
薬剤師募集

正職員（常勤）
パート職員（非常勤）

仕事内容

調剤業務

入院患者さんへの調剤業務について午前を中心に行います。患者さ
んの服薬管理を支援するために、一包化調剤を原則としております。
外来調剤については院外処方となります。

薬剤管理指導業務

精神科では一生涯の服薬を求められるケースも多く、“どのように服
薬を動機づけるのか”については、とても大切になります。患者さん
一人一人がどのように日常生活に悩まれているかを伺い、その思い
に共感し、改善策を考えていく中で、“お薬は患者さんにとってどの
ような価値があるのか”、一緒に探して行くお手伝いをします。じっ
くりと患者さんとお話を出来る時間を設けられることは当薬局の強
みです。

訪問指導

“日常生活の中で問題が生じた”ことで治療を受けられた患者さんが、
実際の生活環境でどのように過ごされ、どのような課題に直面され
ているのか、どのようなリスクを生じえるのか、現場にて一緒に考
えることが出来ます。多職種にて伺っており、それぞれの専門性の
視野を取り入れた効果的なチーム医療を行えます。

NST（栄養サポートチーム）

精神科の患者さんは生活習慣が不規則になりやすく、また精神疾患
や薬剤の影響など栄養状態が不安定となる原因は多種多様です。薬
剤師もNSTの一員として参加し、多職種と積極的な意見交換を交わ
しています。薬学的な視点にとらわれず広い視野で、患者さん一人
一人に合わせたより良い治療に努めています。

充実した研修・教育制度

薬剤師職は患者さんとの医療を効果的に進めるために、常に幅広い
分野における教養を養い、知識を洗練し続けることで職能を発揮可
能な状態を維持できます。従って、院内蔵書の充実、研修会や学会
などへの参加支援に力を入れています。
滋賀医科大学精神医学講座と協力し、薬理学的研究も継続的に実施
中です。専門薬剤師によるサポートも可能であり、日本病院薬剤師
会が推進している精神科専門薬剤師・認定薬剤師を初学者から取得
しやすい環境となっています。 文面の変更をお願いします。



薬局長からのメッセージ

昨今の精神科領域における薬理学の進歩は特筆すべきものがあり
ます。また、その投与方法においても大きな変革が求められていま
す。当院においても常に最新の情報に耳を澄ませ、より良き薬物療
法の実現に取り組んでいます。それは機器類の更新のみならず服薬
指導に代表される、実際の臨床にこだわった薬物療法を目標にした
ものです。
入職後は、経験を考慮し業務の分担を行い、それに対する個々人

の努力と成果により評価がなされ、実力を発揮できます。また薬剤
師としての研鑽を積むことを目的とし、各地の医療機関・大学と連
携した研修・研究に対する援助も充実しています。関連研究医療機
関としては、滋賀医科大学精神医学講座、独協医科大学精神神経学
教室、国立精神・神経センター神経研究所があります。

脳の不思議

自由な発想と創造力をもたらす我々の脳は実に不思議です。「神経細胞とグリア細胞」たったそれ
だけの構成から、多くの感動を味わい困難を乗り越えるだけの英知をヒトに与えています。
脳にはまだまだ未解明の機構が多く（なぜ眠るのか？すらも詳しくは分かっていません）「脳に起

こる病気≒精神科疾患」については学部時代には多くを習わなかったかもしれません。しかし、国際
的な重点研究課題に位置づけられた精神疾患はこれからの５０年でダイナミックな医療技術の革新と
進歩を遂げるでしょう。あなたにもその飛躍を実際に体感できるチャンスがあります。
当院の特徴として、外来調剤をアウトソーシングしており、入院調剤と服薬指導に特化しているこ

とから、入職１年目からただ単調な調剤業務に追われることなく、ゆとりを持って患者さん一人一人
と向き合うに十分な時間が与えられます。
高次脳機能を対象とする精神疾患に向き合い挑戦するには、特に「考える力」が試されます。あな

たの自由な発想と創造力が大いに刺激され、あなたの人生を掛けるに値する困難と患者さんと共に多
くの感動を経験できるでしょう。
当院においては代表的精神疾患である統合失調症だけではなく、うつ病や双極性障害といった気分

