
概要
 ⽇  程：平成３１年１⽉２１⽇（⽉）〜平成３１年２⽉２８⽇（⽊）
 開催場所：（独）国⽴病院機構中国四国グループ内１８病院
 実施内容：病院内⾒学、調剤業務体験、服薬指導業務体験 etc

 募集対象：各⼤学薬学部５年⽣（左記以外の⽅：要相談）

 募集⼈数：各⽇１名〜１０名
※⽇程、実施内容、募集⼈数については各病院によって異なります

詳しくは別紙⽇程表及び各病院の実施内容をご覧ください

お申し込み
 受付期間：平成３０年１２⽉１⽇（⼟）〜平成３０年１２⽉３１⽇（⽉）

（定員に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください）
 申込⽅法：必要事項を記載のうえ、メールでお申し込みください

 【必要事項】
   件名：「薬剤師インターンシップ参加希望」
   本⽂：「⼤学名、学年、⽒名、連絡先（電話番号）、希望病院、希望⽇」

【お申し込み・お問い合わせ先】
〒739-0041 広島県東広島市⻄条町寺家５１３

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構中国四国グループ 
⼈事担当 ⼈事係（担当：河本）
ＴＥＬ：０８２－４９３－６６５４（⼈事係直通）
ＭＡＩＬ：chushi-jinji@hosp.go.jp
ＵＲＬ：http://saiyou-nho.jp/ 

１dayインターンシップ参加者募集中！
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・岡⼭医療センター（８名） ・浜⽥医療センター（１０名） ・⽶⼦医療センター（２名）
・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）
・四国がんセンター（３名）

18 19 20 21 22

・岡⼭医療センター（８名）
・愛媛医療センター（２名）

・浜⽥医療センター（１０名）
・岩国医療センター（３名）
・徳島病院（２名）
・四国こどもとおとなの
医療センター（２名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・東広島医療センター（４名）
・関⾨医療センター（３名）
・四国がんセンター（３名）
・⾼知病院（５名）

11 12 13 14 15

・浜⽥医療センター（１０名） ・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）
・柳井医療センター（２名）
・四国がんセンター（３名）
・⾼知病院（５名）

4 5 6 7 8

・岡⼭医療センター（８名） ・浜⽥医療センター（１０名）
・岩国医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・呉医療センター（２名）
・東広島医療センター（４名）
・関⾨医療センター（３名）
・⼭⼝宇部医療センター（３名）
・四国がんセンター（３名）

1

・⿃取医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・岩国医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・東広島医療センター（４名）
・関⾨医療センター（３名）
・岩国医療センター（３名）
・四国がんセンター（３名）

平成３１年２⽉
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・浜⽥医療センター（１０名）
・東徳島医療センター（２名）
・四国こどもとおとなの
医療センター（２名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・広島⻄医療センター（４名）
・関⾨医療センター（３名）

・松江医療センター（２名）
・浜⽥医療センター（１０名）
・東広島医療センター（４名）
・関⾨医療センター（３名）
・四国がんセンター（３名）
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国⽴病院機構中国四国グループ内１８病院 病院薬剤師インターンシップ実施⽇程表
平成３１年１⽉

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦

1 2 3 4

（）内は定員⼈数

※「病院名（○名）」をクリックするとクリックした病院の日程（案）のページに移動します。



鳥取医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２２⽇（⽕） ⿃取医療センター
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
休憩など（30分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:50

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

15:00

休憩（10分） 休憩
15:10

16:00

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

総合討論など
閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約30分）
②質疑応答など          （約15分）
③閉会挨拶など          （約５分）

施設内⾒学

①薬剤部             （約20分）
②放射線、検査、栄養など     （約20分）
③外来部⾨（医事）、病棟（１個） （約20分）
            （移動時間を含む）

実務⾒学・体験

①薬剤部：調剤室での業務⾒学・体験（約30分）
②薬剤管理指導を⾒学       （約30分）
③チーム医療に同⾏ または
     カンファレンスに参加  （約60分）
            （移動時間を含む）



米子医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉２７⽇（⽔） ⽶⼦医療センター
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
休憩など（30分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:50

12:00
昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

14:30
休憩（10分） 休憩

14:40

16:00
16:00
16:30

実務⾒学・体験
①薬剤部：セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約60分）

チーム医療
①チーム医療の概略説明 （約20分）
②緩和ケア回診同⾏   （約60分）

総合討論
閉会挨拶

①総合討論、質疑応答 （約20分）
②閉会の挨拶   （約10分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

