
SYNERGY 
MANAGEMENT
for RECRUIT
https://s-m.click

An environment where you can take on challenges

such as cooperation with medical diagnostics and home support.

And there is a comfortable working environment.
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キャリアアップが望める

通勤しやすい

住宅補助がある 給料
和気あいあい

奨学金制度がある

産休育休が取りやすい
医師との関係性がいい

認定薬剤師の
補助制度がある

相談しやすい人が多い

アットホーム

24時間365日在宅支援地域の方 の々健康をチームで支える
シナジーマネージメントグループ

私は祖父母を自宅で看取りました。夜中でも明け方でも駆けつ
けてくださる先生の姿と共に鮮明に覚えているのが、介護をし
ていた母の姿です。様々な苦労がありましたが、病院まで重い
経腸栄養剤を取りに行ったり、薬を吐き出してしまうのに苦労し
て飲ませたり、飲ませ忘れがないか毎日確認したりと、薬関係で

頭を悩ますことも多々ありました。薬剤師として、自宅で過ごす
患者様、そしてその家族の方に安心と安全を届けたい。より豊
かな時間を届けたい。近くで見ていたからこそ、母のような方を
1人でも減らし、サポートできるよう24時間365日の在宅支援を
開始いたしました。

先輩の声

対 談 ー病院薬剤師と薬局薬剤師ー

―病院での薬剤師としての関わりは

　どのようなことがありますか？

山室　精神疾患の患者さまは、行動療法・精神
療法・薬物療法の中で、薬物療法を行うことも多

くあります。医師には話しにくいが、お薬を実際に

手渡す薬剤師には話しやすいということがあるた

め、患者さまの訴えを聞き、フィードバックをしてく

れることは助かっています。

また、服薬指導にて、病棟の中でも副作用の説明

や指導をしてくださることや、長期の患者さまの薬

剤を適正化していく中でも、薬のエキスパートの薬

剤師の方には大きく関わっていただいています。

吉岡　精神疾患ではバイオマーカーが確立して
いないことは薬剤師として大きなやりがいです。

精神科は処方を見るだけでは病名を特定できま

せんが、治療薬と薬剤師の見ている患者さん像に

「違和感」を感じることがあります。その意見を

フィードバックすることで先生に新たな患者さん

像を発見していただくことができます。

診察があった夜に患者さまから電話があり、相談

をされるということがあります。その際も先生と連

携を取ることで、お互いの患者さん像をすり合わ

せ、力になれることが多いと感じます。

山室　医療チームとして、さまざまな角度から見て
いただくことはとてもありがたいですね。

患者さまにとっても馴染みのある薬剤師を信頼し

ているため、話せる内容が多いということはとても

いいことだと感じます。

吉岡　仰る通りです。最近は現場を離れることも
多いですが、久しぶりに現場に入ると、会えて嬉し

い！とすごく喜んでいただける患者さまもいらっ

しゃいます。

―門前の学園前薬局との関わりは

　結構おありですか？

武　開業し、門前の学園前薬局とのやりとりで助
けられている部分は結構あります。お薬手帳を最

初は必ず確認しますが、何度も通われていると確

認しないこともあります。その間に他の病院に通わ

れて違う薬をもらっているときに、飲み合わせの悪

い薬を教えていただけることや、飲み忘れや副作用

が出ているかどうか、改めて確認いただけるのでと

てもありがたいと感じています。患者さまが検査な

どをしたくないという時も、クリニックと薬局の両方

から患者さまにアドバイスをすると、した方がいい

のだと実感し、検査をしてくださることがあります。

上　クリニックと薬局で同じ会社の電子カルテを
使用しているため、薬剤師がどのような服薬指導を

行ったのか、患者さまが薬剤師のみに相談したこと

は何なのか、を先生に確認していただけます。この

事も密な連携を図れている一因だと感じています。

武　門前薬局との相性も、過去の経験で大事だと
感じているため、今の状況はとてもありがたいです

ね。現在は、コロナの影響であまりできていません

が、今後は顔を合わせて勉強会や薬の説明会など

を増やしていきたいと思っています。

吉岡　病名がわからない状態での患者さまへの説
明は、一方的にお伝えするのではなく、患者さまに

傾聴し、薬剤師に何を聞きたいのか裏側まで考えコ

ミュニケーションをとっていくべきだと考えています。

武　ぜひ、一緒に実臨床していきたいですね！
吉岡　よろしくお願いします。最近ではネットでも
勉強できます。玉石混交の情報の中、正しい情報

を能動的に掴んで、スキルアップに応用していき

たいです。

上　異動が少なく、地域に根差し、一人の人間と
して患者さまの信頼を得ることで、かかりつけとし

て選ばれる薬局になっていくのではと感じます。

地域医療の中でも長期処方や、オンライン診療

など医療制度の変化が起きつつありますが、心療

内科は内科との違いもあり、長期処方が難しいの

ではと感じています。オンライン診療は今後強い

味方になると感じますがいかがでしょうか。

武　精神科や心療内科が認知され出し、受診さ
れる方も増えています。その中で、高齢化社会の日

本では認知症の方も多く、オンライン診療を増や

していけるのではと考えています。また、往診だけ

ではなく、老老介護やコロナなどの予測もできない

病気が流行ったときに即座に対応できる点でも、

オンライン診療の必要性を感じています。

上　老老介護で免許返納し、どのようにクリニッ
クまで通えばいいのか、と考えられる方も多いはず

です。地域の医療に目を向け、貢献できるよう考え

ていかなければと感じます。

大学卒業後に地元の製薬会
社に就職し、結婚を機に退職
しました。今度は患者さんを目
の前にして、薬剤師の仕事を
通して社会に貢献したいと考
えるようになり、入社しました。
入社してからは、調剤業務は
もちろん、患者さまへの対応な
ど様 な々面での親切な教育の
おかげで、日々、薬剤師として

