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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 アイセイ薬局
カブシキガイシャ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-2-2　丸の内三井ビルディング TEL 03-3240-0222 FAX 03-6212-4193

▶http://www.aisei.co.jp

担当者
連絡先

TEL 022-292-1533 FAX 022-292-1534 E-mail ohguro@aisei.co.jp

部署 採用・研修部　役職：東北採用担当　　担当者名：大黒　裕二　フリガナ：オオグロ　ユウジ

人々の健康を創る HEALTH DESIGN COMPANY

医療機関と連携して地域貢献が可能な 医療モールとマンツーマンのビジネスモデルでアイセイ薬局は、地域の皆様の健康を創る『HEALTH 

DESIGN COMPANY』を実現してきました。結果として、かかりつけ薬剤師や地域支援体制等の加算率では業界トップを誇ります。

そして営業利益率では現在でも10％台を維持できている高安定成長企業でもあります。入社後は、薬剤師としてのスペシャリストを目指す

だけでなく、例えば研修 採用 商品企画 広報 店舗マネージメント等の、個々の能力に応じた多くのフィールドで活躍できる キャリアチェ

ンジが可能です。また、独自のスキルランク制度に基づく手厚い研修制度が自慢です。

【求める人物像】

～いっしょに成長しよう～

アイセイ薬局の社是は、「奉仕のこころ」です。体得したスキルや知識を患者様のために余すことなく駆使できる、それが弊社の考える薬

剤師としてなすべき奉仕であり、その実現に向けて会社といっしょに成長できる人、そういう人材をアイセイ薬局は求めています。

企業情報

設　　立 1984 年 9月 代表者名 代表取締役社長
藤井　江美 従業員数 3,330 名

（うち薬剤師 17百名）

店 舗 数 367 店舗
（2019年 10月現在） 勤務地域 希望により、地域や

エリアを選択できます。
35 歳
平均年収 555 万円

アイセイヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 アオキファーマシー
カブシキガイシャ

〒 020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-14-9 TEL 019-621-3777 FAX 019-621-7131

▶http://www.aoki-ph.com

担当者
連絡先

TEL 019-621-3777 FAX 019-621-7131 E-mail info@aoki-ph.com

部署 本部　役職：取締役部長　　担当者名：齋藤　泰彦　フリガナ：サイトウ　ヤスヒコ

信頼と健康のネットワーク

弊社は1993 年の創立以来、【健康と信頼のネットワーク】を企業理念に掲げ、日 【々地域の皆さまから選ばれる薬局】づくりに取り組ん

でいます。

皆様のおかげで、2019 年現在、

盛岡エリアに9店舗、その他花巻、滝沢、雫石エリアに1店舗ずつ、

計12 店舗を構える調剤薬局として成長しております。

今後も新店舗を予定しております。

弊社では在宅分野の居宅支援事業にも注力しており、幅広い経験を積むことができます。

是非弊社で経験を積んでみてはいかがでしょうか。

【求める人物像】

■前向きで意欲的な方

■礼儀正しい方

■在宅業務に興味のある方、調剤業務のレベルアップを求める方

企業情報

設　　立 1993 年 代表者名 青木　泰樹 従業員数 69 名（うち薬剤師 42名）

店 舗 数 12 店舗 勤務地域 盛岡市・花巻市・
滝沢市・雫石町

35 歳
平均年収 550～610万円

アオキファーマシー
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 アグリシティ
カブシキガイシャ

〒 024-0035 岩手県北上市花園町一丁目 7-6 TEL 0197-61-3757 FAX 0197-61-3758

▶http://www.agricity.jp/index.htm

担当者
連絡先

TEL 0197-61-3757 FAX 0197-61-3758 E-mail tellus@agricity.jp

部署 テルス調剤薬局　　担当者名：本内　孝典　フリガナ：モトウチ　タカノリ

岩手に根差した企業です

北上市、一関市で比較的大きな病院の近くで営業しています。応需診療科目は多岐にわたりますが、薬剤師離職率が低く、長く安定して

働ける会社です。

【求める人物像】

社会人としてのマナーを重んじる方を求めます。

企業情報

設　　立 平成 13年 代表者名 武長　進一 従業員数 18 名（うち薬剤師 5名）

店 舗 数 2 店舗 勤務地域 一関・北上 35 歳
平均年収 600 万円

アグリシティ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
岩手県薬剤薬剤師会会営 内丸薬局
イワテケンヤクザイシカイ

〒 020-0023 岩手県盛岡市内丸 17-24 TEL 019-625-1927 FAX 019-625-1928

▶http://www.iwayaku.or.jp

担当者
連絡先

TEL 019-625-1927 FAX 019-625-1928 E-mail uchimaru@iwayaku.or.jp

役職：薬局長　　担当者名：押切　昌子　フリガナ：オシキリ　ヨシコ

岩手県薬剤師会が運営する備蓄センターを兼ねた薬局です。

岩手医大メディカルセンターの処方箋を主に応需しているため、多種多様な調剤を経験できます。

自動分割分包機、監査システム、全自動軟膏練り機など最新機種が導入されています。

薬学生の実務実習などを通じ将来の薬剤師のモチベーション向上に取り組んでいます。

研修会や学会などへの参加を促し、職員の研鑽に努めています。

給与は国家公務員の俸給表に準じているため定期昇給や退職金などが充実しており安定した生涯獲得年収が約束されています。

就業時間は 1日 7 時間制でシフト化されており残業は必要最低限に抑えられています。

産休・育休制度が充実しており、女性にとっては安心して仕事ができる職場です。

【求める人物像】

医療人としての自覚がある人

仕事への意欲と順応性がある人

職場における協調性がある人

企業情報

設　　立 1994 年 7月 5日 代表者名 畑澤　博巳 従業員数 10 名（うち薬剤師 5名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 盛岡市 35 歳
平均年収 450 万円

ウチマルヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
有限会社 ウイング
ユウゲンガイシャ　

〒 028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字三本木 22-7 TEL 019-676-4088 FAX 019-601-8292