施設内⾒学
①薬剤部（20分）
②放射線、検査、栄養など（20分）
③外来部⾨（薬剤師外来、ケモ室）（30分）



松江医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２３⽇（⽔）他 松江医療センター
時間 プログラム 内容

13:10
0:00
13:20
13:20

13:50
休憩など（10分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

14:00

14:20

14:20

15:20

休憩（10分） 休憩

15:30

16:00

実務⾒学・体験
①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約30分）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会
②質疑応答など
③閉会挨拶など          （計30分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（30分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

施設内⾒学
①薬剤部②放射線、検査、栄養など（20分）



浜田医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２２⽇（⽕）他 浜⽥医療センター
時間 プログラム 内容

8:50
0:00
9:00
9:00

9:20
休憩など（10分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

9:30

10:30

10:30

11:30

休憩（10分） 休憩
11:40

12:10

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約30分）
③閉会挨拶など

施設内⾒学

①薬剤部（20分）
②放射線、検査、栄養など（20分）
③外来部⾨（医事、ケモ室）、病棟（1個）（20分）

実務⾒学・体験
①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約30分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（20分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明



岡山医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉４⽇（⽉）他 岡⼭医療センター
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
休憩など（30分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:50

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

15:00

休憩（10分） 休憩
15:00

16:00

服薬指導のコース（各コース2名まで）
a がん化学療法コース：外来化学療法センター
ｂ 循環器コース：9Ｂ病棟指導
c ⼩児コース：ＮＩＣＵの無菌調製（5B病棟,6B病棟)
d  妊婦・授乳婦コース（6A病棟)

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約30分）
②質疑応答など          （約20分）
③閉会挨拶など          （約10分）

薬剤部内⾒学
①内服調剤(20分)
②注射調剤(20分)
③無菌調剤(20分)

実務⾒学・体験
服薬指導に同伴(120分)

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明



呉医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉７⽇（⽊） 呉医療センター
時間 プログラム 内容

9:00
0:00
9:10
9:10

9:40
9:40
10:10

休憩（10分） 休憩

10:20

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

15:00

休憩（10分） 休憩
15:10

16:10

実務⾒学・体験
①緩和ケアチームへの同⾏
②薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験

実務⾒学・体験

①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学
③お薬外来等の⾒学
 （上記については、移動時間を含む）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約30分）
②質疑応答など          （約20分）
③閉会挨拶など          （約10分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（30分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

施設内⾒学（30分） 院内⾒学



広島西医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉３０⽇（⽔） 広島⻄医療センター
時間 プログラム 内容

１０：００〜 開会 開会のご挨拶と留意事項の説明

１１：００〜 講義 病院薬剤師の業務について 

１４：００～ 休憩 小休憩　

１４：１０～ 病棟業務見学 病棟薬剤師に同行　

１５：００～ 実務見学 ＮＳＴラウンド同行　

１６：００～
フリー
ディスカッション

職員に気軽に何でも質問できる時間です

１６：３０～ 閉会 閉会挨拶　

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

１０：１０〜 講義 国⽴病院機構の概要について

10：30〜 施設⾒学①
調剤・注射室、製剤室、無菌調制室、医薬品情報室、
治験管理室

1２:00〜 休憩 昼休憩

１３：００～ 施設見学②
外来、中央処置、医事、外来化学療法室、
患者図書室、成育心身障がいセンター、
神経・筋・難病センター、薬剤部当直室



東広島医療センター

           　東広島医療センター見学ツアー♪　

日時等：平成３１年１月２４日（木）他　東広島医療センター

時間 プログラム 内容

9:40 オリエンテーション 薬剤部長のお話し

（国立病院機構、当院の特色について）

10:30 ケモ調製見学 どんな風に無菌調製しているの？

11:00 概要説明 入社後の流れ

東広島医療センターのあんなこと、こんなこと教えます

当院の雰囲気を感じてもらえるといいな

12:00 仲間たちと お弁当はこちらで準備するよ♪

ＬＵＮＣＨ　ＴＩＭＥ♪ おしゃべりしながらモグモグタイム

13:00 薬局見学 調剤室/注射室見学

業務の流れを見てみよう

13:20 外来見学 化学療法室の見学ツアー♪

化学療法認定看護師・化学療法認定薬剤師・お医者さんと

の多職種連携を実体験

13:50 講義 チーム医療で活躍する薬剤師を紹介

（感染対策チーム・緩和ケアチーム・栄養サポートチーム・

治験コーディネーター等)

