
薬剤師就職・採用イベント

インターンシップ（病院見学）

病院薬剤部業務説明会

薬剤師就職説明会

2024年卒業予定者 薬剤師採用試験

徳洲会グループについて、病院薬剤師業務について、担当者や責任者と直接話ができる機会です。是非ご参加ください。      　　　

徳洲会病院グループ (関西・大阪ブロック )

右のQRコードからお申し込みください。
見学希望病院より、日程調整等の連絡をいたします。

開催日・場所

対　　　　象

対　　　　象

対　　　　象

開催日・場所

開催日・場所

第１回 2022年１２月４日（日）(ハービスＥＮＴ９階）
第２回 2023年１月２９日（日）(ハービスＥＮＴ９階）
第３回 2023年２月１２日（日）(ハービスＥＮＴ９階）

申し込み方法

2024年入職希望者対　　　　象

見学希望病院開 催 場 所

申し込み方法

申し込み方法

申し込み方法

右のQRコードからお申し込みください。

第 1回　2023年３月１２日（日）13時～ ( ハービスＥＮＴ９階）
第 2回　2023年３月２６日（日）13時～ ( ハービスＥＮＴ９階）

マイナビ 2024からお願いします

マイナビ 2024からお願いします

第 1回　2023年 4月 16日（日）10時～（自習室うめだ：大阪駅前第 1ビル 5階）
第 2回　2023年 4月 30日（日）10時～（自習室うめだ：大阪駅前第 1ビル 5階）

（関西ブロック合同）

内容は変更・中止する場合が
ございます。
詳細は徳洲会HP等で
ご確認ください。
https://yakuzaishi.
tokushukai.or.jp/requirements
                       　　　

〒596-0042 大阪府岸和田市加守町４丁目－２７－１
電   話：072-445-9915 ( 代表 )
E-mail : takashi.nakatani@tokushukai.jp
徳洲会グループHP : http://www.tokushukai.or.jp

※開始４日前までに事前登録をお願いします。　

※開始４日前までに事前登録をお願いします。　

詳細は別紙を
ご確認ください
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岸和田徳洲会病院 薬剤部　薬剤師採用担当 中谷孝史お
問
合
わ
せ

徳洲会グループへの就職をお考えの方・病院に興味のある方

２０２４年３月卒業見込みの方、既に薬剤師免許取得の方、学部生、院生

薬剤師免許取得の方、2024年 4月薬剤師免許取得予定者



2024 年入職希望者徳洲会病院グループ（関西・大阪ブロック）

インターンシップ（病院見学）

入職希望者を対象に、各病院でインターンシップ（病院見学）を随時開催しています。
徳洲会病院への就職をお考えの方、病院に興味のある方は、ホームページではわからない病院の
雰囲気を気軽に感じてください。

松原徳洲会病院（大阪府松原市）　　　　　　　野崎徳洲会病院（大阪府大東市）
岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市）　　　　　八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市）
宇治徳洲会病院（京都府宇治市）　　　　　　　神戸徳洲会病院（兵庫県神戸市）
高砂西部病院（兵庫県高砂市） 　　　　　名古屋徳洲会総合病院（愛知県春日井市）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市）　　　　　　　近江草津徳洲会病院（滋賀県草津市）
宇和島徳洲会病院（愛媛県宇和島市）　　　　　出雲徳洲会病院（島根県斐川町）
東大阪徳洲会病院（大阪府東大阪市）　　　　　和泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）
吹田徳洲会病院（大阪府吹田市）　　　　　　　生駒市立病院（奈良県生駒市）
松原中央病院（大阪府松原市）　　　　　　　　東佐野病院（大阪府泉佐野市）　　
全南病院（大阪府柏原市）　　　　　　  　　　 六地蔵病院（京都府宇治市）　　

開催病院

申し込み方法

各病院のインターンシップ（病院見学）を希望の方は、
右のQRコードからお申し込みください。
見学希望病院より、日程調整等の連絡をいたします。

https://forms.gle/Ew1d7soPuohnQ7BfA
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対象



病院薬剤師業務説明会

徳洲会病院グループ（関西・大阪ブロック）

徳洲会グループ薬剤師のナマの声・活動に触れていただける説明会です。
入職２～３年目の若手薬剤師、化学療法・感染等の専門・認定薬剤師や治験・僻地離島医療・災害医療
教育研修等の担当薬剤師が参加し、各分野の活動を紹介します。お気軽にご参加ください。