▶https://wing-pharmacy.com/

担当者
連絡先

TEL 080-8212-4831 FAX 019-601-8292 E-mail yk0628ky@tea.ocn.ne.jp

部署 本社総務部　役職：総務部長　　担当者名：帷子　康弘　フリガナ：カタビラ　ヤスヒロ

Professionalism・Satisfaction・Creation

当社は東北から関東に展開している調剤薬局グループです。当社は経営陣だけが戦略を考えるのではなく、現場スタッフのアイディアを積

極的に採用し、 ボトムアップ中心で取り組むことができる環境づくりに努めています。そのため、薬剤師として働くだけではなく、組織を作っ

ていくポジションに参画できるチャンスもあります。また、新規 IT 機器等をより早く導入することにより、対物から対人業務への重点シフ

トを加速させ、サービスの向上に繋げています。当社はスポーツ・文化活動への支援などを通じて積極的な社会貢献を行っています。

【求める人物像】

今後の薬局業界や薬局のあり方を一緒に創造して、一緒に成長したい方。

3つのCREDOを大事にしています。

1）Professionalism＝プロである使命感を持ち、健康サポートに努める

2）Satisfaction＝日々研鑽し、満足度の高いサービスの提供に努める

3）Creation＝常に地域医療の発展を創造し、貢献に努める

企業情報

設　　立 平成 12年 代表者名 山本　考哉 従業員数 100名（うち薬剤師45名）

店 舗 数 14 店舗（系列グループ
2店舗含む） 勤務地域 岩手 7、青森 1、

東京 5（系列 2）、埼玉 1
35 歳
平均年収 620 万円

ウイング
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
有限会社 一関保険薬局
ユウゲンガイシャ

〒 021-0884 岩手県一関市大手町 7-2 TEL 0191-21-3282 FAX 0191-21-2873

▶https;//meron-net.shop/ds/ichiootemachi/blog

担当者
連絡先

TEL 0191-21-3282 FAX 0191-21-2873 E-mail kaigo@olive.ocn.ne.jp

部署 銅谷調剤薬局　役職：代表取締役　社長　　担当者名：関　俊昭　フリガナ：セキ　トシアキ

地域とともに25年。そして、これからも地域に密着！！

　当社は平成 7年、岩手県一関市の医薬分業を促進するため、市内の保険薬局全店が協力して設立。令和2年には25周年を迎えます。

地域保健薬局の中枢を担い、備蓄センターも兼ねております。市街地に、総合病院前 1店舗、開業医前に2店舗の3店舗を展開。各店

とも地域の皆様にご利用頂き、多くの医療機関の処方箋を応需。また近年は、医療機関、患者様をはじめ、介護施設からのもとめに応じ、

在宅業務も実施しております。

　このように、当社は地域密着型の薬局となっております。広い知識が必要ですが、その分やりがいのある職場です。ともに成長しながら、

お互いを高め合える、そんな職場でありたいと、皆が日々研鑽を積んでおります。

【求める人物像】

　単に勤務薬剤師として終わるのではなく、当社の経営に参加できるような広い視野と大きな志を持った薬剤師を目指す方を歓迎します。

　薬局業務はチームワーク。職場の仲間とのコミュニケーションが調剤過誤を防ぐ手段ともなります。協調力と向上心に富んだ方を求め

ます。　

企業情報

設　　立 平成 7年 10月 1日 代表者名 関　俊昭 従業員数 19 名（うち薬剤師 11 名）

店 舗 数 3 店舗 勤務地域 岩手県一関市内 35 歳
平均年収 600 万円

イチノセキホケンヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
創志白澤会
ソウシハクタクカイ

〒 021-0006 岩手県一関市上坊 6-36 TEL 0191-31-1771 FAX 0191-31-1888

▶http://www.s-hakutakukai.jp

担当者
連絡先

TEL 0191-31-1771 FAX 0191-31-1888 E-mail katakuri2@icn-net.ne.jp

部署 総務部　役職：総務部長　　担当者名：青木　一郎　フリガナ：アオキ　イチロウ

笑顔で対応　地元の薬局

岩手県の南玄関口に位置する一関市は、東京から新幹線で約2時間半ほどで世界遺産・平泉へのアクセスポイントとなっています。平成

の大合併により、全国では12番目、県内では2番目に広い面積を持つ自治体となりました。その広い一関市の中心部に店舗を構えてお

ります。創志白澤会は平成11年に創立し、翌年2月に1号店を開局、現在では一関市内に7店舗展開しております。私どもは患者様のニー

ズに応えるため笑顔でサービスを提供し、かかりつけ薬局としてなんでも相談できる地域に密着した薬局作りを心がけております。これ

までの概念にとらわれる事なく、新たな発想を取り入れながら地域の皆様に親しまれる薬局を目指します。　

【求める人物像】

当社は一関在住の薬剤師が協同で設立した会社です。「ふるさとの地域医療を支えて行く」という理念を掲げています。薬剤師の仕事は

患者さんからの信頼が第一と考えています。そのために患者さんの立場に立っての相談・サービスを心がけています。まず［笑顔で］対応、

これが調剤の最初の仕事です。

企業情報

設　　立 平成 11年 8月 8日 代表者名 代表取締役
小笠原　慈夫 従業員数 42 名（うち薬剤師 24名）

店 舗 数 7 店舗 勤務地域 岩手県一関市内 35 歳
平均年収 624 万円
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
合同会社 麦わらぼうし
ゴウドウガイシャ

〒 028-3441 岩手県紫波郡紫波町上平沢字川原田 73番地 9 TEL 019-673-8588 FAX 019-673-8589

▶https://www.facebook.com/サニー薬局合同会社麦わらぼうし-1104061493098633/

担当者
連絡先

TEL 019-673-8588 FAX 019-673-8589 E-mail sunnypha2019@gmail.com

役職：代表社員　　担当者名：阿部　司　フリガナ：アベ　ツカサ

昔懐かしく、あるがままに。熱い想いをもって。

・小回りが利き、より患者さんに寄り添ったフォローができます
・外部活動を含めた様々なことにチャレンジできます

【求める人物像】
・患者さんの人生に寄り添い続けられる人
・医療の質を高められるよう常に努力できる人
・周りの方と協働できる人

企業情報

設　　立 2018 年 代表者名 阿部　司 従業員数 3 名（うち薬剤師 1名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 紫波町 35 歳
平均年収 －

ムギワラボウシ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
シップヘルスケアファーマシー東日本 株式会社
シップヘルスケアファーマシーヒガシニホン

〒 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1　5階 TEL 022-341-2122 FAX 022-771-1077

▶https://www.shpe.co.jp/

担当者
連絡先

TEL 022-341-2122 FAX 022-771-1077 E-mail t.yamazaki@shpe.co.jp

部署 採用課　　担当者名：山﨑　朋子　フリガナ：ヤマザキ　トモコ

一人ひとりに寄り添った企業風土で、充実した人生を応援します！

私たちは東日本に調剤薬局を 68店舗展開しています。主に総合病院・医療モール前に展開している調剤薬局ですが、約25 年前から在

宅医療にも力を入れております。訪問看護ステーションも設置し、多職種連携を大事に、これからの地域包括ケアシステムへの取り組み

も行っています。

他にも認定薬剤師・専門薬剤師の取得を推奨し、そのための教育研修制度も確立しているなど、薬剤師として総合的に成長できる環境

のある会社です。

【求める人物像】

今後、ますます成長を続ける「医療」、「介護」の業界において調剤薬局の薬剤師として共に成長できる方。

知識や技術の向上はもちろん、人間性や社会性を身に着けていきたいと思っている方。

地域医療・患者さんの為に自分を高めていきたいという気持ちを持った方。

多くの店舗で経験を積み、幅広い分野を学んでみたい方。

私たちと一緒に大海原へ航海に出てみませんか？

企業情報

設　　立 1989 年 代表者名 長南　登志 従業員数 723 名
（うち薬剤師 338名）

店 舗 数 68 店舗 勤務地域 岩手・東北・関東・
愛知・静岡

35 歳
平均年収 500～850万円

カブシキガイシャ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
有限会社 メディックヤスダ　すこやか薬局
ユウゲンガイシャ　