障害の症例が多い事が挙げられます。さらには、増加の一途を辿っている認知症についても幅広い症
例が経験できます｡

他職種と同じ臨床現場に立つことが我々薬剤師にも求められます。

• どのような事を患者さんは訴え、悩んでおられるのか
• 患者さんはどのように良くなっていくのか

を体験することで多くの気付きと日々それに見合った課題が得られるでしょう。患者さんと共に成長
する事が求められます。これらの経験を早期より経験豊富な指導者と共にアセスメントし、深く考え
をめぐらせることで

• 問題はどこにあるのか
• 治療にはどのような選択肢があるのか
• 薬効評価はどのように考えるのか

を体系的に学ぶ事が出来ます。

更に希望者は院外で開催される各種講演会や学会へ積極的に参加するだけでなく、研究（臨床・基
礎研究）への参加機会も用意されています。リサーチマインドをお持ちの方も十分に学んで頂けると
思います｡
そのため、日本病院薬剤師会が推進している精神科専門薬剤師・認定薬剤師を取得しやすい環境と

なっています。将来的に精神科以外の科を選ばれた場合でも､入院中の方の精神的不調に対応できる
力が付くよう指導しています｡
さらに詳しくお聞きになりたい方は、是非お気軽にお問い合わせください。



先輩職員の声

患者さんの「本当の声」、「長い人生」に寄り添い、支えるということ

悩みの種は尽きません、患者さんとじっくり向き合い、じっくり考えるということ

私は大学卒業とともに水口病院へ就職しました。入職当初は外来
も院内調剤だったため、1日のほとんどを調剤業務に追われる日々で
した。2年目に院外処方への切替えがあり、空いた時間で病棟での服
薬管理指導を開始しました。精神科では他科に比べて入院期間が長
く、一人ひとりの患者さんとじっくりお話することができました。
長期に渡る関わりのなかで、患者さんの「本当の声」を聞く機会が
多くありました。それは、薬に関することだけではなく、生活の困
難さや将来の不安、生き辛さなど様々です。疾患や薬物治療だけに
とらわれず、その人の生活や考え方を理解することの重要性に気づ
かされました。
今では、「抱える苦しみをどのように和らげるのか？」「その人

らしい生き方とは何か？」ということを常に考えて業務を行ってい
ます。 その取り組みの一つが、昨年から開始した訪問薬剤管理指導
です。 患者さんの自宅に赴き、生活に根ざした指導・支援をしてい
ます。
当薬局では、より良い医療のための試みをどんどん行っています。
ぜひ一緒に、患者さんに寄り添った医療を提供しましょう。 福本大輝

精神科の医療に興味があり、地元に大きな精神科の病院があると
いうことで、見学に行ったところ、雰囲気がとてもよかったので、
ここに就職させていただきました。
入った頃は、仕事内容を覚えたり、薬を覚えたりするのに必死で

したが、分からないことは先輩たちが丁寧に教えて下さったので、
他の病院に勤めている友達よりも早く自立できる形にいけたのでは
ないかと思っています。とはいっても、知識も経験もまだまだだと
感じる毎日です。他のスタッフから質問されても、すぐに答えられ
なかったり、患者さんとどう接し、薬剤師としてどう助けたらいい
のか、と悩むことは多くあります。また、NSTチームにも参加させ
ていただいてますが、この患者さんはどうしたらごはんを食べてく
れるのか、などと悩みの種は尽きません。ですが、考える時間は十
分にありますし、頼れる先輩もいます。
患者さんとじっくり向き合える時間があるのも、この病院の薬局

の自慢でもあります。 答えは簡単に出ないことも多いですが、考え
た分だけそれが自分の力になると思いますし、患者さんの笑顔が増
えたり、話をしてくれるようになると、とても嬉しくなります。
これからも、色んな患者さんと接しながら自分を成長させていき

たいです。 岡城早紀

インターン制度

インターンは随時募集しています。
4、5回生でも興味のある方は是非ご参加ください。
遠方の場合は寮も完備（寮費・昼食代は病院が負担）

期間

インターン
参加大学

実務実習
受け入れ

1～7日

京都薬科大学 6名、大阪大谷大学 1名、同志社女子大学 2名、
名城大学 1名、立命館大学 6名、大阪医科薬科大学 1名

2020年度 6名（京都薬科大学、摂南大学、兵庫医療大学、広島国際大学）
2019年度 4名（京都薬科大学、大阪薬科大学、摂南大学



インターン参加者の感想

服薬指導を超える病院業務への驚き

立命館大学 Tさん（2018/3/19-20）

就職活動をするにあたって、『単科と総合病院の違いを知りたく、
また精神科に興味を持っているが、薬局実習では精神科領域の薬が
適正に使用できているのかが分からなかった』のでインターンシップ
に応募しました。自分の想像していた病院薬剤師像である、単なる
服薬指導だけではなく、在宅や患者さんの状態チェックの為の病棟
業務が行われており驚きました。
現在の医療では退院した後の状態の把握が難しいと感じており、

