
患者様一人ひとりを想い、
―こころと身体に寄り添う―

薬剤師がいます。



株式会社ジーセットメディカルは、沖縄県であいらんど薬局や豊見城薬局等の

調剤薬局、６店舗を運営しています。（※2021年10月現在）

1998年から沖縄の医療を支え、地域の人々とともに歩んできました。また、グ

ループ会社では保育施設の運営や不動産事業もおこなっており、各所と連携

し、「人生のパートナー」として尽力しています。

―沖縄の明るい未来のために―ともに働く仲間を募集しています。

「人生のパートナー」として、

一人ひとりと寄り添う医療をお届けします。

1



2



会社概要

株式会社 ジーセットメディカル

役員 代表取締役社長　鈴木 康友
代表取締役専務　平尾 慎一郎
常務取締役　　　玉城 賢也
取締役　　　　　根岸 康雄

所在地 沖縄県豊見城市字宜保266番地の21

設立 平成10年6月1日

資本金 1,000万円

職員数 109名
（薬剤師48名、調剤事務26名、その他35名）

事業内容 保険調剤薬局、一般医薬品の販売、
医療機器の販売

関連法人 社会福祉法人 風信子館【ヒヤシンスカン】
　認可保育園「風のうた保育園」運営
　「風のうた児童クラブ」運営

株式会社 ジーセットメディカル

グループ会社紹介

株式会社くんちサプライズ

事業内容 保険調剤薬局、一般医薬品の販売、
医療機器の販売  

社会医療法人友愛会企業内保育園の
受託運営

  虹の子保育園（豊見城市）
  ゆうあいキッズ園（豊見城市）

所在地 沖縄県糸満市西崎町3丁目223番地
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わたしたちの考える「薬剤師の仕事」とは、ただ単にお薬を調剤することだけではありません。
「病気」とは「気」を「病む」、つまり気持ち（こころ）を患うということでもあります。
私たちはいつも病気やケガで辛く悲しい思いをされている患者さんの「体」だけではなく、気持ち（こころ）もはやく
良くなって頂きたいと思っています。
 
そのためには、ひとり一人の患者さんの心と体に添えるような伝え方と対応を行うことが大切です。
また、それと同時に「予防医学」こそが最先端医療であると注目を集めている今日、病気やケガの予防知識をお伝え
していくことも、患者さんの健康をサポートしていく為には薬剤師にとって欠かせない役割なのだと考えています。
わたしたちの考える「薬剤師の仕事」とは調剤はもちろんですが、病気やケガの予防知識までを幅広くもち、「自他不
ニ」（相手の立場、目線に 立った自分）を常に意識してそれを忘れずに行っていくということなのです。
 
この繰り返しの中でやがて患者さんから感謝と笑顔、そして信頼という形で帰ってくる時なによりも「面白くて！楽
しくて！嬉しい！」 という「薬剤師の仕事」を実感することでしょう。
対処療法による治療が主流であった20世紀の医療を経て、予防医学の重要性が高まりつつある21世紀、わたした
ちは治療から予防までをトータルサポートし、患者さんの喜びを自分の喜びとできるような「人間味あふれる薬剤
師」を育てていきます。代表取締役社長　鈴木 康友

社長から

理念理念

相手に対して何かを考えるとき、自分がして欲しくない事をしないこと、して欲しいと感じた事をさり気なくして上げます。自他不二

何か新しいことをしようとするとき、自分と相手と周りの人たち、みながよくなる方策が無いか考え、その善を継続させます。

問題解決に当たって、その発生の素の起源を好奇心を持って求め、
今までにない答えを見出し応用問題を解く力を身につけます。

深い知識を身につけ、やさ（易）しいことは優しく、難しいことも（易）しく伝えます。

じたふに

三方廻善
さんぽうかいぜん

素求知新
そきゅうちしん

やさしいことを
優しく
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働く人々のために働く人々のために

ワークライフバランスを充実させること
は「思いやり」の心を育み、患者様へ寄
り添える人材へと成長するのです。ジー
セットメディカルグループでは、豊かな生
活のため様々な制度を用意し、サポート
しています。

健康管理のための「スポーツジム」
施設、万が一の事故を保証する、
「業務災害総合保険」など。遠方か
ら赴任の方のための一時居宅（マン
スリーマンション）の用意もあります。