松原徳洲会病院（大阪府松原市）　　　　　　　　　野崎徳洲会病院（大阪府大東市）
岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市）　　　　　　　八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市）
宇治徳洲会病院（京都府宇治市）　　　　　　　　　神戸徳洲会病院（兵庫県神戸市）
高砂西部病院（兵庫県高砂市） 　　　　　　　　　名古屋徳洲会総合病院（愛知県春日井市）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市）　　　　　　　　　近江草津徳洲会病院（滋賀県草津市）
宇和島徳洲会病院（愛媛県宇和島市）　　　　　　　出雲徳洲会病院（島根県斐川町）
東大阪徳洲会病院（大阪府東大阪市）　　　　　　　和泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）
吹田徳洲会病院（大阪府吹田市）　　　　　　　　　生駒市立病院（奈良県生駒市）
松原中央病院（大阪府松原市）　　　　　　　　　　東佐野病院（大阪府泉佐野市）　　
全南病院（大阪府柏原市）　　　　　　  　　　　　 六地蔵病院（京都府宇治市）　　

参加病院

開催概要

申し込み方法

13：00～ 16：30（受付開始 12時 30分）

対面参加（40名）　※事前登録の上ご参加ください

開 催 日

時　　間

場　　所

定　　員

※ 開催４日前までに事前登録をお願いします。　

※ COVID-19 の影響により、内容の変更・中止する場合がございます。

岸和田徳洲会病院　薬剤部　中谷孝史まで　　　①お申し込みフォーム
https://forms.gle/GVdJPTjbDvRro9Vg6

②メール
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徳洲会グループへの就職をお考えの方
病院に興味のある方

第１回　2022年 12月 4日（日）
第２回　2023年 1月 29日（日）
第３回　2023年 2月 12日（日

ハービスＥＮＴ 9 階貸し会議室

件名に「薬剤師業務説明会参加希望」　と記載の上、
本文には、氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)・年齢・大学名・学年（卒業予定年月）
現住所（市区まで）を記載ください　

takashi.nakatani@tokushukai.jp　　　　

〒530-0001 大阪市北区梅田 2丁目 25ハービス ENTオフィスビル 9階
06-66372-1489（阪急阪神の貸し会議室総合窓口） 　

対象



薬剤師就職説明会

徳洲会病院グループ（関西・大阪ブロック）

松原徳洲会病院（大阪府松原市）　　　　　　　　　野崎徳洲会病院（大阪府大東市）
岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市）　　　　　　　八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市）
宇治徳洲会病院（京都府宇治市）　　　　　　　　　神戸徳洲会病院（兵庫県神戸市）
高砂西部病院（兵庫県高砂市） 　　　　　　　　　名古屋徳洲会総合病院（愛知県春日井市）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市）　　　　　　　　　近江草津徳洲会病院（滋賀県草津市）
宇和島徳洲会病院（愛媛県宇和島市）　　　　　　　出雲徳洲会病院（島根県斐川町）
東大阪徳洲会病院（大阪府東大阪市）　　　　　　　和泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）
吹田徳洲会病院（大阪府吹田市）　　　　　　　　　生駒市立病院（奈良県生駒市）
松原中央病院（大阪府松原市）　　　　　　　　　　東佐野病院（大阪府泉佐野市）　　
全南病院（大阪府柏原市）　　　　　　  　　　　　 六地蔵病院（京都府宇治市）　　

参加病院

申し込み方法

開 催 日

時　　間

場　　所

定　　員

※　開催４日前までに事前登録をお願いします。　

岸和田徳洲会病院　薬剤部　中谷孝史まで
takashi.nakatani@tokushukai.jp　

① マイナビ 2024より

② メール

２０２４年３月卒業見込みの方、および既に薬剤師免許取得の方、学部生、院生もご応募をお待ちしております。
当日は、徳洲会グループ及び薬剤部について、また各病院の責任者と直接話ができる時間を設けています。　