薬局での在宅や訪問看護ステーションは増えているが、病院カルテ
を閲覧できないことから情報が少なく、再入院しても病院側もどの
ような生活を送っていたのかわからないのが現状ですが、病院自体
が訪問薬剤師や訪問看護を行うことで、生涯を支援していくことは
１つの解決方法だと思いました。
これまでの印象では精神疾患の患者さんは会話することが難しく、

聞き取りが非常に困難であると思っていましたが、実際には自分の
思っていることを一生懸命伝えようとして下さる方が多い事に気付きました。生活を続けていけるように会
話の中でさりげなく症状の確認を行い、指導へ活かしていく技術や観点は大変勉強になりました。
また、精神科の薬剤師は精神科薬物療法の知識だけではなく、心理学的なコミュニケーション技法を用い

たり、単科の病院では他科の専門医がおらず、問い合わせ先として標榜科目以外の幅広い知識を薬剤師が
知っていることが重要であると知りました。

患者さんの目線から最大限の利益を引き出す思考を実感

立命館大学 Nさん（2017/8/23-24）

精神疾患は病気の線引き自体が難しいとのことで、
教科書だけではつかめない部分が多々あるのだろうと
思っていました。大学の同級生から『水口病院のイン
ターンが精神科への見方やイメージを変える機会に
なった』と聞いてインターンに応募しました。
病院内の様子は想像していたよりも綺麗で明るく

（特に職員さんが）、陽性症状/陰性症状といった
フレーズが私の中で一人歩きしていたが、普通に会話やゲームを楽しんでいる姿から今までなんとなく抱い
ていたイメージとは違っていました。
精神科では経過によって診断名が変わっていくこともあるという話を聞いて、診断の繊細さや難しさを感

じたと同時に、病によって違う幻覚のタイプもあることを知り、患者さんと接することで見分け方のポイン
トを肌で感じられたりするのかなと思いました。
治療方針や指導記録を読んでいると、『いかに患者さんの目線に立って最大限の利益を引き出そうと思案し

ているか』が伝わってきました。薬物療法はもちろんですが、副作用に囚われ過ぎず、本当に困っているこ
とへのフォーカスをすることが信用への第一歩であり、ひいては回復への近道であると伝わってきました。
2日間のインターンを通して、患者さん本人はもちろん、周囲の協力が不可欠であることを再認識しまし

た。特に生活環境を整え、社会復帰をする為には、家族の支え無しには実現できないと感じました。病院以
外にも、グループホームやしろやまコミュニティハウスなどの関連事業をみて、就労支援や1人暮らしの練
習についても病院の支援下で行え、患者さんやその家族も安心できる取り組みがあると思いました。

問題を的確に把握し、会話に載せる能力

立命館大学 Nさん（2017/8/17-18）

薬局は外来患者さんのアフターケアとして機能を発揮しますが、薬局での実務実習では精神科患者さんへ
の服薬指導にかけられる時間は5~10分が殆どでした。また、毎回同じ薬剤師が対応できるわけではなく、
患者さんの中には簡単に心を開いてくれない方もおられ、『病院ではどのように精神科の患者さんへアプ
ローチしているのかを知りたい』と思いインターンシップに参加しました。
今回のインターンシップでは病棟や在宅訪問での服薬指導に同行し、1人1人の患者さんの話を焦らずゆっ

くりと聞くことが出来る十分な時間があると感じました。
『学校ではこの疾患にはこれだけの症状がある』と画一的に教わるので、同じ病名の患者さんであっても、

意思疎通が出来る方もいれば、全く応じない方もおられ、ある１つの診断名でも症状が多様であることに少
し驚きました。また講義では症状の内容まで習う機会はありませんでしたが、疾患による幻視、幻聴体験の
違いなどを知り、患者さんの訴えから、何に困っているのか、何をして欲しいのか、最近の症状はどうかな
ど、『的確に把握する能力が必要だと思いました。また、それらの事を自然な流れの中で話しているように見
えました。』患者さんとの距離が近いのは病院より薬局と聞いていましたが、病院も患者さんとの距離が近
いと思いました。



