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～人にやさしく未来をみつめる～
「患者さんに優しい医療」と

「先進医療」との調和を目指した病院



当院の基本理念「患者さんに優しい医療と先進医療との調和を目指した病院」の実現に向け
て、当薬剤部は薬に関するあらゆる業務を行い、患者さんに適切で安全な薬物療法を提供する
ために活動しております。医療の担い手として薬剤師は、医師・看護師とともに、積極的に
チーム医療へ参画し、様々な業務・研究を展開しています。さらに、常に変化し続ける社会の
要請に応えられる質の高い薬剤師の養成を使命とした研修プログラムを実施し、多くの薬剤師
を育てております。みなさんの力を多くの患者さんのために活かし、さらに、高度な医療の現
場である当院で、高い専門性を育んでいきませんか？
是非、たくさんのご応募をお待ちしております。

東北大学病院 教授・薬剤部長
眞野 成康

キャリアパス
当院薬剤部は、患者さんに安全で適切な医療を提供できる薬剤師

を育成します。入職後は、様々な業務を実践し、確実なキャリア
アップを図ります。また、各種認定・専門資格や学位を取得し、専
門薬剤師、大学教員、管理者として、幅広い分野で
活躍することが可能です。

レベル0：ひよこ薬剤師
医療チームの一員であることを自覚し、

指導を受けながら調剤業務を実践できる薬剤師

レベル1：新人
自立して調剤業務を実践できる薬剤師

レベル2：一人前
自立して薬剤業務を実践できる薬剤師

後進に対し的確にアドバイスできる薬剤師

レベル3：中堅
高度な薬剤業務を実践し、後進のロール
モデルとなり他者に指導できる薬剤師

レベル4：エキスパート
指導的役割を担い、組織全体の業務

発展に貢献できる薬剤師

入職後
3～4か月

入職後2年

入職後5年

入職後10年 専
門
薬
剤
師

薬
学
系
大
学
教
員

管
理
者

認定・専門資格
当院薬剤部では、業務に従事しながら専門性

を高め、各種団体が認定する認定・専門資格を
取得することが可能です。実際に多くの職員が
様々な資格を取得し、活躍しています。

日本臨床救急医学会
救急認定薬剤師
矢内一成 薬剤師

日本静脈経腸栄養学会
栄養サポートチーム専門療法士

前嶋隆弘 薬剤師

サークル活動
当院薬剤部は、各種認定・専門資格の取得等

を目指すサークル活動を奨励しています。同じ
目標を持つ部員が集まり、自由に活動していま
す。現在、下記7サークルがあります。
ウェット実験サークル
感染症サークル
緩和薬物療法研究会
がん薬物療法研究サークル

救急・集中治療サークル
Psychiatric pharmacy group
ドライ研究サークル
静脈経腸栄養研究会

研究
当院薬剤部は、より質の高い医療

の提供を目指した研究を実施してい
ます。質量分析計を用いるウェット
研究や医療データベースを用いるド
ライ研究などが当院の特徴です。教
員も多く、設備も充実し、資格や学
位取得に好適な環境が整っています。

主な研究テーマ
・抗がん薬の個別化医療
・肺移植の個別化医療
・各種疾患のバイオマーカー探索
・神経変性症の病態解析
・データベースを用いる処方実態調査

および安全性調査
・各種業務改善に関する調査

専門・認定薬剤師の研修施設認定
日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師研修事業 研修施設
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
日本臨床薬理学会 認定薬剤師制度研修受入施設
日本薬剤師研修センター 研修受入施設

薬剤部・職員
教員 8名 （兼務含）
薬剤師 93名 （定員）

特定機能病院
病床数 1,160 床

臓器移植施設認定
エイズ拠点病院認定
災害拠点病院指定
がん診療連携拠点病院指定
小児がん拠点病院指定

施設認定

病院概要

総合周産期母子医療センター認定
造血幹細胞移植推進拠点病院指定
臨床研究中核病院指定
がんゲノム医療中核拠点病院指定

医科診療部門 40 診療科
歯科診療部門 13 診療科

補助員 13名（定員）



身分 東北大学職員（任期付医療職員）
1年更新制
3年経過後、正職員 （任期無し） へ移行

勤務 4週8休
給与 東北大学職員就業規則等に基づき支給

6年制大学卒 209,000円
手当込の初任給（目安） 248,468円+α
35歳モデルケースの標準年収 600万円

待遇

インターンシップ

１日目 ２日目

オリエンテーション DI病棟連携ミーティングへの参加

部内見学 研究体験

病棟業務体験 症例検討会

妊婦・授乳婦への情報提供体験 発表

がんゲノム医療における業務体験 質疑応答

茶話会 挨拶

薬学生を対象とし、 2日間の日程で様々な業務から臨床研
究まで、幅広く体験してもらいます。当院薬剤部について理
解を深めていただくことができます。

当院薬剤部薬剤師の出身大学
東北大学
北海道大学
千葉大学
大阪大学
富山大学

東北医科薬科大学
北海道医療大学
星薬科大学
北里大学
国際医療福祉大学

静岡県立大学
岐阜薬科大学
東京理科大学
慶應義塾大学
東京薬科大学

昭和大学
昭和薬科大学
城西大学
帝京大学
神戸薬科大学

京都薬科大学
北陸大学
奥羽大学
岩手医科大学
立命館大学

がんゲノム医療への関わり 地域連携
当院は、がんゲノム医療中核拠

点病院に指定されており、遺伝子
解析に基づくがんゲノム医療を実
施しています。薬剤師は、がんク
リニカルシークエンス検査の結果
を基に最適な薬剤を検討するカン
ファレンスにも参加し、がんの個
別化医療の推進に貢献しています。

妊婦・授乳婦の薬物療法への関わり
当院の産科・新生児科病棟に常駐する薬剤師

の特徴的な業務として、独自に作成した「授乳
プランシート」を用いた、授乳と薬に関する情
報提供があります。この取り組みにより、妊
婦・授乳婦の意思決定支援に貢献しています。

当院薬剤部では、保険薬局で患者さん
から聞き取ったアドヒアランスや副作用
に関する情報などをトレーシングレポー
トで薬品情報室（DI室）に報告してもらい、
処方医に伝える仕組みを構築しています。
この取り組みにより、患者さんの安全で
適切な医療に貢献しています。

手当 通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、
超過勤務手当、期末・勤勉手当等

休暇 年次休暇、特別休暇（リフレッシュ・結婚等）、
病気休暇

保険 文部科学省共済組合・厚生年金に加入



副薬剤部長 佐藤真由美
Phone 022-717-7526
FAX 022-717-7545
E-mail info@pharm.hosp.tohoku.ac.jp

問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお気軽

にご連絡ください。

Facebookページ
当院薬剤部のFacebookページを開設しています。普段

の様子、職員紹介、投稿論文の紹介など、多岐にわたる
情報を発信します。最新の情報は、ぜひこちらでチェッ
クしてください。

Facebookもチェック

東北大学病院 薬剤部
〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1

h t t p : / /www . p h a rm . h o s p . t o h o k u . a c . j p
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