成長させていただいており、入社してよかったと思っています。
入社して6年、その間に第二子の妊娠、出産、１年間の育児休暇。そのほか
にも、子供の病気や行事などでお休みすることもありますが、会社の理解や
従業員同士の助け合いなどもあり、今に至っております。すごく女性も働き
やすい職場であることを実感しています。
薬剤師として、薬の知識としてはもちろん必要ですが、患者さまとのコミュニ
ケーションを大事にしようといつも心がけています。
普段あまりお話くださらない患者さまでも、毎回「おかわりないですか？」や
「気になることはないですか？」などひと声かけることで、何かのキッカケで

お話してくださることがあります。このひと声を大切に、なんでも相談できる、
頼りにしていただける薬剤師になるよう、これからも自己研鑽していきます。
「地域に頼られる薬局」を一緒に作っていきましょう！

医薬分業が進み、薬剤師の
質が問われる中で、薬剤師と
して患者さまのために何がで
きるかを考え転職しました。
近くにお住いの患者さまだけ
ではなく、朝早くに家を出て、
診察を受け、処方箋を持って
きてくださる患者さまもいらっ
しゃいます。さまざまなバック
グランドがあられる患者さま

が、少しでもより良い生活を送っていただけるようお薬のことはもちろん、
生活習慣に関する相談も乗りやすい環境が当社にはあります。各店舗特
徴があるため、専門的な知識を深めることができます。薬剤師としてスキル
を高めるとともに、患者さまの健康に寄り添えるよう頑張ってまいります。

奈良県立医科大学
精神医学講座  助教
山室 和彦

学園前たけこころのクリニック
院長
武 篤史

Synergy Management株式会社
代表取締役社長　
上 佳宏

Synergy Management株式会社
取締役　薬剤師
吉岡 やよい

新卒薬剤師へ一言新卒薬剤師へ一言

新卒薬剤師へ一言新卒薬剤師へ一言

新卒薬剤師へ一言新卒薬剤師へ一言

新卒薬剤師へ一言新卒薬剤師へ一言

地域医療を支える調剤薬局の
中でも精神科や心療内科は高
齢化社会にとって切っても切れ
ない関係です。地域に根差した
調剤薬局で専門性の高い薬剤
師として頑張っていきましょう！

患者さま一人一人に寄り添
い、共にエキスパートとして、
より良い医療を提供できる
よう頑張りましょう！

優しさ、思いやり、患者さまの
ためにという思いを持ち、知識
を増やすためしっかり勉強し
ながら、スキルアップを目指し
ましょう！

対人業務が求められている
ため患者さまのことを知り、
求めていることを考え、人に
しかできないサービスを提供
していきましょう！



MESSAGE

PHARMACY

奈良県橿原市内膳町1丁目１-44
エムアイビル３F
［電話］ 0744-48-0450
［営業時間］
月・火・金 9：00～20：00
 水・土 9：00～17：00
 木 9：00～18：00
［定休日］ 日・祝、夏季、年末年始
［アクセス］ 近鉄線「大和八木」駅前徒歩1分

奈良県橿原市久米町569-102

［電話］ 0744-27-3991
［営業時間］
月・火・水・金　9：00～19：30
 土 9：00～14：00
［定休日］木・日・祝、夏季、年末年始
［アクセス］ 近鉄線「橿原神宮」駅西口を出てすぐ

奈良県奈良市学園北2丁目1番5号
ローレルコート学園前1階
［電話］ 0742-93-7586
［営業時間］
月・火・水・金　8：15～19：00
 木・土 8：15～16：00
［定休日］ 日・祝、夏季、年末年始
［アクセス］ 近鉄線「学園前」駅徒歩１分

私は、幼少期から体が弱く、特にひど
い喘息で入退院を繰り返し、小学校
５年生から中学校の２年生までの約
４年間、病院での入院生活を送って
おりました。昨日まで一緒に遊んだ
隣のベッドの友達が翌日、突然亡くなる……そんな悲しい想いを何度も
経験したものです。
また、私も幾度となく危篤となり、母が必ず駆けつけてくれ、元でささやき
ます“親より先に死ぬな”と。死の淵を彷徨いましたが、医療者の皆様の
献身的な支えと母に命を助けられ現在に至ります。

大学卒業後は、医療系の大手設計ファームに入社し郊外型医療モール
の開発に従事しました。その経験から、現在のビジネスモデルを確立し、
お世話になった医療や社会に貢献できればとの思いで2014年1月に開局
し、５つの調剤薬局を立ち上げ、2020年に売上高３億円を突破するまでに
成長し、現在、４４歳。次のステージへ、更なる飛躍をめざします。

代表取締役社長　上　佳宏

代表挨拶

店舗情報

八木ほうもん薬局

橿神ウエストゲート薬局

学園前薬局

Synergy Management株式会社
奈良県橿原市久米町569-102
（橿神ウエストゲート薬局内）

TEL. 0744-27-3991

〈法人本部〉
奈良県橿原市久米町567-2 信和ビル1階

info@s-m.click