〒 020-0771 岩手県滝沢市大 竹鼻 163-14 TEL 019-699-1721 FAX 019-699-1722

▶http://www.e-classa.net/sukoyaka/index.html

担当者
連絡先

TEL 019-699-1721 FAX 019-699-1722 E-mail tsuyasuta@yahoo.co.jp

役職：代表取締役　　担当者名：安田　剛　フリガナ：ヤスタ　ツヨシ

地域のみなさまに愛される調剤薬局を目指して。

　地元にお住まいの方の健康相談窓口として地域から頼りにされ、やりがい＆充実感を感じられる薬局を目指しています。気軽に立ち寄っ

ていただけるような雰囲気づくりを大切に、日々地域医療への貢献に努めています。当薬局には勉強会等の研修費の補助、認定薬剤師

の資格取得支援制度等があり、スキルアップを望む方をサポートいたします。循環器科の処方を中心に幅広い診療科の処方箋を応需して

おり、多様な経験を積むことができます。業務ではわからないことがあれば気軽に相談でき、薬剤師としての経験が浅い方も安心して仕

事に取り組んでいただけます。地域密着の調剤薬局で、あなたも一緒に働いてみませんか？

【求める人物像】

　患者さんとのコミュニケーションは非常に大事です。何気ない会話の中から服薬指導上の有用な情報が得られる事も少なくありません。

また在宅業務においては、患者さんは勿論のこと、処方医の先生やケアマネージャーさんと信頼関係を築き、連携をとりながら仕事を進

めることになりますので、立場の上下なく様々な人とコミュニケーションがとれる方、患者さん一人ひとりに寄り添いながら、健康面をサポー

トできる方を求めています。

　まだ成長中の当薬局は、今後の事業展開に様々な選択肢があります。その中で自分の持てる力を発揮し、薬局の成長とともに自らも

成長していける方、仕事に情熱をもって、日々努力できる方を求めています。

企業情報

設　　立 平成 12年 6月 代表者名 安田　剛 従業員数 5 名（うち薬剤師 1名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 岩手県滝沢市 35 歳
平均年収 600 万円

メディックヤスダ　スコヤカヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
有限会社 スタイル薬局
ユウゲンガイシャ

〒 020-0133 岩手県盛岡市青山 3丁目 6-2 TEL 019-646-5757 FAX 019-641-7055

▶https://style-pha5757.wixsite.com/machi-no-yakkyoku

担当者
連絡先

TEL 019-646-5757 FAX 019-641-7055 E-mail t.hirayama.style@gmail.com

役職：代表取締役　　担当者名：平山　智宏　フリガナ：ヒラヤマ　トモヒロ

地域に期待され、必要とされる【街の薬局】

★岩手県働き方改革実践企業★健康サポート薬局★奨学金返済サポート制度

スタイル薬局では地域住民の健康・予防を考え、検体測定室の設置、定期的なお薬相談会・健康フェアの開催など多くの取り組みを行っ

ています。また、在宅医療にも積極的に取り組み、多くの方々の在宅支援を行っております。そして、多忙な薬剤師の対物業務を強力に

サポートする調剤機器を積極的に導入し、対人業務の充実にむけて取り組んでいます。地域に期待され、必要とされる地域住民のマイン

ドシェアNo.1の薬局、社員ひとりひとりが安心して働ける薬局、スタッフそれぞれが専門性を発揮し、薬局・薬剤師のあるべき姿を体現

できる薬局を一緒に創造しませんか？

【求める人物像】

以下の価値観に共感できる方

幸せ：ひとりがみんなの幸せを みんながひとりの幸せを 応援し合う会社

チャレンジ：失敗を恐れずチャレンジ精神を大切にする会社

誠実：日々の働きを誠実に行うことが健全な経営に繋がることを理解している会社

企業情報

設　　立 1987 年 6月 代表者名 平山　智宏 従業員数 15 名（うち薬剤師 8名）

店 舗 数 2 店舗 勤務地域 盛岡 35 歳
平均年収 550～600万円

スタイルヤッキョク



― 13 ―

薬局
詳しくはコチラへ

WebLINE QR コード
中央薬品 株式会社
チュウオウヤクヒン

〒 030-0861 青森市長島二丁目 1-14　 青森クリニックビル 1F TEL 017-777-1815 FAX 017-777-1678

▶http://www.chuo-ph.com/

担当者
連絡先

TEL 017-777-1815 FAX 017-777-1678 E-mail info 2@chuo-ph.com

部署 人材育成部　役職：専務取締役　　担当者名：藤井　信夫　フリガナ：フジイ　ノブオ

地域№1　【あなたのかかりつけ薬局】

【医療を通じて地域社会に貢献する】

社会保険は、わが国における最も重要なインフラです。特に医療保険は年金保険と並んで国民一人一人の生活になくてはならない制度

です。私たち中央薬品株式会社の社員は、薬剤師や調剤助手、事務職員というそれぞれの役割に捉われず、一人一人が国民生活に必

要不可欠な医療業務に従事しているという強い意識を持って、会社が担っている社会的責任を自覚し、医療を通じて地域社会に貢献し

ていかなければなりません。そのために自らの仕事に誇りと自信を持って取り組むことが必要です。

【求める人物像】

　一、 患者様を第一に考える人・・・・・私たちは、患者様の健康と繁栄が社会の発展につながることを認識し、自己研鑽に励んで、患

者様に質の高いサービスを提供します。

　一、 職場規律・秩序を守る・仲間を大切にする人・・・・・私たちは、就業規則や職場ルールを誠実に守り、公正な態度と節度ある行

動をします。私たちは、身だしなみ、言葉づかい、挨拶など上司・同僚に礼儀をもって接し、仲間のことをいつも思い、明るい風

通しの良い職場をつくります。

企業情報

設　　立 昭和 56年 2月 23日 代表者名 代表取締役社長　
三上　智治 従業員数 93 名（うち薬剤師 35名）

店 舗 数 18 店舗 勤務地域 青森・弘前・八戸・
十和田・五所川原・北上市

35 歳
平均年収 約 600～630万円

カブシキガイシャ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 ツルハ
カブシキガイシャ

〒 065-0024 北海道札幌市東区北 24条東 20丁目 1-21 TEL 011-783-1063 FAX 011-783-2981

▶http://www.tsuruha.co.jp/recruit/

担当者
連絡先

TEL 011-783-1063 FAX 011-783-2981 E-mail recruit@tsuruha.co.jp

部署 人材採用部　　担当者名：森川・小野寺・岩田・若林・武田・阿部　フリガナ：モリカワ・オノデラ・イワタ・ワカバヤシ・タケダ・アベ

ドラッグストア・調剤薬局チェーンの経営および介護事業

世界に20,000 店舗に向けて成長している企業ですので、会社とともに成長していける、

意欲的な方を募集しています！

クスリの専門家として、ＯＴＣ、健康食品、医療用品、介護用品など、

患者様の健康に関わる幅広い知識を身につけ「かかりつけ薬剤師」として活躍いただけます。

【求める人物像】

　◆人と接することが好きな人

　◆学ぶことに努力する人

　◆自分のために頑張れる人

企業情報

設　　立 昭和 50（1975）年 5月 代表者名 代表取締役社長
鶴羽　順 従業員数 4,151 名

（うち薬剤師 660名）

店 舗 数 1,217 店舗
（調剤 564店舗） 勤務地域 勤務地選択可能 35 歳

平均年収 －

ツルハ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 トライアングル　天神町薬局
カブシキガイシャ

〒 020-0881 岩手県盛岡市天神町 8-24 TEL 019-681-2441 FAX 019-681-2451

▶https://www.tenjin-cho.com/

担当者
連絡先

TEL 019-681-2441 FAX 019-681-2451 E-mail doremifakusuri@fl ute.ocn.ne.jp

部署 人事　役職：役員　　担当者名：三田　庸平　フリガナ：ミタ　ヨウヘイ

職場は快適な空間でありたい

・ 仕事柄いろいろな方が来局されるので、百人百様の対応が要求されます。全員が協力して、対応できるように常にスタッフ間のコミュ

ニケーションを密にしています。

・1日の大半を過ごす場所なので心身ともに健康第一．なのでストレスの少ない雰囲気作りに努めています。

・インシデント防止の対策、薬の情報について定期的に勉強会を実施しています。

【求める人物像】

・自分と考え方の違う相手を認められる人

・相手の話に耳を傾けて理解しようとする人

企業情報

設　　立 2010 年 4月 1日 代表者名 三田　弘子 従業員数 8 名（うち薬剤師 3名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 盛岡市 35 歳
平均年収 400 万円

