤師

教えて先輩！

慢性期病院
ホンネと魅力
座談会

昼ごはんつき！

やります！

03 本音型
センパイとランチをしながら、何でも
聞いてみよう！現場で働く薬剤師
に生の声を聞けるチャンスです。

02 学習型
慢性期病院において薬剤師の
果たすべき役割や活躍の場を仕
事別に分かりやすくお伝えします。

01 実践型
より日常に近い業務を見ることが
でき、患者さまとの関わりも感じ
られます。※状況により内容が変更になる場合がございます。

鶴川サナトリウム病院



お問い合わせ 総務課 相馬
〒354-0045
埼玉県入間郡三芳町上富2177番地

埼玉セントラル病院

☎ 049-259-0161(代)
✉central.recruit@ims.gr.jp

🚙🚙 アクセス 🚃🚃
≪東武東上線 ふじみ野駅 送迎車にて１０分≫
送迎車の時刻など、詳細は当院HPを参照ください。

～当日のスケジュール～

9：00～9：30 オリエンテーション
(慢性期病院の役割と、そこで働く薬剤師について)

9：30～10：30 院内見学
(慢性期病院を見学)

10：30～12：30 薬剤管理指導
(慢性期病院での薬剤管理指導を体験)

12：30～13：30 ランチタイム・質疑応答
(薬剤師と一緒に食べながら、気軽に質問して下さい)

１３：３０ 終 了

対 象 薬学部４年生～６年生
受付人数 １日２名まで
受付期限 開催日の１週間前まで

※期限を過ぎた場合でも日程を調整しますので
お気楽にご相談ください

～持ち物～
＊白衣（大学で使用しているもので可）
＊上履き（白を基調とした運動靴）
＊筆記用具



kitaodawara hospital

お問い合わせ先：北小田原病院 総務課 大橋
TEL：0465-73-2191 e-mail：m.ohhashi@ims.gr.jp
住所：神奈川県南足柄市矢倉沢625
小田急線新松田駅から送迎バス。車でも来院可能です

時間 内容

10:30 受付

10:45 精神科薬物療法業務

ランチョンセミナー

（昼食は当院でご用意します。）

13:30 施設・各部署見学

14:00 質疑応答後終了

12:30

＊見学日により時間、内容がかわることがございます。



病院薬剤師体験 
  

開催日時 毎月第3金曜日 10：00～14：00 ※他の日程はご相談下さい。 

持ち物 白衣、歩きやすい靴、筆記用具 ※昼食はこちらで準備します。 

体験病棟 
回復期リハビリテーション病棟 
精神科急性期治療病棟 
 ※カンファレンス参加、入院・退院時指導見学 

連絡先 
総務課採用担当 Mail：emh@ims.gr.jp  TEL：045-912-2741 
※新型コロナウイルス感染症の流行状況により、中止する場合がございます。 
  開催についてはメールにてお問い合わせください。 

アクセス 東急田園都市線 江田駅から徒歩3分 

東急田園都市線沿線にある病院です。 
精神科や療養期の薬剤師業務を 
体験してみませんか？ 

お問い合わせページ
はこちらから！ 
          



【病院薬剤師体験タイムスケジュール】
13：30 集合、病院の概要説明・薬剤科紹介
14：30 薬剤科見学
15：00 無菌調剤体験
16：00 質疑応答、終了
※内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【持ち物】
・筆記用具
・靴（音の出にくい踵のあるもの）
※白衣は当院でご用意致します。

IMSグループ

医療法人財団 明理会相原病院

神奈川県相模原市にある慢性期病院で
病院薬剤師体験・病院見学に参加しませんか？

【日程】
毎週火曜日と水曜日に随時開催中
※ご希望の日時がありましたら、
調整可能ですのでお問い合わせ下さい。

【募集対象】
薬学部 5年生・6年生

【病院見学タイムスケジュール】
10：30 集合、病院の概要説明
11：00 薬剤科紹介
11：30  薬剤科内見学・座談会
12：00 質疑応答、終了

【持ち物】
・筆記用具

【お申し込み・問い合わせ】
ＴＥＬ：042-772-3121（担当者直通）
Ｅ-mail：aihara.recruit@ims.gr.jp 
※採用情報ページの「求人に関するお問い合わせフォーム」からも
お問い合わせ・ご予約いただけます。皆様のご参加お待ちしております🌼

担当者：総務課 担当

相原病院
ホームページ

QRコード



体験募集中！
病院には様々な専門職の仲間がいます

職 場 の 雰 囲 気 を 体 験 し て み よ う ！

各分野の専門職によるチーム医療を実践し、患者さま主体の医療

を目指します。お互いの役割を認識すると共に、薬剤師の役割を

感じてみてください。

グループ病院ならではの教育や
働く体制があります
日々進歩する薬物療法に対応するため、研鑽は欠かせません。

当院では教育研修体制や、薬剤師の様々な病院での勤務体制を

知ることができます。

随時受付中です
見学OK！

西 仙 台 病 院

022-394-5721

集合・オリエンテーション9：00

無菌調製を体験

9：30 病棟での業務を体験

11：30

チーム医療とは？
●褥瘡ラウンド・NST ラウンド・院内感染・医療安全で
　活躍している薬剤師から直接話を聞いてみよう！
●一緒に病棟をラウンドしよう！

●配薬監査・服薬状況確認 他

12：00

終了　お疲れ様でした！

白衣 / 名札 / 昼食 / シューズ / 筆記用具

12：45

集合・オリエンテーション9：00

病棟での業務を体験9：30

無菌調製を体験11：30

チーム医療とは？12：00

昼食12：45

服薬指導・見学・
病棟での業務を体験

13：30

終了　お疲れ様でした！15：30

〒989-3212　仙台市青葉区芋沢字新田54-4　[ 受付時間 ] 平日/ 9：00~17：00　土曜日/ 9：00~12：00

病
院
病
院

当日のスケジュール

持ち物

見学をご希望の方は、希望日の 1 週間前までにお問い合わせください

質問や疑問も
お気軽に♪

午前の
み！

半日コース半日コース
じっく

り！

1日コース1日コース



当院では、将来薬剤師を目指したい！といった薬学生を対象に
「高齢社会の療養病院を見てみたい」「急性期と慢性期の違いを感じてみたい」
「病院薬剤師ってこんなことをしているんだ」といった発見をして頂くことを目的に
薬剤師インターンシップを実施しています。

山形ロイヤル病院 薬剤部

病院薬剤師体験募集

場 所

持ち物

報 酬

受入人数

山形ロイヤル病院
山形県東根市大森２丁目３－６

若干名

無し

白衣、
音の鳴りにくい靴

インターンシップ内容

9：00 受付集合

9：15 薬剤師のいろいろ
“病院薬剤師の日頃の仕事”概論

病院の実際の雰囲気は？
病院見学

薬剤師体験①セントラル
薬剤師の日常に疑似的に触れる

薬剤師体験②専門的な関わり
薬剤師の日常に疑似的に触れる

懇談会

12：00 終了

応募要項

受付時間 月～金/９：００～１７：３０ 土９：００～１２：３０ 担当：総務課 小形

平日いつでも、
随時受け入れ行っております♪
お気軽にお問い合わせください！
【＊土日祝日は要相談】

※新型コロナウイルス感染症
予防を講じたうえで開催いた
しますが、

開催内容等が変更になる場合
もございます。
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