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ごあいさつ

O S A K A  F A I N

一般社団法人大阪ファイン
理事長

山下 正洋

　医薬分業が広く実現されるようになり、地域の調剤薬局では薬剤師としての

スキルはもちろん、医療に携わる者としての人間性が重視される時代となりました。

大阪ファインでは、オーナーを持たない経営をモットーに、患者さまがいつでも

どこでも、誰もが最適な医療を受けられる医療の提供を目指す調剤薬局です。

　2017年4月に有限会社から一般社団法人へ法人形態を変更し、名実ともに非営利

平等を掲げる法人として保険薬局活動に取り組んでおります。

当法人は、1996年2月に一号店【どんぐり薬局】を立ち上げてから、現在は東大阪

市・大東市・八尾市に計6店舗を構える薬局法人です。

「かかりつけ薬局・薬剤師」や「健康サポート薬局」「献血サポート薬局」などに

積極的に取り組み、地域の中で貢献しています。また、学校薬剤師・休日診療所出務

などの薬剤師会活動にも勤務薬剤師が多数参加しています。

　医療制度の変遷もあり在宅活動が注目され、取り組まれる薬局も増えてきて

いますが、当法人では、薬剤師が医療を実感できる場として位置づけ、積極的に取り

組もうと頑張っています。

　あなたも当法人薬局で薬剤師としてのやりがいを見つけてみませんか？

一般社団法人 大阪ファイン一般社団法人 大阪ファイン
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ABOUT OSAKA FAIN
大阪ファインを知る