トライアングル　　　　　　　　　　　　　　　テンジンチョウヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
ロッツ 株式会社
ロッツ

〒 022-0004 岩手県大船渡市猪川町字前田 9-28 TEL 0192-47-3982 FAX 0192-47-3983

▶http://lots.co.jp/

担当者
連絡先

TEL 0192-47-3982 FAX 0192-47-3983 E-mail tougouyakkyoku@gmail.com

部署 とうごう薬局 広田店　役職：薬剤師　　担当者名：名古屋　フリガナ：ナゴヤ

社会保障費を抑え、子どもたちが夢を持てる未来を作りたい。

2011年に「せっかく助かった命を健康にしていかなければ」という使命感と地域ニーズを考慮し、「とうごう薬局」を仮設プレハブで開局

しました。翌年には復興特区第一号として日本で初めて単独型訪問リハビリステーションの事業所を開設、さらに被災地の医療介護体制

に貢献しながら統合医療を促す新たな地方モデルの構築を目指し、2016 年には陸前高田市の指定管理を受け、「玉乃湯」という温泉施

設を運営、地域の皆様のコミュニティー形成や温浴療法、そして食事療法などにも取り組んでいます。今後はフィットネス事業とデイサー

ビスを融合させた、フィットネスリハを推進し、地域の方々の運動不足を解消、健康増進に貢献していきます。

【求める人物像】

明るく前向きで、被災地に心を寄せながら患者さん中心に仕事できる方を募集します！

企業情報

設　　立 2011 年 8月 4日 代表者名 富山　泰庸 従業員数 33 名（うち薬剤師 2名）

店 舗 数 2 店舗
（とうごう薬局に限る） 勤務地域 大船渡市・陸前高田市 35 歳

平均年収 450 万円

カブシキガイシャ



― 17 ―

薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 どんぐり工房
カブシキガイシャ

〒 020-0024 岩手県盛岡市菜園 2丁目 6-25-3B TEL 019-613-5552 FAX 019-613-5562

▶https://donguri-kobo.jp/

担当者
連絡先

TEL 019-613-5552 FAX 019-613-5562 E-mail d.hon-sato@donguri-kobo.jp

部署 管理部　　担当者名：佐藤　幸子　フリガナ：サトウ　サチコ

患者さんのために　自分のために　未来のために

2008 年 4月に有志 30 名が出資し、菅野彊（現在は取締役顧問）が代表となり「合資会社どんぐり工房」を設立。

盛岡市高松、材木町と仙台市北中山にて、どんぐり薬局3店舗を構えてスタートしました。2016 年株式会社に組織変更し、現北中山管

理薬剤師を社長に迎え、さらに2019年3月に矢巾町に店舗を新設し、小規模ながらも着実に、地域に根ざした薬局経営を行っています。

どんぐり工房として、薬剤師のための書籍を多数発行し、薬剤師のための講演活動を全国で開催しています。菅野彊による社内勉強会の

実施、学会への積極参加等、スキルアップに対しても応援しています。

【求める人物像】

4店舗それぞれ個性あふれる薬局ですが、共通して患者さんとの対話を重視しています。

患者さんに寄り添い、話を聞ける方、

薬物動態学や副作用機序別分類などもっと勉強したい方、

1日を目一杯働いて、休みも目一杯楽しみたい方、

それぞれに適した店舗を紹介します。

企業情報

設　　立 2008 年 4月 15日 代表者名 赤間　千夏 従業員数 23 名（うち薬剤師 12名）

店 舗 数 4 店舗 勤務地域 盛岡市・矢巾町・
仙台市

35 歳
平均年収 500 万円

ドングリコウボウ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
中田薬局
ナカタヤッキョク

〒 026-0034 石市中妻町 1-20-23 TEL 0193-23-6377 FAX 0193-23-7707

▶http://www.nakata-pharmacy.com

担当者
連絡先

TEL 0193-23-6377 FAX 0193-23-7707 E-mail nakataph@gmail.com

部署 本部　役職：代表取締役　　担当者名：中田　義仁　フリガナ：ナカタ　ヨシヒト

小さな薬局の挑戦

薬局開設 50 数年、地域医療に根差した『かかりつけ薬局』を目指してきました。その、“地域医療の担い手”として、患者さまはもとよ

り生活者のお役に立ち、笑顔で『有難う』と感謝される『地域のホーム薬剤師』として貢献していくことが、私たち社員の志です。在宅

医療、健康サポート、スポーツファーマシスト、学校薬剤師など地域社会との積極的なかかわりを重視しています。

【求める人物像】

弊社は“共に視野の広い薬剤師を育っていこう”という基本理念のもと、自力で実践する人材育成を志向しています。そのような理由から、

三つの柱（人間として、ビジネスパーソンとして、医療人として）が 5年計画で一人前になるような育成のあり方を、仕事を進める基本と

位置付けております。それは、「自ら考え、実行し、検証できるセルフマネジメント型人材」、「患者さまと地域の生活者にあてにされる医

薬品のプロ、予防医療の推進者、町の科学者、健康よろずコンサルタント」というプロフェッショナルになることです。

企業情報

設　　立 昭和 30年 代表者名 中田　義仁 従業員数 35 名（うち薬剤師 16名）

店 舗 数 4 店舗 勤務地域 岩手県 石市 35 歳
平均年収 620 万円
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薬局