２０２４年３月卒業見込みの方
既に薬剤師免許取得の方、学部生、院生

第 1回　2023年 3月 12日（日）
第 2回　2023年 3月 26日（日）

40名（対面形式）　COVIＤ感染の対策を行い、対面で実施します。

ハービスＥＮＴ９階貸し会議室

13時～ 16時 30分（受付開始 12時 30分）

（２０２３年３月より申し込み可能 )
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開催概要

件名に「薬剤師就職説明会参加希望」　と記載の上、
本文には、氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)・年齢・大学名・学年（卒業予定年月）・現住所（市区まで）
を記載ください　

〒530-0001 大阪市北区梅田 2丁目 25ハービス ENTオフィスビル 9階
06-66372-1489（阪急阪神の貸し会議室総合窓口） 　

対象



徳洲会病院グループ（関西・大阪ブロック）

松原徳洲会病院（大阪府松原市）　　　　　　　　野崎徳洲会病院（大阪府大東市）
岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市）　　　　　　八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市）
宇治徳洲会病院（京都府宇治市）　　　　　　　　神戸徳洲会病院（兵庫県神戸市）
高砂西部病院（兵庫県高砂市） 　　　　名古屋徳洲会総合病院（愛知県春日井市）
大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市）　　　　　　　　近江草津徳洲会病院（滋賀県草津市）
宇和島徳洲会病院（愛媛県宇和島市）　　　　　　出雲徳洲会病院（島根県斐川町）
東大阪徳洲会病院（大阪府東大阪市）　　　　　　和泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）

参加病院

①マイナビ 2024より

②郵送

③メール

応募書類

薬剤師免許取得の方
2024年４月薬剤師免許取得予定者

2024 年度 薬剤師合同採用試験

第１回：2023年 4月 16日（日）
第２回：2023年 4月 30日（日）　 　　　　　　

選   考   日

筆記試験 時間

面接試験 時間

筆記試験 会場

面接試験 会場

自習室うめだの貸し会議室（大阪駅前第一ビル５階）
〒530－0001　大阪市北区梅田１丁目３-１大阪駅前第１ビル　５階
06-6225-8976（大阪駅前第３ビル２階事務所）
10時 30分～ 11時 45分（受付 10時より）

徳洲会大阪本部 12階会議室

面接開始時間は当日連絡します

第１回と第２回を合わせて１次試験合格者を決定します。徳洲会グループ専願希望者を優先させて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各選考日の 3日前までに必着で、下記の応募書類を岸和田徳洲会病院 中谷までお送り下さい。

件名に「薬剤師採用試験」と記載し、氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）・性別・年齢・出身大・学年（卒業年度）
現住所・連絡先・メールアドレスを下記のアドレス（中谷）までお送り下さい。

・履歴書
・採用試験事前アンケート　　　　　　　　　　
・在学者：卒業・修了見込証明書、成績証明書
・既免許取得者：薬剤師免許（写し可）
・採用試験事前アンケート

※履歴書・アンケートは
　徳洲会ホームページの
　採用情報・薬剤部から
　ダウンロード

上記の日程の都合が悪い方は、ご相談ください。
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開催概要

大阪市北区梅田 1ｰ3ｰ1-1200 大阪駅前第一ビル 12階 
06-6346-2888
 　　

申し込み方法

〒596-0042 大阪府岸和田市加守町４丁目－２７－１

takashi.nakatani@tokushukai.jp　

吹田徳洲会病院（大阪府吹田市）
生駒市立病院（奈良県生駒市）
松原中央病院（大阪府松原市）
東佐野病院（大阪府泉佐野市）　　
全南病院（大阪府柏原市）
六地蔵病院（京都府宇治市）　　

（https://yakuzaishi.tokushukai
.or.jp/requirements）　　

対象



第１回と第２回を合わせて１次試験合格者を決定します。徳洲会グループ専願希望者を優先させて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

徳洲会グループ病院　関西ブロック病院一覧
●名古屋徳洲会総合病院（愛知県春日井市）：350床
　〒487-0016　愛知県春日井市高蔵寺町北 2-52
　就職会担当者：伊藤　　TEL：0568-51-8711 ( 代）：
　Email：yakuzai_saiyo@nagoya.tokushukai.or.jp

●大垣徳洲会病院（岐阜県大垣市）：212床
　〒503-0015　岐阜県大垣市林町 6-85-1
　就職会担当者：山崎　　TEL：0584-77-6110
　Email：yakuzai@ogaki.tokushukai.or.jp

