


京品川病院概要東

診療科 31診療科
総合内科・消化器内科・呼吸器内科・血液内科

・神経内科・脳神経内科・婦人科
・産科・泌尿器科・循環器内科・腎臓内科
・代謝内分泌内科・小児科・眼科・皮膚科
・歯科口腔外科・耳鼻咽喉科・神経精神科

・救急科・外科・整形外科・神経外科
・脊髄脊椎外科・血管外科・乳腺外科

・呼吸器外科・形成外科・リハビリテーション科
・放射線科・病理診断科・緩和ケア科・麻酔科

など

東京都区南部医療圏の主要な病院の1つに位置しており、
地域に根差した総合病院として幅広いニーズに対応できるよう、
24時間、365日手術及び治療可能な病院です。

●1号棟
B1F 薬剤科 放射線科（MRI・X線・CT）

内視鏡
1F 救急外来 救急外来処置室 医事課 診療情報管理室

総合案内 総合受付 入退院受付 外来診察室
2F 外来診察室 検査室 外来化学療法室
3F 手術室 HCU
4F 一般病棟
5F 一般病棟
6F 一般病棟
7F 一般病棟（バースセンター）
8F 栄養指導室 レストラン 職員食堂

当院

ＪＲ

病床数 400床 ： 一般病床 310床 回復期 90床
（HCU 12床、産科 16床）

～院長 蒲池 健一～

明るく充実感を持ち、患者さん
を想いながら一緒により
良い病院をめざしませんか

●2号館
1F 透析センター
2F リハビリテーション科
3F 回復期リハビリテーション病棟
4F 回復期リハビリテーション病棟
●3号館

健診センター、治験管理室
～ 一部抜粋 ～

●新病棟 B1～5F 建設中



局紹介薬
薬剤科目標

職能を生かして、副作用の早期発見や不利益をもたらす
薬同士の飲み合わせを回避し、患者さんのＱＯＬを向上
させること。また、最新医薬品情報の院内広報に努め、
患者さんが安心して治療に専念できる“信頼性”の獲得を
目標としています。

主な環境 （2021年 4月現在）

・採用品目数
内服500種 外用200種 注射450種

・平均処方枚数 外来 20枚/日
入院 170枚/日
院外処方箋発行率 90％

・薬剤管理指導 約650件/月
・病棟薬剤業務実施 5病棟→7病棟
・外来化学療法実施 約80件/月

電子カルテ導入

薬剤師数 23名
（男：7名 女16名）

事務員 3名

●抗癌剤の混注指導風景 ●クリーンベンチ

月100件を超える化学療法および高カロリー輸
液調製に対応できるように、それぞれ別室で
薬剤の調製を行っています。

ＤＩ室には病院内に採用しているインタビュー
フォームをはじめ、各種資料や患者さんに説明

できる資料を取り揃えており、病棟業務に活用
しています。

●ＤＩ室



育プログラム教

4月

5月

6月
～

7月

8月
～

新人研修
接遇研修
プリセプターと食事会
採用薬に関する勉強

院内製剤に関する勉強会
電子カルテ取り扱い研修
プリセプターと食事会

合同学術研修会参加

教育方法

新人薬剤師が早く職場と薬剤師業務に
適応できるようにするため1年間、
先輩薬剤師がモデルとなり、1対1
方式で実戦能力を教育する方法です。

病棟担当
チーム医療参画
認定取得

２年目以降は病棟業務活動を行いながら、チーム医療などにも
積極的に参加していきます。

・日病薬病院薬学認定薬剤師
・日本薬剤師研修センター認定薬剤師

・日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師
など

認定薬剤師の状況

主なチーム医療の活動

・外来がん薬物療法
・感染対策チーム（ICT）
・褥瘡対策チーム
・緩和チーム

・認知症ケアチーム
・抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
・栄養サポートチーム（NST）
・医療安全対策 など

調剤、注射、混注
初回面談など
病棟業務補助



4月

11月

12月
～

～

～
9月

10月
～

TDM業務
夜勤練習
抗癌剤調製
調剤監査業務練習

1月

2月
～

3月

調剤監査業務
夜勤業務
病棟業務（病棟受持ち）
院内感染対策講習会

休日日勤業務

合同学術研修会参加

学会参加・発表
認定薬剤師

学会・研修会に参加し、他施設の活動や最新の薬学情報を
収集することで、幅広く・専門的な知識・技術習得を行い、
キャリアアップを目指します。

・がん薬物療法専門薬剤師養成研究会
・医療安全講習会
・東京都緩和医療薬学フォーラム
・糖尿病領域薬剤師養成研究会 など

・日本医療薬学会年会
・日本臨床腫瘍薬学会
・日本静脈経腸栄養学会

主な研修会

学会参加・発表



務条件・待遇・福利厚生勤

0 ・ 2 ・ 4 ・ 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12 ・ 14 ・ 16 ・ 18 ・ 20 ・ 22 ・ 24

夜勤 （～9：00） 夜勤 （16：30～

日勤 8：30～17：00

勤務時間

※ 休憩時間（日勤 1時間） （夜勤 2～3時間程度） も含みます
※ 夜勤業務（朝・夕食付） は月2回程度 練習後10～11月頃より開始
※ 残業時間は月に5～10時間程度 （必ず別途支給となります）

【休日】 4週8休制度 リフレッシュ休日（年間 8日）
【休暇】 有給休暇

特別休暇（慶弔休暇・産前産後休暇・育児休暇・婚姻休暇）

待遇

賞与 年3回 基本給×4.2ヵ月
昇給 年1回

募集要項

試験内容 面接・筆記試験（専門・一般常識）
試験日程 通年6～7月（日程調整し、お知らせします）
応募書類 履歴書・成績証明書・卒業見込証明書

初任給 ￥274,000 （諸手当含む）
夜勤手当 ￥ 7,000 （月2回程度）

住宅手当 ￥15,000 （世帯主）
交通費 ￥24,000まで

主な福利厚生
★保養所 ： 那須・九州
★院内旅行/海外研修 ： グループ全体で30以上のコースが計画され参加可能
★各種割引 ： 一部賃貸アパートや音楽コンサートなどの割引
★健康管理 ： 各種予防接種割引・定期健康診断など



JR京浜東北線大井町駅から 徒歩7分
（中央東方面 きゅりあん側）
東急大井町線大井町駅から 徒歩9分

りんかい線大井町駅から 徒歩12分

京浜急行立会川駅から 徒歩10分

交通アクセス

空港まで25分 ♪

病院
見学会

病院見学を随時受け付けています。

連絡をお待ちしています。

03-3764-0511

東京品川病院ホームページより
メールを！！

詳しくは 東京品川病院

最寄りはatre・商業施設も充実♪