当法人は、民主医療機関連合会（民医連）に加盟しています。医療に恵まれない地域の方々が力を合わせ、その地域の

ために医療施設をつくり育ててきたことにあります。つまり利益が目的ではなく、地域の人々により充実した医療を提供する

こと「無差別平等・非営利協同」を前提としています。

私たちは商売人ではなく、”医療人”であることにこだわる薬剤師集団です。常に患者さまのそばにいる薬剤師でいたい、

薬剤師にとって、受付や投薬時などで患者さまと接する機会がますます重要になってきます。患者さまの気持ちを明るくし

そして励まし、患者さまが病気を治そうとする意欲を引き出す、そんな薬剤師を目指していきます。

●保険調剤事業（かかりつけ薬局）
当法人では、東大阪市、八尾市、大東市で6薬局を運営しています。

各薬局とも「かかりつけ薬局」として運営し、「かかりつけ薬剤師」の登録もしています。SDH

（健康の社会的決定要因）の視点から、患者さまの悩みに共感し、ともに解決の方法を考えて

いける、そんな人づくりをできたらと考えています。

●在宅医療
薬剤師が在宅医療に加わり、投薬に関する悩み・疑問に患者さま本人やご家族の負担や不安を

和らげることができます。患者さまの生活により深く携わることができるよう、専門性の高い

薬剤師の育成を行っています。かかりつけの医療機関、看護師、ケアマネージャー、ソーシャル

ワーカーなど他職種との連携を図り、在宅医療や介護サービスを安心して受けられるよう

サポートしていきます。

●健康サポート薬局
お薬の相談はもちろん、地域の方々の普段の健康をサポートしていく薬局として、健康

サポート薬局があります。その取得を目指しています。対象薬局はどんぐり薬局です。

健康サポートに必要な研修を受けた薬剤師が複数名在籍し、地域の方々の健康相談など

行っていきます。

メッセージ

大阪ファインの特徴と取り組み

数字でみる大阪ファイン

男女の比率
（常勤薬剤師）

平均勤続年数

8年
有給休暇消化率

77％
平均通勤時間

～30分12％ 88％
男性 女性

■ リーフレット①



STAFF INTERVIEW
先輩スタッフに聞く

大阪ファインは、スタッフ全員が和気あいあいとした雰囲気の中で働ける

職場です。それぞれ意見の違いはあっても、自分の意見がちゃんと言える

ところは良いと思っています。薬剤師として新人の頃は、さまざまな患者

さまに対応していく中で、時として判断に迷うこともありましたが、そんな

時は先輩方に相談すれば、いつも丁寧にアドバイスしてくださいました。

そのおかげで、最近は患者さまから「話しやすい」とか「相談しやすい」

と言っていただけるようになってきました。患者さまの悩みごとをうまく

解決できたときには、この仕事のやりがいを感じます。また、この経験は

今後の仕事にも役立っていきますので、もっともっと多くの経験を身に

つけていきたいと思っています。

先日、副作用の症例に

ついてディスカッションする「副作用委員会」に参加しました。

普段出会うことのないような希少な症例についても勉強することが

できて、とても刺激になりました。次の機会があればまた参加して、

さまざまな症例について見識を深めていきたいと思っています。

休日は事前に申請していれば、希望通りに休むことができるので、

友人と計画を立てておいしいものを食べに行ったり、充実した休日

を過ごしています。

先輩の声

薬剤師の一日

患者さまの前で笑顔は欠かしません！ 医療機関への疑義照会や患者さまから
のお問い合わせに対応しています。

みんなでお話ししながらのランチタイ
ムです♪

集中して取り組んでいる監査の風景
です。

居宅や施設への在宅訪問へ向かい
ます。

業務改善などについて、定期的に会議を
おこなっています。

E.I.（3年目／どんぐり薬局勤務
）

■ リーフレット②



CAREER
キャリアを磨く

●研修制度・スキルアップ
大阪ファインでは、健康サポート薬局を目指すべく、人財の育成に力を入れています。よって、認定薬剤師等の資格を

取るための支援は惜しみません!! また、民医連グループだからこそ体験できる病院研修や他職種との連携についても、

引き続き積極的に取り組んでまいります。

皆さんが着実にスキルアップして、学び続けられる環境をご提供いたします。

研修制度・スキルアップ

スタッフに聞いた「大阪ファインのここが良い！」

1年目

在宅医療業務
調剤業務

2年目 3年目

かかりつけ薬剤師

調剤業務や受付入力の習得。
基本的には薬歴PCや機器操作を
身につけていただきます。また、
民医連などの新人研修にも定期
的に参加します。

調剤監査、投薬、在宅業務に関
わっていただき、患者さまの状態も
含め「お話を聞く」大切さを身に
つけていただきます。また連携する
病院にて、研修をおこないます。

「認定薬剤師」や「かかりつけ薬
剤師」など取得するため、薬剤師
会の研修などに参加します。また、
他職種との連携や地域の学校薬
剤師へも関わっていただきます。

しっかりとした体制で
望めば勉強の場を
与えてもらえる

費用の助成制度があり、
研修・講習など積極的に

参加できる

福利厚生が手厚く、
安心して長く
勤められる

産休・育休・時短が
希望通りに取れる

休暇が取りやすく、
子育て中でも
働きやすい

和気藹々とした雰囲気で
意見も言いやすく、
働きやすい職場

OJT研修

薬局と病院の業務を学べる

他職種との連携機会が豊富

大阪ファインの研修制度

■ リーフレット③



SHOP INFORMATION
店舗紹介

〒577‒0832 大阪府東大阪市長瀬町1‒10‒8　TEL： 06‒6726‒0600　FAX： 06‒6726‒0511
 営業時間  月・水・金 9：30～20：00　火・木 9：00～18：00　土 9：00～13：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩3分

どんぐり薬局

〒577‒0006 大阪府東大阪市楠根2‒8‒25　TEL： 06‒6743‒1201　FAX： 06‒6743‒1203
 営業時間  月～金 9：00～20：00　土 9：00～13：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  JR学研都市線「徳庵」駅より徒歩15分

くるみ薬局

〒578‒0901 大阪府東大阪市加納3‒5‒17　TEL： 072‒967‒1933　FAX： 072‒967‒1721
 営業時間  月・火 8：30～20：00　水・木・金 8：30～18：00　土 8：30～17：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  JR学研都市線「住道」駅より徒歩15分

さくらんぼ薬局

■ リーフレット④



SHOP INFORMATION
店舗紹介

〒574‒0077 大阪府大東市三箇1‒3‒7　TEL： 072‒806‒8680　FAX： 072‒806‒8681
 営業時間  月・木 9：00～18：00　火・水・金 9：00～20：00　土 9：00～13：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  JR学研都市線「住道」駅より徒歩12分

しいの実薬局

〒578‒0934 大阪府東大阪市玉串町西1‒3‒31　TEL： 072‒960‒3020　FAX：  072‒960‒3050
 営業時間  月・水 9：00～18：00　火・木・金 9：00～20：00　土 9：00～13：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  近鉄奈良線「花園」駅より徒歩13分

もみじ薬局

〒581‒0025 大阪府八尾市天王寺屋4‒176　TEL： 072‒929‒0021　FAX： 072‒929‒0091
 営業時間  月・水・木・金 9：30～20：00　火 9：00～18：00　土 9：00～13：00　　休業日    日・祝日
 アクセス  JR関西本線「志紀」駅より徒歩12分

あんず薬局

■ リーフレット⑤‒A案