有限会社 桂薫会花巻調剤薬局
ユウゲンガイシャ

〒 025-0074 岩手県花巻市坂本町 4-5 TEL 0198-23-7665 FAX 0198-23-7641

担当者
連絡先

TEL 0198-21-5551 FAX 0198-21-5552 E-mail yamada@hana-cho.co.jp

役職：代表取締役　　担当者名：山田　裕司　フリガナ：ヤマダ　ヒロシ

地域に愛される薬局

当社は花巻市内にのみ店舗があり、地域に根ざした薬局を目指しております。全ての店舗が花巻駅を中心に2～3ｋｍ圏内に位置してお

り常に店舗間の交流があり、年1回全社員の合同研修会とその後の交流会を開催しております。

【求める人物像】

① 常に目線は患者（ご家族）であり、薬剤師の仕事の押しつけではなく、薬剤師としての専門性を活かし、個々の患者のために仕事でき

る人。

②他のスタッフと協調しながら仕事をすすめられる人。

③常に明るく人と接することのできる人。

企業情報

設　　立 昭和 58年 5月 代表者名 山田　裕司 従業員数 20 名（うち薬剤師 8名）

店 舗 数 5 店舗 勤務地域 花巻市 35 歳
平均年収 530 万円

ケイクンカイハナマキチョウザイヤッキョク
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薬局

株式会社 ファーマ・ラボ
カブシキガイシャ

〒 028-0065 岩手県久慈市十八日町 1-21（本社） TEL 0194-53-1193 FAX 0194-75-3556

▶http://pharma-labo.iwate.jp

担当者
連絡先

TEL 0194-52-1330 FAX 0194-53-3386 E-mail nakano@pharma-labo.co.jp

部署 営業本部　役職：本部長　　担当者名：中野　大輔　フリガナ：ナカノ　ダイスケ

地域の人々が今よりももっと健康になる為に私たちができる事

当社の理念「健康創り　人創り」

　私たちの願いは地域に住む人々にもっと健康になっていただくこと

　私たちはその為に薬局に何が出来るかを考え続けチャレンジしている薬局です。1922 年の創業以来、薬を通じて「健康」に関わって

きました。調剤と一般用医薬品（ＯＴＣ）を併設し、自分たちでセレクトした商品やアロマセラピー関連商品など、こだわりのある商品の

販売に積極的です。生活の改善という根本的・予防的な健康提案こそが健康創り、お客様の支持につながっております。全てのお客様が

心からリラックスできる新しい薬局のスタイルを、一緒に作っていきましょう。

【求める人物像】

　複数の薬の一包化や・在宅、薬に頼らない生活習慣改善のアドバイスを行うなど、患者様一人一人の健康と向き合っていきたいと考え

ています。そのため薬剤師の業務でも、調剤にとどまらず、患者様の健康を総合的に考える視点をもったまたは考えられるよう努力を惜

しまない薬剤師。 

　社員一人一人が意見を持ち、話し合い、楽しく成長できる企業を目指しています。

　共に学び、成長していける薬剤師を募集しています。

企業情報

設　　立 1922 年 11月 代表者名 細田　稔男 従業員数 53 名（うち薬剤師 10名）

店 舗 数 6 店舗 勤務地域 岩手県久慈市 35 歳
平均年収 500 万円

ファーマ・ラボ
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 ふれあい
カブシキガイシャ

〒 023-0403 岩手県奥州市胆沢若柳字甘草 324 TEL 0197-23-4838 FAX 0197-23-4849

▶http://fureai.oshushi.com/

担当者
連絡先

TEL 0197-23-4838 FAX 0197-23-4849 E-mail mizuchou@m08.alpha-net.ne.jp

部署 水沢調剤薬局　役職：事務長　　担当者名：小野　典海　フリガナ：オノ　ヨシミ

真に地域のための薬局でありたい

「株式会社ふれあい」は、奥州地域の薬剤師が経営者になっている、12 店の薬局が運営しております。

医薬分業が進む中、全国いたる所に大小様々な薬局が開局しています。このような状況の中、私達は設立以来、一貫して地域に根ざした、

患者様のための「顔の見える薬局」を創りあげて参りました。

これからも私たちは、地域の皆様に「安心」と「まごころ」を提供できる薬局を目指してまいります。

【求める人物像】

地元に根ざし、長く働いてくれる方大歓迎。

研修会、資格取得など、薬剤師育成への積極的な支援もあります。

企業情報

設　　立 1994 年 4月 代表者名 代表取締役　
髙野　英夫 従業員数 23 名（うち薬剤師 12名）

店 舗 数 3 店舗 勤務地域 奥州市 35 歳
平均年収 550 万円

フレアイ



― 22 ―

薬局
詳しくはコチラへ

Web
有限会社 フローレンス薬局
ユウゲンガイシャ

〒 020-0022 岩手県盛岡市大通 1丁目 5番 7号 TEL 019-625-7820 FAX 019-623-0627

▶http:/www.florencepharmacy.jp/

担当者
連絡先

TEL 019-625-7820 FAX 019-623-0627 E-mail zo-3sky.plala.or.jp

役職：常務取締役　　担当者名：富樫　輔　フリガナ：トガシ　タスク

お客様に寄り添った丁寧な説明で、皆様の健康をサポートします。

盛岡市内に2店舗展開しており、街中にあります。休憩時間や仕事終わりに私用を足すことができますし、有休消化率も高く、プライベー

トを充実させることができます。

門前のクリニック以外にも立地的に様々な処方箋を受け付けることが多く、いろいろな処方箋に触れることができるため実践的に勉強す

ることができます。

忙しい職場ではありますが、患者様1人1人に迅速・丁寧に対応するのがモットーで、薬剤師、事務員全てのスタッフが患者様に寄り添っ

た丁寧な対応をしております。

【求める人物像】

患者層として、0歳児の赤ちゃんからご高齢の方まであらゆる年代の方がいらっしゃり、フレンドリーにお話しされる方が多いため、どな

たに対しても柔和に対応できる方。

企業情報

設　　立 昭和 62年 代表者名 白濱　成朗 従業員数 14 名（うち薬剤師 6名）

店 舗 数 2 店舗 勤務地域 盛岡市内のみ 35 歳
平均年収 650 万円

フローレンスヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 フロンティア
カブシキガイシャ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3丁目 5番 36号 新大阪トラストタワー 14階 TEL 06-6396-8100 FAX 06-6396-8101

▶https://www.frontier-ph.com

担当者
連絡先

TEL 06-6396-8100 FAX 06-6396-8101 E-mail saiyo-ph@frontier-web.jp

部署 キャリア支援室　役職：課長　　担当者名：元木　正義　フリガナ：モトキ　セイギ

ますます広がる薬剤師のフィールド　“なりたいジブン”を叶える

株式会社フロンティアは薬局業界では珍しい、「薬剤事業部」と「福祉事業部」の2軸からなる会社です。全8回・312 時間に渡る入社
後 3年間の研修に加え、選抜型の多職種連携研修や海外視察研修、接遇研修など【専門性】と【人間力】の向上に向けて学べる機会が
豊富なフロンティア薬局！当社で働く薬剤師はかかりつけとして患者様と密に関わり、薬局内外問わず活躍しています。
また、≪2025 年 専門認定薬剤師比率No.1≫を目指し、「認知症」「漢方・生薬」「小児薬物療法」の認定取得者を増やすとともに、「が
ん」や「糖尿病」の認定取得にも力を入れています。「人と心を大切にする」会社に興味のある方はぜひフロンティアへ！

【求める人物像】
1．「人と心を大切にする」を一緒に実現していただける方
企業理念に共感することができる方。ただ共感するだけではなく、今ある環境をよりよくするためにコミュニケーションを大切にし、「素
直な心」と「向上心」をもって会社と共に成長していける方を求めています！
2．自分の意思を持って行動できる方
「働きやすさ」は受け身でも感じられますが、「働きがい」は自らの意思に基づいて行動できる方にしか得られません。「かかりつけ薬剤師
として患者様の役に立ちたい」「専門認定薬剤師としてチーム医療に貢献したい」「薬剤師・人として成長したい」　受け身ではなく、自発
的に行動し、やりがいを持って仕事ができる方を求めています！

