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中小病院はおもしろい！



JCHO本部
東京都港区高輪3-22-12

九州・山口地区
病院　　　　　　　　　14 病院
介護老人保健施設　　　７施設
訪問看護ステーション　７施設
地域包括支援センター　１施設
居宅介護支援センター　７施設

約 750 万円 約 870 万円約 370 万円 約 500 万円 約 650 万円
平均
年収

徳山中央病院

南海医療センター

宮崎江南病院

下関医療センター

人吉医療センター

熊本総合病院

福岡ゆたか中央病院

久留米総合病院

湯布院病院佐賀中部病院

九州病院

伊万里松浦病院

諫早総合病院

天草中央総合病院

伊万里松浦病院は、
2020 年長崎県松浦市に
移転予定

JCHO 病院ってどこにあるの？

JCHO の役割 地域包括ケアの推進

キャリアアップ・研修は？

給与ってどのくらい？

専門・認定薬剤師多数在籍！

薬剤師の活躍が見えている！

地域住民や行政、関連機関と連携しながら、
安心して暮らせる地域づくりに貢献している団体です。

JCHO 病院は
人材豊富！

心配いりません

JCHO 九州・山口の薬剤師で、がん専門薬剤師、緩和認定薬剤師…
などなど、おおよそ思いつく主要な認定はほぼ網羅されています。むし
ろ、認定を取らない人が珍しいレベルです。（１つの病院施設 10 数人が
持っている認定が 30 ～ 40 数種類というイメージですね）

人材豊富ですから、新人研修やキャリアアップは全く心配いりません。

JCHO では、薬剤師の活躍が期待されています。したがって、頑張って実績
を上げ、世間に発表していけば、新聞・テレビや雑誌に特集されたり、学会で
講師を務めたり、出版したり、執筆したり、全国や地域の薬剤師会役員を任命

されるなど、様々な活躍ができています。
是非、あなたも頑張ってみませんか。

ジェイコー

正式名称

JCHO
独立行政法人地域医療機能推進機構

他の病院・診療所

JCHO病院

医療

高度急性期病院 行政機関

在宅医療・
介護サービス事業所

初任給は、保険薬局等の水準に比べれば、確かに安いのかもしれませんが、その後、しっかり昇給し続け、キャリア
アップとともに階段をあがるように上昇。単純な年功序列ではないので、40 代の薬剤部長も少なくありません。

しっかり頑張って、しっかり業績を上げれば、キチンと認めるような組織を目指しています。

主任
薬剤師

薬剤師
（35 歳）

副薬剤
部長 薬剤部長薬剤師

１年目

そ　の　他　職員の健康増進のため以下の事業に取り組んでいます。
　　　　　■保養所利用補助
　　　　　■体育奨励
　　　　　　（事業所活動や部（同好会）活動に対する費用補助あり）
　　　　　■メンタルヘルス電話健康相談（無料相談）

社会保険　健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

退職金制度あり

休　暇　等　年次休暇（年20日、繰越日数最高20日）
　　　　　病気休暇
　　　　　特別休暇（夏季・結婚・産前産後・出産等）
　　　　　育児休業、介護休業、自己啓発休業　など

休　　日　４週８休以上、国民の祝日、年末年始（12/29 ～1/3）

財形貯蓄制度、引越やレンタカー、
ホテルの割引制度や各種クレジットカードの優待制度

なども充実しています。

全国に 57 の病院があり、
介護老人保健施設や訪問看護ステーション
などもあります。

連携

連携

連携

連携

地域住民

JCHO病院
健康管理センター

予防

JCHO病院附属
介護老人保健施設

介護

病院
健康管理センター
介護老人保健施設
看護専門学校
健康増進ホーム
研修センター
訪問看護ステーション
地域包括支援センター
在宅介護支援センター
居宅介護支援センター
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全国に
広がる
病院群
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中心部から少し

　　離れたところが イイ！！
ここがお勧めポイント

湯布院、人吉、日奈久（八代）など、
有名温泉に囲まれた立地がイイ！

天草や佐伯の豊富な海産物に、
下関のフグ、久留米ラーメン、人吉鰻など
地方本場のグルメがイイ！

居住地や通勤路が観光地。
県庁所在地ではない魅力。

ものすごい通勤ラッシュはないけど、
人口もそこそこ。
なので、暮らしやすい。

山口・フグ

福岡・久留米ラーメン

人吉・鰻

天草・エビ

佐賀・バルーンフェスタ

宮崎・フェニックス

大分・由布岳

熊本・天草

熊本・人吉

福岡・フジ

佐賀・佐賀牛

温
泉

グ
ル
メ

自
然

福岡 -山口・関門海峡

長崎・路面電車

暮
ら
し

ここがお勧めポイント

きれいな景色！

おいしいものが

たくさん！

癒される〜
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何でもできる大規模病院
“なんでも揃ってる大病院（200 床以上）” を攻略する

