
一例

8時30分 朝礼
外来調剤
抗がん剤混注（オーダある時）
入院調剤（注射メイン）
OPE室麻酔薬準備（見学のみ）
治験(オーダある時）

11時30分
昼休憩（若手薬剤師との交流等）

12時30分
持参薬鑑別(入院患者）
褥瘡回診、ICT、NST（機会あれば）
病棟カンファレンス（毎週水曜）
入院調剤(定期調剤メイン）

17時 終礼
　　　　　＊時間、内容は希望に合わせて変更可能

古河総合病院
インターンシップカリキュラム



★今年度は見学のみの実施となります。
・院内見学（現在の診療機能と、地域における役割について説明）
・薬局見学（漢方調剤室、無菌製剤室、外来化学療法室、治験センターなど）
・業務体験（外来処方、入院処方、注射薬など）
・専門、認定薬剤師からのアドバイス（がん治療、NST、漢方など）
・若手薬剤師との交流
・地域医療と薬剤師の関わりについて
・他
※スタッフの勤務状況に応じてカリキュラムの変更がある場合があります。
※感染症の状況等により、短時間での見学になる場合があります。

羽生総合病院
インターンシップカリキュラム



院内見学
調剤業務体験
病棟業務見学
各診療科・病棟カンファレンス見学
若手スタッフ（1～2年目）との交流
院内勉強会参加
抗がん薬ミキシング　見学
緩和病棟　カンファレンス見学
ICU・手術室常駐業務見学
糖尿病薬剤師外来見学（水曜日・木曜日のみ）

など、当院薬剤師が行っている業務すべてが見学可能です。

千葉徳洲会病院
インターンシップカリキュラム



期間や内容は電話相談、個別に受け付けます

主な内容（全てが体験出来るわけではありません、ここに無い内容も御相談ください）
院内見学
調剤業務体験
病棟業務見学
認定・専門取得スタッフからの説明
若手スタッフへの質問
院内勉強会参加
抗がん薬ミキシング　見学
糖尿病透析予防外来見学

など、当院薬剤師が行っている業務すべてが見学可能です。

千葉西病院
インターンシップカリキュラム



 開催時間：10時～17時

10時～11時 病院紹介
　オリエンテーション・院内見学

11時～12時 中央業務
　[処方]調剤業務

12時～13時 休憩（昼食）

13時～14時 中央業務
　[注射]調剤業務・調製業務

14時～16時30分 臨床業務
　病棟業務
　委員会活動（説明）
　・ICT活動
　・NST活動
　病棟カンファレンス

16時30～17時 まとめ
　質疑応答

鎌ケ谷総合病院
インターンシップカリキュラム



8:20 全体朝礼
8:35 薬剤部内朝礼
9:00 外来調剤もしくは病棟業務（希望する内容）

12:30 昼食
13:30 注射調剤もしくは病棟業務（希望する内容）
16:00 IVHミキシング
16:30 終礼およびカンファレンス
17:00 終了

四街道病院
インターンシップカリキュラム

上記はモデルケースです。希望に沿ったカリキュラムを組みます。



館山病院
インターンシップカリキュラム

【通常業務】※インターンシップの内容は見学を中心に行いたいと思います。

館山市を中心とした千葉県南部地域でこれから求められている医療について話したり、
学生さんのこれからの薬剤師としての人生設計についてお伺いし、何かアドバイス
できることがあればさせていただきたいと考えております。

　◆入院調剤（内服・注射）
　◆病棟業務(定期薬のセット・回診同行・服薬指導など）
　◆持参薬の確認

【その他】

※上記の内容は一例であり、学生さんのご希望や当方の都合で変更することもあります



8：50～　　　薬局朝礼出席
　1日の流れと概要説明
　調剤業務

　　　　　　　　薬品請求等
　　　　　　　　点滴調剤等

11：30～　　昼食（45分）

12：15～　　外来調剤

13：00～　　外来調剤
　　　　　　　入院調剤・定期調剤等
　　　　　　　委員会業務などの説明等
　　　　　　　病棟にて服薬指導業務の見学・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

（ご希望があればその内容に沿った説明）

16：30～　 まとめ

17：00　　　終了

【連絡事項】
※昼食はご自身で用意頂くか、売店での購入が可能です。
服装は、スーツでなくて構いませんが、ジーンズはご遠慮下さい。
学校で使っている、白衣・名札をご用意下さい。
※半日でのご希望の場合は、午後のみで上記を凝縮して行います

成田富里徳洲会病院
インターンシップカリキュラム



スケジュール例

コロナ禍のため半日で行っています。
曜日により体験できる内容が異なり、希望にあわせて調整します。

病棟業務見学【月～金】

16:00～16:30 若手（1～3年目）スタッフとのフリートーク

東京西徳洲会病院
インターンシップカリキュラム

13:00～14:00 オリエンテーション・院内見学

14:00～16:00
（右欄より2つ選択）

化学療法センター体験　【月・水・金】

褥瘡回診見学　【水】

NST（栄養サポートチーム）回診見学　【木】

緩和ケアチーム回診見学　【木】

ICT（感染対策チーム）見学　【金】



8:30 朝礼

9:00 病院見学

10:00 病棟指導見学

11:30 昼食

12～13時 専門ラウンド
月曜日：褥瘡
火曜日：ICT
水曜日：医療安全
金曜日：NST

14:00 内服調剤

15:00 点滴調剤

16:00 時間があれば先輩薬剤師と談話

16:30 終礼
お疲れ様でした

武蔵野徳洲会病院
インターンシップカリキュラム



   08：30～ 申し送り、自己紹介

   08：45～9:30 病棟服薬指導

   09：30～11：30 外来処方監査（院外処方）、入院調剤

   11：30～12：30 昼食

   12：30～ 入院調剤(定期処方)、注射調剤　等
病棟服薬指導

   16：30～ 座談会

白根病院
インターンシップカリキュラム



湘南鎌倉総合病院
インターンシップカリキュラム

　2021年度は原則、施設見学および病院説明・当院の薬剤師（希望分野・新人・若手）
からの業務説明とさせていただきます。
　※病棟に関しましては感染の観点より基本的にはお断りさせていただいております。
　　　ご了承ください。