福利厚生

Welfare

家族手当、残業手当、役職手当、
通勤手当等。
※技能手当・資格手当は現在整
理を行っています。

各種手当

Allowance

女性社員の産前産後休暇・育
児休暇はもちろん、男性社員の
育児休暇の実績もあります。ライ
フステージに合わせて相談が可
能です。

育児・介護休暇

Childcare / Nursing leave

社会人・医療人としての心構え、
マナー・接遇、調剤報酬を学ぶ
集合研修、OJT研修、チューター
制度など、研修制度が整ってい
ます。

新入社員研修

Training

資格取得を目指す方々のため
に、学会や講習会への参加費、
登録料などを支援したり、研修に
参加できるよう、シフト調整してい
ます。

資格取得支援制度

Support

薬剤師の専門業務を追求する「ス
ペシャリストコース」、薬局長を担い、
経営・管理能力を高めていく「マ
ネージャーコース」があり、希望に合
わせて、キャリアを構築できます。

キャリアプラン

Career plan

社員間交流社員間交流

沖縄では恒例のビーチパーティー！ 会社
でも毎年行っている素敵なイベントです。
青い海を前に、総勢50人規模のビッグイ
ベント。バナナボートをしたり、みんなが
はじけて眩しい一日になります。

沿道の応援の熱気とランナーの仮装、沖縄の自然など
楽しみどころが満載で、全国でも人気のマラソン大会で
す。ジーセットメディカルグループのランニング好きが集
まり、毎年大会を楽しんでいます。

ビーチパーティー 那覇マラソン
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最新機器やシステムの導入で医療過誤ゼロ実現へ取り組んでいます。働きやすい環境働きやすい環境

Environment

「調剤過誤防止システム」の一つ
で、ピッキング時に処方せん情報
と薬剤とを照合させるものになり
ます。この導入によりピッキングミ
スが激減し、薬剤師は安心して
本来の服薬指導に専念できるよ
うになりました。また、在庫管理シ
ステムとも連動させ、面倒な発注
業務や棚卸業務の負担から解
放されています。

ミスゼロ子

ジーセットメディカルでは最新
の電子薬歴システムを導入し
ております。患者基本情報を
十分に把握し、疾患による禁
忌や、アレルギー情報、副作
用情報など、大切な情報を有
効に活用し、患者さんにとって
「安全でわかりやすい服薬指
導」を提供します。

電子薬歴
システム

患者様にLINEで処方箋を送ってもらうことで、事前にお薬を調剤できるシステムで
す。お薬ができあがったら、薬局からLINEでお知らせするので、患者様の薬局での待
ち時間が短縮できるとともに、受付にかかる業務をスムーズにすることができます。

LINE処方箋

一包化調剤の多い店舗では
「一包化錠剤監査支援システ
ム（TabSight）」を導入してお
ります。時間と手間のかかる一
包化調剤において「より早く」
「安全に」お薬をお渡しできる
ようにし、調剤・監査における
スタッフの負担が軽くなるよう
配慮しております。

一包化錠剤
監査支援システム

薬品の適正在庫の確保は大切な
業務で、発注から入庫の一連作
業、有効期限管理、伝票処理、
デッドストック管理・不動在庫処
理、グループ店舗間の薬品在庫
移動、等 を々オンライン在庫管理
システムJustock EXでおこなって
います。このシステムで業務効率
化でき、スタッフの業務負担を軽く
することにもつながっています。

クラウド型オンライン
在庫管理システム

登録はこちら

一人ひとりに合ったキャリア開発と、
業務効率化に取り組んでいます。
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自分の能力を高め向上する意欲のある方に対して全面的に応援する体制があります。
どの薬剤師でも認定薬剤師取得の支援を受けることができ、例えば日本薬剤師研修
センターの「研修認定薬剤師」であればWeb講座受講の費用を会社で補助し、希望
者全員認定を受けていただける体制を整えています。それ以外の認定、専門資格につ
いても学会参加費、試験費用、勤務シフトの調整などを行っています。

キャリアアップの支援はありますか？

ジーセットメディカル本部
業務総務部次長　齋藤譲二さん

ジーセットメディカルってどんなところ？

Q 

A 

はい。就職してから結婚し子どもを2人授かりましたが、2人とも産休、育休を取ること
ができました。有給はとりやすいし、1時間単位でとることができる時間休もあるので、
子どもの急な体調不良に合わせて休むことができとても助かりました。スタッフのサ
ポート体制も充実していて助けられています。
ちなみに福利厚生もしっかりしていて、スポーツジムを無料で利用できます。