企業情報

設　　立 1983 年 11月 18日 代表者名 重森　裕之 従業員数 2,368 名
（うち薬剤師 684名）

店 舗 数 全国 150店舗
（関西 65店舗） 勤務地域 3 つのコースから選択可能（全国勤

務型／地域勤務型／自宅から通勤型）
35 歳
平均年収 544 万円

フロンティア
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薬局

有限会社 ポス企画
ユウゲンガイシャ

〒 024-0064 岩手県北上市若宮町 2丁目 2番 39号 TEL 0197-63-8822 FAX 0197-63-8821

担当者
連絡先

TEL 0197-63-8822 FAX 0197-63-8821 E-mail posakura@io.ocn.ne.jp

役職：代表取締役　　担当者名：齊藤 りえ　フリガナ：サイトウ リエ

地域の健康を支える身近な相談薬局です。

北上市を中心に3店舗運営しています。

10 年以上勤務している薬剤師が多いです。

平成 6年から在宅業務を行っており、かかりつけ薬局として地域に貢献しています。

例年、薬局実務実習生を受け入れています。

社員のスキル向上のため、外部講師を招き社内研修会を行うとともに、各種研修会への積極的参加を勧めています。

【求める人物像】

患者様一人一人に寄り添い、患者様の声に耳を傾けることができる方、薬の専門家として「基本」を大事にし、自分の考えを持ち積極的

に仕事に取り組む方、当社を盛り上げてくださる方をお待ちしております。

企業情報

設　　立 平成 5年 代表者名 齊藤　りえ 従業員数 29 名（うち薬剤師 12名）

店 舗 数 3 店舗 勤務地域 北上市・奥州市 35 歳
平均年収 500 万円

ポスキカク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
堀野調剤薬局
ホリノチョウザイヤッキョク

〒 028-6105 岩手県二戸市堀野字大川原毛 89-1 TEL  0195-25-5016 FAX  0195-25-5017

▶https://meron-net.shop/ds/horiyaku

担当者
連絡先

TEL  0195-25-5016 FAX  0195-25-5017 E-mail 　horiyaku@arion.ocn.ne.jp

役職：専務取締役　　担当者名：金澤　悟　フリガナ：カナザワ　サトル

地域で信頼される薬局を目指そう

　平成 6年に県立二戸病院（旧　福岡病院）が院外処方箋の発行を開始しました。それに合わせて地域の拠点薬局となるべく開局しま

した。それ以来、地域の中で行政や地域住民の方々に認知されてきました。処方箋の応儒だけではなく、一般薬販売、ストーマ患者さ

んへの対応、在宅訪問、学校薬剤師活動などをおこなっています。高齢化社会に向けて、多職種との連携がますます重要となります。職

員の研修にも力を入れており、薬局内外の研修への参加を支援しております。不定期ではありますが、海外研修も行っています。職員全

てが地元の人です。地域の方々とのつながりを大事にし、安全な薬を安心して服用していただけるよう活動を続けています。

【求める人物像】

　薬剤師としての知識・能力を十分に持っていることはもちろんです。しかし、それと共に必要なことがあります。二戸地域は、全国より

も高齢化が急速に進んでいます。これからは高齢者が地域で暮らしていけるような支援が求めらます。その為には積極的に外へ出て、地

域で住民や多職種の方とコミュニケーションを取れる人。患者さんやその家族、地域住民に寄り添える方を求めています。

企業情報

設　　立  平成 6年 4月 1日 代表者名 金澤　貴子 従業員数 15 名（うち薬剤師 7名）

店 舗 数 2 店舗 勤務地域 岩手県二戸市 35 歳
平均年収 450 万円
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 みなとや薬局
カブシキガイシャ

〒 027-0083 岩手県宮古市大通 4-5-1 TEL 0193-71-2015 FAX 0193-71-2017

▶http://http://www.minatoya-p.com

担当者
連絡先

TEL 0193-71-2015 FAX 0193-71-2017 E-mail minatoyajinji@yahoo.co.jp

部署 担当者名：金村　和江　フリガナ：カネムラ　カズエ

地域の皆様の「よろず相談薬局」を目指しています！

岩手県宮古市内に系列会社含め 4店舗の薬局を展開しています。調剤薬局を通じて「地域の方々の健康を守りたい」と考え調剤業務や

服薬指導、近年では在宅訪問にも力を入れています。また、OTC販売や健康相談、セミナーを開催しての健康応援、本店あさひ調剤薬

局隣にある「健康みらい館」にて管理栄養士などから食事や栄養に特化したアドバイスや健康教室を開催する等、社員一丸となって取り

組んでいます。薬局の仕事は、人の健康を応援するところです。病気・未病・健康　全ての方の「よろず相談」を受け付けられる薬局を目

指しています。

【求める人物像】

病気・未病・健康に対しての「よろず相談」を受け付けられる薬局を目指しています。治療と予防の両面から健康を守る存在であり続けた

い、そんな思いで日々来局される方々と接しています。当社では「人間」として、そして「よろず相談薬剤師」として成長しキャリアを磨い

て働きたいという方との出会いを大いに期待します。

企業情報

設　　立 1990 年 9月 代表者名 湊谷　寿邦 従業員数 34 名（うち薬剤師 12名）

店 舗 数 4 店舗 勤務地域 岩手県宮古市 35 歳
平均年収 470～520万円

ミナトヤヤッキョク
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
株式会社 ライブリー
カブシキガイシャ　