●近江草津徳洲会病院（滋賀県草津市）:199 床
　〒525-0054　滋賀県草津市東矢倉 3-34-52
　就職会担当者：村上　　TEL：077-567-3610 
　Email：phrmacy@oumi-kusatsu-hp.jp

●宇治徳洲会病院（京都府宇治市）：473床
　〒611-0041　京都府宇治市槇島町石橋 145番
　就職会担当者：橋本　　TEL：0774-20-1111 
　Email：m-hashimoto@ujitoku.or.jp

●神戸徳洲会病院（兵庫県神戸市）：309床
　〒655-0017　兵庫県神戸市垂水区上高丸 1-3-10
　就職会担当者：大島　　TEL：078-707-1110 
　Email：yoshiyasu.oshima@tokushukai.jp

●高砂西部病院（兵庫県高砂市）：219床
　〒676-0812　兵庫県高砂市中筋 1-10-41
　就職会担当者：松本　　TEL：079-447-0100 
　Email：k-matsumoto@takasagoseibu.jp

●生駒市立病院（奈良県生駒市）：210床
　〒630-0213　奈良県生駒市東生駒 1-6-2
　就職会担当者：田浦　　TEL:0743-72-1111
　Email：toshiki.taura@tokushukai.jp

●出雲徳洲会病院（島根県出雲市）：183床
　〒699-0631　島根県出雲市斐川町直江 3964-1
　就職会担当者：伊藤　　TEL：0853-73-7000 
　Email：izumo-yaku@tokushukai.jp

●松原中央病院（大阪府松原市）：60床
　〒580-0043  大阪府松原市阿保 1-2-32
　就職会担当者：東江　　TEL：072-331-4161 
　Email：nobuyuki.higashie@tokushukai.jp

●六地蔵病院（京都府宇治市）：199床
　〒611-0001 京都府宇治市六地蔵奈良町 9
　就職会担当者：細木　　TEL：0774-33-1717 
　Email：

●野崎徳洲会病院（大阪府大東市）：218床
　〒574-0074　大阪府大東市谷川 2-10-50
　就職会担当者：本田　TEL：072-874-1641 
　Email：tomoo.honda@tokushukai.jp

●松原徳洲会病院（大阪府松原市）：189床
　〒580-0032　大阪府松原市天美東 7-13-26
　就職会担当者：中村　　TEL：072-334-3400 
　Email：shinich.nakamura@tokushukai.jp

●岸和田徳洲会病院（大阪府岸和田市）：341床
　〒596-8522　大阪府岸和田市加守町 4-27-1
　就職会担当者：中谷　　TEL：072-445-9915 
　Email：takashi.nakatani@tokushukai.jp

●八尾徳洲会総合病院（大阪府八尾市）：415床
　〒581-0011　大阪府八尾市若草町 1-17
　就職会担当者：大里　　TEL：072-993-8501 
　Email：yasuyuki.ozato@nifty.ne.jp

●和泉市立総合医療センター（大阪府和泉市）：307床
　〒594-0071　大阪府和泉市和気町 4ｰ5ｰ1
　就職会担当者：奥田　　TEL：0725-41-1331
　Email：hiroshi.okuda@tokushukai.jp 

●吹田徳洲会病院（大阪府吹田市）：365床
　〒565-0814　大阪府吹田市千里丘西 21-1
　就職会担当者：長島　　TEL：06-6878-1110 
　Email：hiroki.nagashima@tokushukai.jp

●宇和島徳洲会病院（愛媛県宇和島市）：300床
　〒798-0003　愛媛県宇和島市住吉町 2-6-24
　就職会担当者：夏原　　TEL：0895-22-2811 
　Email：junji.natsuhara@tokushukai.jp

●東大阪徳洲会病院（大阪府東大阪市）：100床
　〒578-0984　大阪府東大阪市菱江 3-6-11
　就職会担当者：小野　　TEL：072-965-0021 
　Email：h-osaka-drug@tokushukai.jp

●東佐野病院（大阪府泉佐野市）：138床
　〒598-0071 大阪府泉佐野市鶴原 969-1　
　就職会担当者：田中　　TEL：072-464-8588 
　Email：higashisano-yakkyoku@tokushukai.jp

●全南病院（大阪府柏原市）：60床
　〒582-0021  大阪府柏原市国分本町 2-3-18　
　就職会担当者：石川　　TEL：072-976-2211 
　Email：zen-yakuzai@tokushukai.jp