結婚・出産後も働けますか？

あいらんど薬局
友愛医療センター店

調剤事務主任　神谷 梓さん

Q 

A 

もちろん取れます。全員がとっているのでそれが当たり前になっています。
制度もサポート体制もしっかりしているので、気兼ねすることなく取れましたよ。逆に
取らないと、家族関係を心配されるかもしれません（笑）
育児を経験することは、小児科など子ども、ママさんへの投薬時にも活かされます。
家庭環境を整え、万全の体制で復帰して存分に力を発揮しましょう！

男性でも育休がとれるんですか？

あいらんど薬局
友愛医療センター店マネージャー
薬剤師　小濵道胤さん

Q 

A 

インターンシップに行った際、和やかな雰囲気で、皆仲良く楽しそうに仕事をこ
なしている様子が感じられ、また大学の先輩方もいたので安心感があり選びま
した。さらに医療事務の資格がなくても働きながら一から先輩方が教えてくれて
学べるところも魅力に感じました。

新卒入社でも大丈夫ですか？

あいらんど薬局
友愛医療センター店

調剤事務　金城朋花さん

Q 

A 

スタッフの人数が多く、残業は数えるくらいしかありません。希望の休みもとりやす
い環境です。

残業はありますか？

あいらんど薬局 友愛医療センター店
調剤事務　玉江蓮さん

Q 

A 

先輩社員に
聞いてみました！
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数字でわかるジーセットメディカルグループ

薬剤師の主な出身校

北海道医療大学、北海道薬科大学、国際医療福祉大学、東邦大学、北里大学、
東京薬科大学、昭和薬科大学、千葉科学大学、北陸大学、名城大学、神戸学院大学、
神戸薬科大学、徳島文理大学、第一薬科大学、福岡大学、長崎国際大学

※2021年10月現在

男女比

88%

最年長 69歳 最年少 18歳
35.4歳

12% 58% 42%

10代 20代 30代 40代 50代 60代

100％
100％

100％

77%
23%

正社員

契約社員

従業員109名

雇用形態平均年齢

役職の男女比

有休消化率
男性育休取得率

産休・育休取得率
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Interview01.

ジーセットメディカルを
選んだ理由は？

学生さんへの
メッセージ

先輩インタビュー

名　前

学んだことや今後の目標について教えてください。一日の流れ

7:30

具志堅　祐亮

業務内容 調剤、服薬指導 趣　味 漫画

社会人になるとなかなか自由な時間を作るのが難し
くなるので、学生のうちにやりたいことはやっておく。
たくさん遊んだっていい。入社後から頑張りましょう。
先輩方が優しく教えてくれるので、安心して学ぶこと
ができます。

出身地 浦添市

出身校 国際医療福祉大学

勤務先 あいらんど薬局友愛医療センター店

勤務歴 3年目

ジーセットメディカルは薬剤師の数が多く、休みを取りやすい環境というのが一
番。就活で他の薬局も見学したが、薬剤師数は少なく、休みが取れなさそうな印象
だった。さらに総合病院の門前の薬局なので、扱う処方箋が多岐に渡り、様々な知
識を学ぶことができる。残業は数えるくらいしかない。

国家試験の勉強で学んだことは基礎知識になってはいるが、実際に働
いてみると現場でしか分からない事はたくさんある。その都度新しい知
識を得られて楽しいと感じる。またいろんな薬剤師がいるし、いろんな
考え・投薬の仕方がある。いろいろ吸収しながら自分の形を探していく
必要があります。
3年経つと様々な認定を取得することができるので、興味のある分野で
認定を取ってスキルアップしていきたい。管理薬剤師、薬局長を目指す。

資　格 薬剤師 休日の過ごし方 家でゆっくりする。
コロナ前は毎週飲みに行ってました！（笑）

やりがい 新しい知識を習得したとき。

起床

9:00 妻を会社に送る
9:30 出勤

調剤、投薬

13:00

14:00
休憩

18:30

調剤、投薬

19:00 帰宅
退勤

0:00 就寝
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Interview02.