〒 024-0021 岩手県北上市上野町 2-32-21 TEL 0197-64-5400 FAX 0197-64-5565

▶https://www.lively-pharma.jp/

担当者
連絡先

TEL 019-654-7100 FAX 019-626-0844 E-mail saiyou@lively-pharma.jp

部署 盛岡オフィス　総務本部　　担当者名：高橋、佐々木　フリガナ：タカハシ、ササキ

32年の実績。北東北最大級の地域に愛されるかかりつけマイ薬局

　ライブリーは岩手県と青森県で店舗数、従業員数ともに北東北最大級の調剤薬局です。薬剤師数は140 名を超え、東北地区の薬系

大学からはもちろん、全国の薬系大学の卒業生が毎年多数入社しています。

　入社時の導入研修に始まり、年二回の医療安全管理研修、薬剤師研修や振り返り研修など充実した研修はもちろん、各薬局で行われ

る「お薬教室」や地域講演活動、職業体験イベントなど様々な地域活動にも積極的に参加し「地域に親しまれる街のかかりつけマイ薬局」

を目指しています。

　2019 年 6月には岩手県内で初めて「共同利用可能な無菌調剤室」を設置し、患者様だけでなくご家族や地域の方々に貢献していける

薬局を目指しています。

【求める人物像】

　当社の経営理念は「私たちは、お客様との信頼関係を絆に地域に密着した親しまれる“街のかかりつけマイ薬局”を目指します」です。

その理念に共感した140 名を超える様々なタイプの薬剤師が、性別や年齢関係なく各店舗で個性や強みを発揮し活躍しています。

　薬剤師として医療人として仲間とチャレンジし、医療・社会に貢献しながら会社とともに成長していける方をお待ちしています。

企業情報

設　　立 1987 年 4月 代表者名 田中　紘一 従業員数 250 名
（うち薬剤師 140名）

店 舗 数 39 店舗 勤務地域 岩手県、青森県 35 歳
平均年収 650 万円

ライブリー
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薬局
詳しくはコチラへ

Web
ラッキーバッグ 株式会社
ラッキーバッグ

〒 999-4601 山形県最上郡舟形町舟形 352-10 TEL 0233-29-8177 FAX 0233-29-8151

▶http://www.luckybag.co.jp/

担当者
連絡先

TEL 080-2836-1537 FAX 0233-29-8151 E-mail lb-satake@luckybag.co.jp

部署 人事部　役職：統括課長　　担当者名：佐竹　雄大　フリガナ：サタケ　ユウダイ

地方・地域とともに歩む温もりの薬局

東北 4県（山形・岩手・秋田・宮城）に30店舗を展開しています。私達は、地元の診療所と一体となった地域密着型の薬局として地元

住民の方々と強固な信頼関係を築いてきました。住民同士のつながりを支えていく医療を提供する事が、地方薬局の使命との信念のもと、

都市型薬局とは一線を画し、財源不足、人材不足が叫ばれる地方都市に特化しながら、地域医療へ参画しています。今、私達の最重要

課題は、地域住民の“そば”で活躍するプロフェッショナルな医療人の育成です。薬剤師として、地域の要として、そして地域で生きる仲

間として、ともに歩んでいける人材の育成。それを考え実践し、地域のために変化し、前進している会社です。

【求める人物像】

「やりたい事が考えられる人」 、 「人に興味のある人」を私たちは求めています。

昨今の状況を鑑みれば、数年単位でこれまでの常識が通用しない世の中になっており、その中においては、主体的に考え、実行できる事

が必須になってきています。また、「人に興味がある事」は、 患者さんはじめ、関係する医療従事者、その他多くのステークホルダーのニー

ズを理解し満たす事ができる重要な能力と考えています。やりたい事を実行するため、患者さんのニーズを満たすため、またそれらの能

力開発のための必要なサポートは会社としてしっかり提供していきます。

企業情報

設　　立 1999 年 2月 代表者名 三浦　祐福 従業員数 164名（うち薬剤師61名）

店 舗 数 30 店舗 勤務地域 岩手県・宮城県・
山形県・秋田県

35 歳
平均年収 630 万円

カブシキガイシャ
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病院
詳しくはコチラへ

Web
岩手医科大学　附属病院
イワテイカダイガク　

〒 028-3695 岩手県紫波郡矢巾町医大通 2丁目 1番 1号 TEL 019-613-7111 FAX

▶https://www.hosp.iwate-med.ac.jp/

担当者
連絡先

TEL 019-613-7111 FAX E-mail jinshoku@j.iwate-med.ac.jp

部署 法人事務部　人事職員課　役職：主任主事　　担当者名：清水　容平　フリガナ：シミズ　ヨウヘイ

大学病院。薬剤師。新たなスタートをともに。

岩手医科大学附属病院は、「誠の精神に基づく、誠の医療の実践」を基本理念に掲げ、「地域医療」の中核として責任を果たすため、医療・

教育・研究の三位一体をもとに高度医療を提供しております。大学病院の理念のもと、薬剤部では『患者の安全確保と薬物療法への責任、

医療の質向上への寄与』の理念を掲げ、日々業務に取り組んでおります。新病院では、最新設備を導入し、これまでの業務のさらなる充

実、入退院サポートセンター・周術期等への参加等、患者様が安心して医療を受けることが出来るよう努力しております。

【求める人物像】

県内唯一の大学病院。薬剤部は、その一端を担う専門職として、臨床を中心とし、研究・教育を三本柱として掲げています。「誠の精神

に基づく、誠の医療の実践」は一日にしてなるものではありませんが、薬剤師としての専門知識を高め専門性を磨くための熱意、患者様

のことを考え、安全で安心・良質な医療の実践していく誠実さ、多職種との連携ではお互いを尊重する素直さなど、多くの思いが必要と

なります。研究マインドを持って、人間的にも成長もしたいと考えている皆さん、大歓迎です。

企業情報

設　　立 1897 年 代表者名 理事長　小川　彰 従業員数 2,780 名
（うち薬剤師 83名）

店 舗 数 2 病院 勤務地域 矢巾町、盛岡市 35 歳
平均年収 537 万円

フゾクビョウイン
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病院
詳しくはコチラへ

Web
岩手県立病院（岩手県医療局）
イワテケンリツビョウイン

〒 020-0023 岩手県盛岡市内丸 11 番 1号 TEL 019-629-6322 FAX 019-629-6329

▶https://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/index.html

担当者
連絡先

TEL 019-629-6322 FAX 019-629-6329 E-mail EA0003@pref.iwate.jp

部署 医療局職員課　役職：主事　　担当者名：上有谷　三友（カミアリヤ　ミツトモ）・遠藤　康佑（エンドウ　コウスケ）

《基本理念》「県下にあまねく良質な医療の均てんを」

　岩手県立病院はベッド数約 4,500 床、職員数約 6,400 名、病院数 20施設、地域診療センター 6施設という全国随一のネットワー
クをもつ公的医療機関です。
　高度急性期から慢性期、精神医療、緩和医療、在宅医療など病院毎に様々な経験を積むことができ、自分に最も適性のある仕事を発
見することができます。
　薬の専門職として、病棟薬剤業務、薬剤管理指導、調剤・製剤業務、医薬品情報管理、医薬品の管理・供給、注射剤調剤、がん化学
療法（レジメン管理、指導管理、調製）等の様々な業務に従事しながら、充実した研修制度を活用し、薬剤師として成長できる環境が整っ
ています。

【求める人物像】
　病院という組織の中で、薬剤師は薬の専門職として医師や看護師等からアドバイスを求められることもあれば、医師とともに処方設計
に携わることもあり、薬剤師以外の専門職スタッフとも連携しながらチームとして医療現場の運営に関わっていくので、医療現場の最前
線ならではの業務が数多くあります。
　病院薬剤師を目指している方や興味がある方、岩手県の医療に貢献したい方、薬剤師としてスキルアップを図りたい方など、ぜひ一緒
に働きましょう！！

企業情報

設　　立 1950 年 11月 1日 代表者名 医療局長　熊谷　泰樹 従業員数 6,363 名
（うち薬剤師 196名）

店 舗 数 20 病院
6地域診療センター 勤務地域 岩手県内各地 35 歳

平均年収 570 万円
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病院
詳しくはコチラへ

Web
洋野町国民健康保険種市病院
ヒロノチョウコクミンケンコウホケンタネイチビョウイン

〒 028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市 23-27-2 TEL 0194-65-2127 FAX 0195-65-3909

▶http://www.byoin@town.hirono.iwate.jp

担当者
連絡先

TEL 0194-65-2127 FAX 0195-65-3909 E-mail takayashiki219@town.hirono.iwate.jp

部署 事務局　役職：事務長補佐兼管理係長　　担当者名：高屋敷　裕治　フリガナ：タカヤシキ　ユウシﾞ

｢和｣ の職場　｢一期一会｣ の医療サービス　｢自力生存｣ の経営

県北沿岸部にある当院は、内科および外科を標榜し、一般病棟 41床を有する町立病院で、地域医療を担い、併設する老健施設との連

携をはじめ、在宅医療、人工透析医療、特別診療としての皮膚科外来や特別診療等、町民の求める医療を提供しています。

【福利厚生】

医療費補助などの互助会制度あり

【求める人物像】

医師の処方せんをもとに調剤、処方鑑査、服薬指導などの業務全般を担当していただきます。

患者さんの求めに適宜応えながら、地域医療に貢献し、住民の方々に信頼される薬剤師を随時募集しております。

採用担当者まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

企業情報

設　　立 昭和 20年 8月 1日 代表者名 院長　磯﨑　一太 従業員数 77 名（うち薬剤師 1名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 洋野町 35 歳
平均年収 466 万円
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病院
詳しくはコチラへ

Web
社会医療法人智徳会 未来の風せいわ病院
シャカイイリョウホウジンチトクカイ

〒 020-0401 岩手県盛岡市手代森 9-70-1 TEL 019-696-2567 FAX 019-696-2573

▶https://mirai-seiwa.com/

担当者
連絡先

TEL 019-696-2567 FAX 019-696-2573 E-mail yoshida@i-seiwa.com

部署 人財政策課　役職：係長　　担当者名：吉田　隆洋　フリガナ：ヨシダ　タカヒロ

すべての人がいきいきと自分らしく生きていける地域社会づくり

当病院は岩手県内初の精神科スーパー救急病棟、地域移行機能強化病棟を有しており、患者様の迅速な退院、社会復帰を可能にしてい

ます。近年増加している発達障害、児童思春期の精神疾患にも対応しており、精神科病院として最先端の医療を提供しています。ワーク

ライフバランスも充実しています。独身寮、送迎バス、職員用駐車場有。

【求める人物像】

多様化する医療に柔軟に対応でき、保険医薬品をはじめとする薬物を取り扱うプロとしての自覚をもてるよう、常に創意工夫・向上心が

ある方。

誰とでも円滑なコミニケーションができるよう心がけている方。

企業情報

設　　立 1972 年 代表者名 理事長　智田　文徳 従業員数 419 名（うち薬剤師 6名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 岩手県盛岡市手代森 35 歳
平均年収 －