業績

認定資格など

• 日本病院薬剤師会 精神科専門薬剤師 1名（大久保雅則）

• 日本病院薬剤師会 精神科薬物療法認定薬剤師 2名（福本大輝、大久保雅則）

• 日本病院薬剤師会 日病薬病院薬学認定薬剤師 2名（村田英里子、大久保雅則）

• 日本薬剤師研修センター 認定薬剤師 3名（岡城早城、福本大輝、大久保雅則）

• 日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 1名（大久保雅則）

• 滋賀医科大学大学院 医学博士取得 1名（大久保雅則）

• 滋賀医科大学 精神医学講座非常勤講師（大久保雅則）

• 一般社団法人滋賀県病院薬剤師会 理事・精神薬物療法委員会委員長（大久保雅則）

論文執筆・書籍執筆など

• 薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト2021年版 分担執筆 p246-261 (2021)
「第４章 チーム医療への参画（多職種連携、ICT、AST、NST、緩和ケアチーム、褥瘡チームに関する
内容）」 （大久保 雅則）

• 胆道感染症治療に対する重症度判定テンプレートを利用した院内推奨抗菌薬の導入とその評価
杢保貴幸，濵田真由子，石井康友，安冨香里，向井浩一朗，坂上恭子，植田宏治，松岡裕士，徳竹裕
貴，大久保雅則
日本病院薬剤師会雑誌57(1): 37-44 (2021)

• 薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト2020年版 分担執筆 p190-205 (2020)
「第4章 チーム医療への参画（多職種連携、ICT、AST、NST、緩和ケアチーム、褥瘡チームに関する
内容）」（大久保 雅則）

• 感染制御チームによる週1回の抗菌薬適正使用支援の成果
杢保貴幸，大西優里，徳竹裕貴，石井康友，中西智美，植田宏治，松岡裕士，大久保雅則
日本医療薬学会誌 医療薬学 Vol.45 (1), 34-43 (2019)

• 薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト2019年版 分担執筆 p188-203 (2019)
「第4章 チーム医療への参画（多職種連携、ICT、AST、NST、緩和ケアチーム、褥瘡チームに関する
内容）」（大久保 雅則）

• 医薬ジャーナル 新薬展望 2017 「統合失調症治療薬」 分担執筆
Vol. 53, S-1, 2017 p. 471-480 (大久保 雅則)

• 届出対象抗菌薬に対するASPに基づく薬学的介入の効果
杢保貴幸、徳竹裕貴、石井康友、植田宏冶、松岡裕士、大久保 雅則
日本病院薬剤師会雑誌 52(2)：177-181 (2016)

• Aberrant monoaminergic system in thyroid hormone receptor-β deficient mice as a model of 
attention-deficit/hyperactivity disorder
The International Journal of Neuropsychopharmacology, First published online: Jan 22 (2015) （大
久保 雅則）

• 精神疾患患者へのオーダーメイド医療への挑戦
滋賀医大雑誌 Vol.27(1)：a2-a8(2014). （大久保 雅則）

• Antidepressants and mood stabilizers effects on histone deacetylase expression in C57BL/6 mice: 
Brain region specific changes. Journal of Psychiatric Research . Jun 15: 1204-14.(2013). （大久保
雅則）

• Consideration of congenital hypothyroidism as the possible cause of autism. A New Look at 
Hypothyroidism. Feb 17: 243-256 (2012). （大久保 雅則）



学会発表・講演・シンポジウムなど

• ニプロ株式会社 医薬営業本部 招聘講演 (2019)
「統合失調症の治療について」（大久保 雅則）

• 平成30年度滋賀県病院薬剤師会 プレアボイド報告研修会 (2019)
「精神科病院でのプレアボイド症例」（大久保 雅則）

• 第４回滋賀県精神療法・薬物療法研究会 (2019)
「うつ病のガイドラインとUPDATEおよび睡眠障害へのアプローチを含めて」（大久保 雅則）

• 東和薬品株式会社OIC推進部 招聘講演 2018
「双極性障害の治療について」 （大久保 雅則）

• 日本病院薬剤師会 病院薬剤師に関する講演 立命館大学薬学部 2018
「病院薬剤師への招待」 （大久保 雅則）

• 東和薬品株式会社OIC推進部 招聘講演 2018
「統合失調症の治療について」 （大久保 雅則）

• 第5回 日本精神科医学会学術大会 2016宮城
「アルツハイマー病患者への日光浴における概日リズム改善の試み」（大久保 雅則）
~第5回 日本精神科医学会学術大会 奨励賞に選ばれました~