ジーセットメディカルを
選んだ理由は？

名　前 大城　心奏

業務内容 調剤、服薬指導 趣　味 ゲーム、漫画、世界遺産

出身地 宜野湾市普天間

出身校 長崎国際大学

勤務先 あいらんど薬局友愛医療センター店

勤務歴 ２年目

一番に考えていたところは社風です。今まで社会をそれほど多く経験してこなかった自分は
薬剤師として働くとは患者とのやり取りが重要だと思っていました。しかし、実習を通してそれ
以上に社員とのやり取りも重要なんじゃないかと感じ、コミュニケーションの取りやすい職場
がここジーセットメディカルじゃなかなと思いました。チーム医療が重要視される時代でいろ
いろな人とうまく人間関係を築いていくスキルはこれからより重要になっていくと思います

資　格 薬剤師 休日の過ごし方 オンラインでいろいろ

やりがい 学べる分野が色々ある職場なので現在模索中

学生さんへの
メッセージ

学んだことや今後の目標について教えてください。一日の流れ

8:00

自分は実習で学校と現場の違いに驚き、一度心が折
れそうになりました。しかし確実にどれも使えるスキ
ルです。今考えればどれも無駄じゃなかったと思えま
す。なので、まずは国家資格だけ考えればいいんじゃ
ないかなと思います。それと大学の友達は結構大事
になります。

薬学生である時は腎機能に影響する薬は何かまでしか学ばなかった
が、その人の状態でお薬の処方がどのように変化するのか経験として
学べた。もう少し専門性を高める必要があるが実際まだどの方向へ舵
を切ればいいのかは定まっていません

起床

9:30 出勤
処方箋の直し10:00

調剤、投薬
11:30

14:00 昼食

15:00

18:30

調剤、投薬

19:30 夕食
退勤

17:30 薬歴作成

0:00 就寝
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Interview03.

ジーセットメディカルを
選んだ理由は？

学生さんへの
メッセージ

先輩インタビュー

名　前

学んだことや今後の目標について教えてください。一日の流れ

7:30

喜納　鈴乃

業務内容
処方箋受付・処方箋入力・処方箋の点検・
生活保護の調剤券発行・返戻処理 趣　味 ピアノ

たくさんの企業を見学し、自分の考えに合った企業
と出会えるように就職活動頑張ってください。

出身地 糸満市

出身校 沖縄女子短期大学

勤務先 あいらんど薬局友愛医療センター店

勤務歴 3年目

沖縄の企業なので地元で働ける安心感があり、地域のみんなの為に働けると思い
ました。
会社見学の際に、職員さんの働く姿が生き生きと楽しそうに感じたので、私も安心
して働けると思い、ジーセットメディカルを選びました。

患者様とのコミュニケーションの取り方、医療や保険について日々
学んでいます。
今後は、患者様から頼りにされるような調剤事務を目指したいです。

職種 調剤事務 休日の過ごし方
カフェ巡り・YouTube・
Netflix・料理勉強中

やりがい 患者様から感謝されるとき

起床

9:30 出勤

主に処方箋点検
の業務

14:00

15:00
休憩

18:30

主に処方箋入力
の業務

19:00 帰宅
退勤

21:30 就寝
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那覇空港から車で約20分と交通の便もよく、 那覇市に隣接したベッドタウンとして人気の豊
見城市に3店舗、豊見城市と並ぶベッドタウンとして開発が進む南風原町に１店舗。また、本
島中部に位置し、那覇市に次いで人口が多く、多文化のまちである沖縄市に１店舗。各店舗と
も、スーパーや飲食店、ショッピング施設が充実しており、生活に便利で住みやすく、また海や
観光スポットなども多いので充実したオフタイムを過ごせます！

あいらんど薬局 豊見城中央病院前店あいらんど薬局 豊見城中央病院前店

〒901-0244
沖縄県豊見城市字宜保266番地の16

［Tel.］ 098-852-2425
［開局時間］

［住所］

9:00-18:00
［定休日］土曜、日曜、祝日

あいらんど薬局 コザ店あいらんど薬局 コザ店

〒904-0014
沖縄県沖縄市仲宗根町3番11号

［Tel.］ 098-929-3700
［開局時間］

［住所］

9:00-18:00
［定休日］日曜

あいらんど薬局 つかざん店あいらんど薬局 つかざん店

〒901-1117 
沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山
442番地4

［Tel.］ 098-851-7038
［開局時間］

［住所］

9:00-18:00
［定休日］水曜、日曜、祝日

豊見城薬局豊見城薬局

〒901-0244
沖縄県豊見城市字宜保
266番地の21

［Tel.］ 098-852-2811
［開局時間］

［住所］

8:30-17:30、土 8:30-13:00
［定休日］日曜、祝日

あいらんど薬局 友愛医療センター店あいらんど薬局 友愛医療センター店

〒901-0224
沖縄県豊見城市字与根50番地5

［Tel.］ 098-911-5111
［開局時間］

［住所］

平日 8:30-18:30、
土曜 8:30-17:30、
日曜、祝日 9:00-18:00

［定休日］無休

あいらんど薬局 さつき店あいらんど薬局 さつき店

〒901-0153
沖縄県那覇市宇栄原三丁目5番14号

［Tel.］ 098-857-6600
［開局時間］

［住所］

月～水・金 9:00-18:00、
木・土 9:00-13:00

［定休日］木曜と土曜の午後、日曜、祝日

瀬長島

那覇空港

北谷町

古宇利島沖縄美ら海水族館

店舗一覧

https://www.gesetmedical.jp/

TEL.