専門・認定取得なら大病院
専門・認定をもった先輩が丁寧に指導します

薬剤師スキルアップの代表が「専門・認定」制度。
各種学会や団体が、さまざまな認定制度を作っていますね。

各種診療科が揃い、チーム医療も充実
大病院には診療科が多い。あたりまえですが、そこが重要。

各認定基準の難易度はさま
ざまですが、多くの認定制度
で、症例報告などの実務に関
する活動実績が問われます。
したがって、症例が豊富な大
病院だと、認定取得に有利。

（日本医療薬学会HPより引用）

各種の診療科が揃っているので、
幅広い症例が学べることや、院内
診療科同士の連携にとどまらず、地
域から頼られる病院施設としての位
置づけから、薬剤師として成長する
ための、あらゆる知識が習得可能で
ある点が、大きな魅力ですね。

 在院日数が短いこと　を考える

良いことづくめの大病院ですが、
では、「大病院就職で感じる違和感」ってなんでしょう？

就職を希望される学生さんの多くが、「ベッドサイド」
「患者さんに近く」というような薬剤師像を持っています。

しかし、多くの学生さんが就職活動で見学に行かれるのは、
左図の①ですね。「規模が大きく、在院日数が短い、超急性
期病院」に偏っています。

おそらく、そこが「違和感」の原因かな。

「患者さんに寄り添う」

私はどんな薬剤師に

なりたいのか？
「在院日数が７～ 14 日程度の急性期病
院」での薬剤師活動を考えて見ましょう。
服薬指導の算定基準は「週１回」とい

うことになりますが、在院日数が７日なら、
どういう指導をしますか？…もちろん、ベッ
ドサイドに１回行けば済むような話ではな
いですね。
どんどん、日々入れ替わる患者さんの

入退院対応、手術前中止薬剤等への細か
い配慮、持参薬対応、術前・術後の患者

指導、化学療法に関するカンファレンス、
紹介先施設への対応、紹介元への疑義照
会。ほんの少し考えただけでも、かなり
慌ただしいことは理解できると思います。
さらに、勤務する職員数も多いので、

全ての職員と顔見知りなんてことはありま
せんね。自分の意見を通したいときには、
しっかり、理路整然と、然るべき場所で、
皆の納得が得られるよう説明することが求
められますから、コミュニケーション能力
も必要です。
このような状況で行なわれる効率的な

チーム医療において、薬剤師として、適

正な薬物療法の実現のために活躍するこ
とで、多職種の中で存在感を示し、患者
さんに寄り添っていく大病院薬剤師。
そのため、大病院薬剤師は、患者さん

からだけでなく、各職種からも、行政か
らも、高い評価を受けているわけです。
ただし、人によっては、「もっと長い期

間、患者さんと向き合った仕事をしてみた
い」などの希望があると思いますので、「私
はどんな薬剤師になりたいのか」、自分の
心と向き合って、上図の①②③④、どの
病院が向いているのか、考えてみましょう。

特に 400 床以上の大病院には、
学生時代の病院実習で見た全ての要素が詰まって
います。

就職活動の見学対象で、真っ先に選ばれるのも
大病院。

学生さんに大人気の「大病院」ですが、就職し
てから「想像していたのと何か違う」という声も
聞きます。そこで大病
院への就職のメリット、
デメリットを考えてみま
しょう。

大病院には、既に、専門・
認定を持った薬剤師が臨床現
場で活躍していますから、学
会の選び方から試験対策ま
で、いろいろなアドバイスが
受けられます。

①

②

③

④

在院日数
短 長

大

小

病
床
規
模

規模大きく
在院日数短い

規模大きく
在院日数長い

規模小さく
在院日数短い

規模小さく
在院日数長い

JCHO 九州が教える病院選び

熊本総合病院

徳山中央病院
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「リハビリ」に特化例えば

中小病院はおもしろい！
JCHO九州が教える

病院選び

“「実はかなりおもしろい」200床未満” を攻略する

薬剤師のプロに言わせれば、「そこを覗
かない」なんて、もったいない。

大病院ブランドを追いかけるのではなく、
オーダーメイド的な「患者さんに寄り添う
医療」であったり、「専門特化（尖った）医療」
や「地域密着医療」など、さまざまな面白
さが詰まっているのが、中小病院です。

専門特化した独自性が　おもしろい

地域密着が　おもしろい

一大観光地湯布院にある湯布院病院は、「リハビリ」に特化しています。
そのリハビリ施設の広さと充実度は、全国屈指。一度入ってみれば、驚
くこと間違いないです。湯量豊富な湯布院温泉の「源泉」も持っており、
それを生かした「温泉リハビリプール施設」など、独特なサービスがあ
ります。そこでの薬剤師の仕事を想像してみれば、また面白い。
リハビリ＝亜急性期や慢性期の患者を対象としますから、在院日数も