14:30 病棟見学ツアー 病棟業務を体験！

みなさんの希望診療科(病棟)にいきます

初回面談、持参薬鑑別、服薬指導に同行しよう

15:30 先輩達と 聞いてみよう！先輩達の体験談！！

☆Ｔａｌｋｉｎｇ☆　 (1、2年目のフレッシュ薬剤師とお話してみよう★)

16:00 カンファレンス見学 お医者さんとのカンファレンスに同行しよう！

(糖尿・内分泌カンファレンス)

16:30 まとめ おつかれさまでした！

17:00 閉会 See ya！！　

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

お友達と気軽に参加してね♪

もちろん一人でも参加ＯＫだよ。



関門医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２３⽇（⽔）他 関⾨医療センター
時間 プログラム 内容

9:10
0:00
10:10
10:10

10:30
休憩（10分）

10:40

11:30

昼休憩（60分） 昼休憩

12:30 ①病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学（約30分）

②チーム医療に同⾏または診療科のカンファレンスに
参加（約30分）

14:00
③HIV・救急・感染・がん・NSTなどの中で⼀つ講義
（30分）

休憩（10分） 休憩
14:10

15:00

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

施設内⾒学
（60分）

病棟・外来・透析室・理学療法室・化学療法室など

講義（20分） 中四国国⽴病院機構職員採⽤について

総合討論など

閉会

①薬剤部若⼿職員による座談会 （約40分）
②閉会挨拶など        （約10分）

薬剤部内⾒学 調剤室・無菌調整室など

実務⾒学・体験



山口宇部医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉７⽇（⽊） ⼭⼝宇部医療センター
時間 プログラム 内容

10:00
0:00
10:10
10:10

10:40
休憩など（20分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

11:00

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

16:00

休憩（10分） 休憩
16:10

16:30

実務⾒学・体験

①ＡＳ活動（ＡＳＴラウンド）⾒学（約60分）
②緩和ケア回診⾒学（約30分）
③病棟薬剤業務（60分）
④病棟カンファレンス⾒学（約30分）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約10分）
②閉会挨拶など          （約10分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義
・国⽴病院機構の概要について（10分）
・病院薬剤師の業務説明（20分）

施設内⾒学
①薬剤部（20分）
②放射線、検査、栄養など（20分）
③外来部⾨（医事、ケモ室）、病棟（20分）



岩国医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２２⽇（⽕）他 岩国医療センター
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
休憩など（30分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:50

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

15:00

休憩（10分） 休憩
15:10

16:00

実務⾒学・体験

①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約30分）
③典型的なチーム医療に同⾏ または
     診療科のカンファレンスに参加（約60分）
 （上記については、移動時間を含む）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約20分）
②質疑応答など          （約20分）
③閉会挨拶など          （約10分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

・留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

施設内⾒学

①薬剤部（20分）
②放射線、検査、栄養など（20分）
③外来部⾨（医事、ケモ室）、病棟（1個）（20分）
             （予備；10分、計；70分）



柳井医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉１４⽇（⽊） 柳井医療センター
時間 プログラム 内容

9:00
0:00
9:10
9:10

9:50
休憩など（10分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:00

11:00

11:00
11:40

総合討論
閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約30分）
②質疑応答など          （約10分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

⾒学・体験
①施設内⾒学（30分）
②薬剤科業務、薬剤管理指導を⾒学（約30分）



東徳島医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２９⽇（⽕） 東徳島医療センター
時間 プログラム 内容

13:10
0:00
13:20
13:20

13:50
休憩など（10分） 休憩および⽩⾐等着替え

14:00

16:00

休憩（10分） 休憩
16:10

16:30

総合討論など

閉会

参加者、薬剤部職員による座談会､質疑応答

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（30分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

実務⾒学・体験

①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約30分）
③典型的なチーム医療に同⾏ または
     診療科のカンファレンスに参加（約60分）
 （上記については、移動時間を含む）



徳島病院

⽇時等：平成３１年２⽉１９⽇（⽕） 徳島病院
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
休憩など（２０分） 休憩

10:40

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

15:00

15:30
 

16:30

休憩（10分） 休憩
16:40

16:50

実務⾒学・体験

①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約60分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約60分）
③当院のチーム医療として
  「当院のAST活動紹介」（約30分）
④当院のチーム医療として、
  「パーキンソン病意欲向上プロジェクト ⼊院患者対
象の薬剤についての説明」
（約60分）15:30〜16:30
に同⾏していただきます。
 （上記については、移動時間を含む）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤科職員による座談会
②質疑応答など
③閉会挨拶など