• 京滋統合失調症学術講演会 ~統合失調症の包括的治療を考える~ 2016
「アドヒアランス向上の為の工夫」 （大久保 雅則）

• 第10回 大津薬薬連携の会 2016
「これからの服薬指導 ~老健施設、在宅医療などのチーム医療・連携の現状を踏まえて~」（大久保
雅則）

• 2016年精神科臨床薬学研究会 (PCP) 近畿ブロック講演会
「統合失調症患者における服薬指導のEBMとより実践的なNBM」（大久保 雅則）

• 一般社団法人 日本薬学生連盟 インタビュー 2016
「患者の人生への関わり方 ~精神科薬剤師からのアプローチ~」（大久保 雅則）

• 第41回 日本精神科看護学術集会 2016岩手
精神科における暴力回避について短期予測指標の検討（大久保 雅則）

• 日本病院薬剤師会 精神科病院委員会セミナー伝達・精神科専門薬剤師会講習会 2016
統合失調症患者における服薬指導のEBMとより実践的なNBM（Narrative Based Medicine） （大久
保 雅則）

• 滋賀県精神療法・薬物療法研究会 2015
「SDMによるアドヒアランスの獲得 ~統合失調症薬物治療ガイドラインを基に~」（大久保 雅則）

• 第６回滋賀県精神科医学会・第28回滋賀臨床行動科学研究会 2015
Mini Symposium 高齢者うつ病の診断と治療

「老健施設、在宅医療などのチーム医療・連携の現状を踏まえて」（大久保 雅則）

• 第36回 日本病院薬剤師会近畿学術大会 2015和歌山
赤羽理也, 上西幸治, 野田哲史, 池田義人, 平大樹, 星野伸夫, 森田真也, 森田幸代, 井上義政, 大久保雅則, 
山田尚登, 寺田智祐：クロザピンおよびノルクロザピンの血漿中濃度測定法の確立

• 第39回 日本精神科看護学術集会 2014広島 当院における再入院に影響する要因とその関連性
（大久保 雅則）

• Neuro 2013 京都国際会館 (第36回日本神経科学大会・第56回日本神経化学会大会・第23回日本神経回
路学会大会 合同国際学会) C57BL/6マウスを用いたヒストン脱アセチル化酵素による抗うつ様作用の
検討 （大久保 雅則）

• Neuroscience 2012, Society for Neuroscience's 42nd annual meeting, New Orleans New 
perspective of antidepressant-like effects for protein expression of histone deacetylases in 
C57BL/6 mice. （大久保 雅則）

• 第107回日本精神神経学会学術総会 2011東京 精神科病院における薬剤耐性菌サーベイランス （大
久保 雅則）

• 第15回滋賀医科大学精神医学セミナー 抗精神病薬血中濃度測定系 Aripiplazole 至適投与に向けた取
り組み（大久保 雅則）

• 第32回日本生物学的神経医学会 2010北九州 Behavioral alterations and brain monoamine 
concentrations in thyroid hormone receptor mutant mice. （大久保 雅則）

• Neuroscience 2010,Society for Neuroscience's 40th annual meeting, San Diego Alteration of 
locomotor activity and brain catecholamine concentrations in thyroid hormone receptor mutant 
mice. （大久保 雅則）



募集要項

正職員（常勤）

業務内容 調剤業務、医薬品管理業務、薬剤管理指導業務、DI業務

資格 薬剤師（資格のある方、卒業見込みの方）

募集人数 1名

年齢 不問

給与
初任給：450万円（年俸制） ※経験につき考慮

別途、交通費支給、年末年始手当あり、扶養手当あり

勤務

8:30～17:00（休憩60分）

週休2日制（年間休日104日）

夜勤・当直なし

福利厚生

各種保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）あり

職員寮入居可（世帯用あり）、院内保育所完備

学会参加（1回／年程度、参加費の手当あり）

パート職員（非常勤）

業務内容 調剤・監査・医薬品保管等の薬剤業務

資格 薬剤師（資格のある方、卒業見込みの方）

雇用形態 パート職員（非常勤）

募集人数 若干名

給与 時給 2,300円～

勤務

10:30～13:00

※午前中のみの勤務です

※時間・勤務日等相談に応じます

※週2～3日の勤務も可能です

福利厚生

交通費支給

院内保育所完備

※小さいお子様がおられても安心

午前中のみの勤務でも院内保育所をご利用いただけます