　希望者には興味のある分野などを先にお聞きして、その分野で活躍している薬剤師に
業務内容などを話してもらいます。

　基本的に午後からとさせていただきますが、終了時間は設けておりませんので、
聞きたい事をたくさんの薬剤師から話をしてもらってください。

　なお、施設見学ではなく、インターンシップ（業務体験）を強く希望される場合は
個別に相談させていただきます。



　◆PET薬剤（放射性医薬品）合成・検定　：　月～土曜日（午前）

湘南厚木病院
インターンシップカリキュラム

【通常業務】
　◆外来調剤
　◆入院調剤（内服・注射）
　◆病棟業務

【曜日の決まっている業務】
　◆外来化学療法　：　火・木曜日
　◆褥瘡回診　：　水曜日（午後）
　◆NST回診　：　金曜日（午前）

　インターンシップの内容は見学を中心に行いたいと思います。



8：30～　　　１日の流れや概要説明

9：00～　　　外来調剤・入院調剤
　　　　　　　　薬品請求等
　　　　　　　　点滴調剤等

11：30～　　昼食

12：30～　　外来調剤

13：00～　　外来調剤
　　　　　　　入院調剤・定期調剤等
　　　　　　　病棟にて服薬指導業務の見学・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
　　　　　　　
15：00～ 若手薬剤師より

病院薬剤師業務について

17：00　　　終了

☆連絡事項
・昼食は各自でご用意ください。院内の職員用食堂も使用可能ですし、ローソンもあります。
・服装はスーツでなくて構いませんが、ジーンズは不可です。
・白衣、名札、筆記用具はご持参ください。

大和徳洲会病院
インターンシップカリキュラム



時間
7:00

8:00
8:30

　《内服薬ブース》
9:00 　　　・ピッキング

　　　・水剤
　　　・散剤

10:00

11:00 　　　《点滴ブース》
・抗がん剤混注見学
　　・注射薬調剤

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

お疲れ様でした

外来・入院調剤
（in 調剤室）

お昼休み
（職員食堂にてお食事をご用意しています）

病棟業務・院内見学
（外科・整形・内科・産科病棟見学）

（１階～６階までの院内見学）

外来・入院調剤
(in  調剤室）

病棟業務
（外科・整形・内科・産科病棟見学）

病院薬剤師の仕事とは
（in  調剤室にて講義） 院内見学

（１階～６階までの院内見学）
質疑応答があれば・・・ 質疑応答があれば・・・

茅ヶ崎徳洲会病院
インターンシップカリキュラム

１日版 半日版

インターンシップ タイムスケジュール



葉山ハートセンター
インターンシップカリキュラム

【当院の特徴】

〇様々な業務を通じて薬剤師にとして幅広く活躍できる環境があり、個々の薬剤師が複数の役
割を担いながら無理なく働いています。
〇病院規模（病床数：89床）の特長を生かし、医師や看護師、理学療法士、管理栄養士
など様々な職種との距離が近く、チーム医療に積極的に参加できる職場環境です。

〇循環器系疾患、腎臓内科主体の診療体制に加え、総合内科、血液内科、救急外来、脳
神経外科などの診療科の拡充があり、臨床薬剤師にとって幅広く学べる環境になりました。
〇今年度、新たな試みとして、心不全サポートチーム（多職種）が発足しました。週1回のカン
ファレンスを精力的に行っています。もちろん、薬剤師も参加しています。

※内容は一例です。希望に応じて変更します。

１５：３０　若手薬剤師とお話
１６：００　アンケート記載ののち終了

【スケジュール】

１３：００　病棟薬剤管理指導
１４：００　医薬品情報（DI）管理
１４：３０　TDM・がん化学療法
１５：００　その他の業務説明（医薬品安全管理・感染管理・課外活動など）

８：３０　全体朝礼参加（職員へご紹介します）
９：００　調剤業務（内服・注射調剤）
９：３０　処方レビューに基づく臨床アセスメント
１１：００　病棟薬剤管理指導
１２：００　お昼休憩（6階食堂にて。海が観えます。）



例）
8時30分 朝礼

外来調剤
TPN混注　/　抗がん剤混注（火・金曜日）
院内見学
治験について

11時30分
昼休憩（若手薬剤師との交流）

12時30分
持参薬鑑別
褥瘡回診、ICT（いずれも水曜日）
病棟配薬
入院調剤
院内製剤製作

17時 終礼

静岡病院
インターンシップカリキュラム



・院内見学
・入院調剤、点滴調剤
・TPN混注
・抗がん剤調製（木曜日）
・院内製剤調製
・病棟業務（配薬、薬剤管理指導）水曜日
・訪問薬剤指導（日程相談）
・老健施設訪問（日程相談）
・ＮＳＴ回診（金曜日）
・ＤＳＴラウンド（認知症サポートチーム）　不定期木曜日
・ICTラウンド（月曜日）
・ASTラウンド（木曜日朝7時半―）

榛原総合病院
インターンシップカリキュラム
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