急性期病院より長めですし、外来リハなどで長い付き合いになる患者さ
んもいます。そういう中ですから、薬物療法の経過、結果も出てくるこ
とが、容易に想像できますね。

「200床未満の病院」には、学生さんの
見学もあまり来なかったり、
就職希望者が少なかったりしますが…

その魅力を知らない
なんて

もったいない！

久留米総合病院。病床数が少ないだけで、就職説明会等で
は興味を持ってもらえない場面もあるのですが、ここで実習を
受けた学生が「JCHO 久留米以外では就職したくない」と言う
ほどの人気病院です。
この病院は「女性」に特化し、乳がん治療症例数は全国屈指。

もちろん、がん専門・認定取得も容易で、指導する薬剤師も高
レベル。薬剤師向けの認定取得講座の講師も行っています。も
ちろん、がんだけでなく、「女性の一生を医療の力で支える」と
いうのがキャッチフレーズ。こういう独自性は、急性期大規模
病院ではなかなか出せない魅力なんです。

中小病院は、「全診療科が揃った大病院」では出せない魅力をもった病院群と言えますので、
それぞれをじっくり見てほしいところです。

まずは、その専門性を見てみることをおすすめします。

薬剤師の課題としても「地域連携」が言われるようになりま
したが、まさに、地方都市を支える医療の中核となっている
のも、中小病院。地方都市では、病院薬剤師と薬局薬剤師
の垣根も低く、交流が盛んです。

職員数が少ないのが　おもしろい
単純に「大人数が同じ方向に向かい仕事をする」場面を考えてみましょう。
様々な難しさを思い浮かべるでしょう。「意見の一致」「同意取得」「理念
の共有」「行動規範」「マニュアル整備」など。
大きな組織で何かの変化を起こすには、かなり大変であることは想像でき
ると思います。

　医療は頻繁に変化しています。
２年に一度の診療報酬の改定で
大きく変化しますし、医療と介
護の間でも年々、様々な変化が
起こっています。近年では、介
護施設や高齢者用のマンション
建設ラッシュなどが街中の変化
として観察できます。

このように

「女性」に特化例えば

病院と薬局、
お互いの知恵を出し合い

ながら、患者さんをトータルで
見ていくことが出来ている
のも地方都市の魅力。

例えば

例えば
南海医療センターでも行政・薬剤師会の共催で毎年「くすり
と健康フェア」を開催しており、薬剤師が活躍しているほか、
病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会対抗の親善ソフトボー
ル大会が毎年行われており、職種を超えて相互に顔が見える
大変良好な関係にあります。

天草中央総合病院では、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、
栄養士会など、全ての職種が仲良く連携しています。行政主催で、
各職種が一同に会する「天草市健康フェスタ」が毎年開かれ、マス
コミも取材に来る中、薬剤師も大活躍しています。

久留米総合
病院

天草中央総
合病院

南海医療セ
ンター

湯布院病院

　平成元年には、ほぼ存在しなかった
「保険薬局」が、既にコンビニ超えの
59,000 軒となったのが、ここ 30 年の
動き。薬学生の就職先が「製薬企業」
から「保険薬局」へ変化し、大学の授
業は「創薬」から「臨床」へ変化し、
薬科大学が林立するようになりました。
　近年の病院薬剤師の仕事も、病棟だ

けでなく、ポリファーマシーや持参薬へ
の対応、薬・薬連携などへ広がりを見せ
ています。こういう変化の中、機動的に
変化を先取りし、対応しているのは中小
病院だったりします。「少ない職員数」は、
デメリットではありません。「全ての職員
が顔見知りである中小病院」だからこそ
の面白さも知ってほしいです。

薬剤師の仕事も
大きく変化し続ける

医療は頻繁に
変化する
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℡

https://shimonoseki.jcho.go.jp/

℡

https://tokuyama.jcho.go.jp/

℡

https://kyusyu.jcho.go.jp/

℡

https://kurume.jcho.go.jp/

℡

https://fukuoka.jcho.go.jp/

℡

https://saga.jcho.go.jp/

℡

https://imari.jcho.go.jp/

JCHO九州・山口地区には、
様々な医療機能を持つ14病院

があります病院 14
のご紹介

九州・山口地区
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℡

https://isahaya.jcho.go.jp/

℡

https://kumamoto.jcho.go.jp/

℡

https://hitoyoshi.jcho.go.jp/

℡

https://amakusa.jcho.go.jp/

℡

https://nankai.jcho.go.jp/

℡

https://yufuin.jcho.go.jp/

℡

https://miyazaki.jcho.go.jp/

Japan Community Health care Organization
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独立行政法人

地域医療機能推進機構
九州地区事務所
〒866-0862
熊本県八代市松江城町2-26
熊本総合病院健康管理センター棟4階
TEL 0965−88−6211
E-mail：jinji@chikukyusyu.jcho.go.jp

Japan Community　
　　　Health care Organization
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