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

施設内⾒学

⾒学部⾨
①薬剤科（20分）
②放射線、検査、栄養、リハ科など（計：20分）
③外来部⾨（医事、地域連携室、ME室）（計：10分）
④病棟（1個）指導室 （計：10分）
⑤医療安全室、感染対策室 （計：10分）
            （予備；10分、計：80分）



四国こどもとおとなの医療センター

⽇時等：平成３１年１⽉２９⽇（⽕）他 四国こどもとおとなの医療センター
時間 プログラム 内容

9:00

0:00
10:00

10:00

11:00

11:00

12:00

昼休憩 昼⾷等

13:00

14:30

14:30

15:30

⼩児治験
⼩児ゲノム

・現在の状況
  国⽴病院機構のネットワーク、⼩児治験ネット
ワーク
・治験で注意すべきこと
  患者スクリーニング、同意、離脱させない⽅策
・遺伝性疾患の解析や遺伝⼦と疾患の関わりについて

質疑応答・意⾒交換
・参加者、薬剤部職員による座談会
・質疑応答など

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

概要説明

国⽴病院機構の概要について
病院の状況・病棟の配置と機能
病院アートの取り組み
チーム医療について（薬剤師に求められていること）

調剤室⾒学・講義

・無菌調製
 （TPNの組成について、投与ルートについて）
・院内製剤
・散剤の秤量
・服薬上の注意点・⼯夫
・調剤上の注意点
・適応外使⽤

服薬指導
（DI・チーム医療）
⾒学・講義

・代表的な処⽅の解説
・服薬指導上の注意点
・服薬指導の⾒学（⼦供・親との関わり）
・医薬品情報の収集と構築について
  (投与量、薬剤選択、催奇形性、乳汁移⾏性）
・「妊娠とくすり外来」「パパママ教室」



四国がんセンター

⽇時等：平成３１年１⽉２４⽇（⽊）他 四国がんセンター
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:20
10:20
10:30

講義（10分） 医療安全について

休憩など（20分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:50

12:00

13:00

14:00

14:00

14:50

14:50
15:00

講義（10分） 治験業務について（10分）

15:10

16:00

休憩（10分）

総合討論など

      閉会

①参加者、薬剤部職員による座談会 （約20分）
②質疑応答など          （約20分）
③閉会挨拶など          （約10分）

施設内⾒学

①薬剤部（20分）
②放射線、検査、栄養など（20分）
③外来部⾨（医事、通院治療室）、病棟（⼀般、緩和）（20
分）

①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約25分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約25分）
            （上記については、移動時間を含む）
典型的なチーム医療に同⾏ または 診療科のカンファレン
スに参加（約50分）【ICT または NST】
（上記については、移動時間を含む）

実務⾒学・体験

チーム医療⾒学・体験

昼休憩（60分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

薬剤部担当者より、留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（40分）
①国⽴病院機構の概要について
②病院薬剤師の業務説明



愛媛医療センター

⽇時等：平成３１年２⽉１８⽇（⽉） 愛媛医療センター
時間 プログラム 内容
13:00

13:10
13:10

13:40
休憩（10分） 休憩

13:50

15:00
15:00

17:00

職場⾒学等
閉会

①職場⾒学
②実務説明
③座談会・質疑応答など

薬剤師病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
注意事項・スケジュール説
明・⽩⾐等着替えなど

講義 当院の概況について

実務⾒学
チーム医療（AST・ICTラウ
ンド）に同⾏



高知病院

⽇時等：平成３１年２⽉１４⽇（⽊）他 ⾼知病院
時間 プログラム 内容

9:30
0:00
9:40
9:40

10:10
休憩など（20分） 休憩および更⾐室移動（⽩⾐等着替え）

10:30

12:00

昼休憩（60分） 昼休憩

13:00

13:40

休憩（10分） 休憩
14:10

15:00

施設内⾒学
①放射線、検査、栄養など
②外来部⾨（医事、ケモ室）
③病棟（1個）

総合討論など

閉会

①参加者、薬剤部若⼿職員による座談会 （約30分）
②質疑応答など          （約20分）

薬剤師 病院⾒学 ⽇程表（案）

オリエンテーション
（10分）

留意事項説明（更⾐説明含む）

講義（３0分）
・国⽴病院機構の概要について
・病院薬剤師の業務説明

実務⾒学・体験
①薬剤部；セントラル業務より⾒学・体験（約30分）
②病棟薬剤業務、薬剤管理指導を⾒学  （約30分）
③ＮＳＴに同⾏            （約60分）
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