ミライノカゼセイワビョウイン
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病院
詳しくはコチラへ

Web
医療法人財団 正清会　六角牛病院
イリョウホウジンザイダン

〒 028-0505 岩手県遠野市青笹町中沢 5地割 5番地 1 TEL 0198-62-2026 FAX 0198-62-2027

▶http://rokkoushihp.byoinnavi.jp/

担当者
連絡先

TEL 0198-62-2026 FAX 0198-62-2027 E-mail rhhoujin@tonotv.com

部署 法人事務室　役職：事務長　　担当者名：佐々木　正美　フリガナ：ササキ　マサミ

遠野市唯一の精神科専門医療機関としての使命

　・2021年 4月新病院竣工予定

　・年間休日約120日（土・日・祝祭日、12/31、1/2、10/1開院記念日）

　・残業ほとんど無し（昨年実績約10 時間）

　・有給休暇取得時は、同一法人内の薬剤師派遣にて対応いたします。

【求める人物像】

　向上心を持って努力できる人

　コミュニケーション能力のある人

企業情報

設　　立 1966 年 10月 代表者名 理事長　三浦正之 従業員数 101 名（うち薬剤師 1名）

店 舗 数 勤務地域 岩手県　遠野市 35 歳
平均年収 約 550万円

マサセイカイ　　　　　 ロッコウシビョウインン
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病院
詳しくはコチラへ

Web
日本赤十字社 盛岡赤十字病院
ニッポンセキジュウジシャ

〒 020-8560 岩手県盛岡市三本柳 6-1-1 TEL 019-637-3111 FAX 019-637-3801

▶http://www.morioka.jrc.or.jp/

担当者
連絡先

TEL 019-637-3111 FAX 019-637-3801 E-mail yakuhin@morioka.jrc.or.jp

部署 薬剤部　役職：薬品管理課長　　担当者名：佐々木　栄一　フリガナ：ササキ　エイイチ

盛岡赤十字病院基本理念
「私たちは、人道・博愛の赤十字精神にもとづき、みなさまの生命と健康を守るために、
信頼される医療を実践します。」

当院は、急性期医療を中心に行う病院として、地域の医療・保健・福祉施設と緊密に連携し、がん診療そして緩和ケア医療を始めとし、

日本赤十字社の使命である災害救護と救急医療、さらには研修医の育成と健診事業を行っている。これらを達成するために薬剤部では、

基本的な知識・技術の修得のほかに、専門性を身に着けるよう指導を行っている。専門性取得者の具体例は、感染制御専門・認定薬剤師、

抗菌化学療法認定薬剤師、がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師、NST 専門療法士、糖尿病療養指導

士、スポーツファーマシストや医療安全管理者認定取得など、専門・認定薬剤師の資格取得を手厚くサポートしている。

【求める人物像】

病棟薬剤業務やチーム医療を実践するために、協調性と主体性を持つ、コミュニケーション能力の豊かな人材を望む。

様々な医療チームにも参画し、患者さんのために他の医療スタッフと連携して活躍してみませんか？

目標に向かって一致団結し、お互いに成長しましょう。

企業情報

設　　立 1920 年 4月 13日 代表者名 松田　壯正 従業員数 579名（うち薬剤師16名）

店 舗 数 － 勤務地域 盛岡市 35 歳
平均年収 530 万円

モリオカセキジュウジビョウイン
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病院
詳しくはコチラへ

Web
特定医療法人 博愛会　一関病院
トクテイイリョウホウジン　

〒 021-0884 岩手県一関市大手町 3-36 TEL 0191-23-2050 FAX 0191-26-4694

▶http://www.ichi-hp.jp

担当者
連絡先

TEL 0191-23-2050 FAX 0191-26-4694 E-mail yakuzai@ichi-hp.jp

部署 総務課　役職：総務課長　　担当者名：千田　訓裕　フリガナ：チダ　クニヒロ

地域に根ざし住民から信頼され、安心・安全な医療と介護を目指す

創立百周年以上の地元に根付いた病院で、「明るく・親切・ていねいに」をモットーにさらなる実践に務め、地域住民の皆さんから信頼し

ていただけるように、職員一丸となって頑張っている病院です。

また、医療法人博愛会は『地域に根ざし住民から信頼され、安心・安全な医療と介護を提供します』、『患者と家族本位の医療と介護を提

供します』、『職員が充分能力を発揮し、働き甲斐のある職場環境を提供します』を基本理念に、【訪問看護ステーション わかば】と【居

宅介護支援事業所 医療と介護の連携センター】を併せ持ち、地域医療支援を充実させております。

【求める人物像】

多様化する医療に柔軟に対応でき、医薬品をはじめとする“薬物”を取り扱うプロとしての自覚をもてるよう、常に創意工夫・向上心があ

る方。

学会・研修会への参加、各種認定薬剤師取得等といった薬剤師育成への積極的支援があります。

薬剤師 5人とそれほど多くはない病院ですが、マンツーマンで指導・育成できる環境づくりを心掛けています。

企業情報

設　　立 1918 年 代表者名 佐藤　隆次 従業員数 285 名（うち薬剤師 5名）

店 舗 数 1 店舗 勤務地域 一関市内 35 歳
平均年収 400 万円

ハクアイカイ　　　　　  イチノセキビョウイン
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病院
詳しくはコチラへ

Web
一関市国民健康保険藤沢病院
イチノセキシコクミンケンコウホケンフジサワビョウイン

〒 029-3405 岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 52-2 TEL 0191-63-5211 FAX 0191-63-5484

▶http://www.echna.ne.jp/~fmh/

担当者
連絡先

TEL 0191-63-5253 FAX 0191-63-2094 E-mail fmh@echna.ne.jp（代表メール）

部署 事務局　役職：事務局次長　　担当者名：新沼　健　フリガナ：ニイヌマ　ケン

住民の暮らしを守る医療で26年。多職種連携が強みです。

当院は一関市が設置する公立病院で、附帯事業として介護 7事業（老健、特養、訪問看護、デイサービス、居宅介護支援、グループホー

ム、包括支援センター）を一体的に運営しています。病院が単に医療サービスを提供するだけでなく、保健、医療、福祉、介護の連携の

中核として機能し、地域包括ケアシステムが構築されているのが特徴です。

最善の医療を提供するために、医師や看護師等の多職種と協力してチーム医療を行っています。特に病棟に薬剤師を配置し、薬物療法

の有効性、安全性の向上に大きく関わっています。また、服薬管理指導業務も積極的に行っており、より患者のＱＯＬ及びアドヒアラン

スの向上に貢献しています。

【求める人物像】

　●チームワーク（協調性）

　　チームワークを重視し、協調性を持って仕事ができる方

　●アンビシャス（向上心）

　　薬剤師というプロフェッショナルとして、常に向上心を持って行動できる方

企業情報

設　　立 1993 年 代表者名 佐藤　元美 従業員数 87 名（うち薬剤師 2名）

店 舗 数 － 勤務地域 一関市藤沢町 35 歳
平均年収 550 万円
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