8:30～17:30
日・祝

098-852-2828
受付時間

定休日
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医療従事者とそのこどもたちにエールを。
わたしたちはこどもの笑顔を一番に考えます。

株式会社ジーセットメディカルのグループ会社「株式会社くんちサプラ
イズ」は調剤薬局の運営、「虹の子保育園（豊見城市）」や「ゆうあい
キッズ園（豊見城市）」などの、社会医療法人 友愛会の企業内保育園
の受託運営をおこなっています。
お子様ひとりひとりに寄り添いながら、真摯に向き合うことを大切にして
いる企業型保育園として、医療従事者としてがんばる方々のサポートを
させていただいています。

グループ会社のご紹介

株式会社くんちサプライズ

虹の子保育園／ゆうあいキッズ園

［通常保育］ 月～土 7:15-18:15
［延長保育］ 月～土 18:15-20:15
［休　　日］ 日曜、祝祭日、年末年始
　　　　　その他友愛会が指定する休日
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ゆうあいキッズ園スタッフ紹介

くんちサプライズを
選んだ理由は？

名　前 渡久地　ゆみ

業務内容 ０歳児クラス担任

出身地 静岡県

出身校 静岡県立浜松大平台高等学校

勤務先 ゆうあいキッズ園

勤務歴 ３年

子育て支援員の資格を生かしながら、保育士の資格取得も目指せる職場を探していたときに、ゆ
うあいキッズ園が新しく開園するということと、小規模の企業主導型保育園で一人ひとりの子ど
もと向き合い、寄り添いながら、丁寧な保育が出来る、というところに惹かれて選びました。

資　格 保育士、子育て支援員

やりがい 子ども達の成長を感じられること、子ども達の笑顔を見られること

学生さんへの
メッセージ

学んだことや今後の目標について教えてください。一日の流れ

保育士という仕事は大変な事もありますが、子ども達
の成長を身近に感じることのできるやりがいのある
仕事です。どんな職場でも最初は慣れるまでが大変
ですが、慣れたら毎日が楽しいですよ～♪

子育て支援員で保育補助として入社し、様々な研修を受講させてもらい勉
強し、また独学でも勉強して、勉強が苦手だった私でも保育士資格を取得
することができました。
今後の目標は、「保育士」という資格を活かして、毎日関わる大切な子ども達の
成長を見守り促し、共に成長していけるような保育士になること、「ゆみ先生な
ら任せて安心！」と職員や保護者から思われるような保育士になることです。

5:00 起床
5:30 朝食、出勤準備

出勤6:30

開園準備6:45

保育業務

保育業務

7:15

12:00 休憩、昼食

16:15

19:00 夕食

16:45 帰宅
17:30 テレビ鑑賞、娯楽等

21:30 就寝
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お申し込みはホームページから

選べる 点4

ジーセットメディカルグループ
インターンシップ募集中！ in

te
rn

sh
ip

日数
標準は2日間ですが、
2日～7日で組むこと
ができます。

1

時間
2日以上なら初日12時
入りや、最終日15時上
がりなども可能です。

2

場所
総合病院の門前にある、あ
いらんど薬局友愛医療セン
ター店か豊見城薬局です。希
望があれば開業医(小児科・
整形外科・神経内科)の処方
箋を扱う薬局も選べます。

3

オーベン
元気な薬剤師大勢在籍
しています！あなたの
ニーズに合った指導者
(オーベン)を選んでくだ
さい。

4

インターンシップの様子（例） 1日目
薬局調剤シャドーイング

施設在宅同行

薬局調剤体験

勉強会参加
先輩薬剤師意見交換会

2日目
他店舗薬局見学

同調剤体験

連携病院見学

スポーツジム見学

沖縄出身学生さん※薬剤師限定
往復飛行機代会社負担！

対象：6年制薬学部全学年

対象：高校生、専門学校生、短大生全学年

ジーセットメディカル

薬剤師

医療事務


