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日本医療薬学会
Japanese  Society  of  Pharmaceut ica l  Health  Care  and Sc iences

医薬品適正使用のための良質なエビデンスを構築し、

薬学的観点から医薬品の有効性・安全性の確保を目指します。

対象：薬剤師、学生、教員、製薬企業関係者、行政関係者



日本医療薬学会が目指すもの
医薬品適正使用のための良質なエビデンスを構築し、

薬学的観点から医薬品の有効性・安全性の確保を目指します。

Japanese  Soc ie t y  o f  Pha rmaceu t i ca l  Hea l th  Ca re  and  Sc iences

エビデンス
構築力薬剤師力 社会貢献力

日本医療薬学会では、学術的基盤に立脚

した薬の専門家として広い知識と練磨さ

れた技能を備えた薬剤師を「医療薬学専

門薬剤師」として認定する制度があります。

また、薬剤師に関する資格として初め

て医療法上広告が可能な「がん専門薬

剤師」を認定しています。さらに、広範

な領域の薬物療法について一定水準以

上の臨床能力を有する「薬物療法専門

薬剤師」、薬局薬剤師を対象とした「地

域薬学ケア専門薬剤師」を認定してい

ます。そして、各々に関して一定の基準

を満たした場合は、「指導薬剤師」とし

て認定しています。

薬物療法は、年々高度化・複雑化してい

ます。薬のリスクを最小に抑えつつ効果

を最大にするには、薬物療法に関する

良質なエビデンスが必要です。

日本医療薬学会は、基礎および臨床研究

を通じて薬剤業務の学術基盤を構築し、

医療現場に還元するため、学術集会の

開催、学術誌や関連刊行物の発行など

に取り組んでいます。

学術集会（年会）の参加者は近年は

10,000人を超えており、多数の研究成

果が発表されています。

近年、医療技術の進展とともに薬物療法

が高度化しているため、医療の質の向上

及び医療安全確保の観点から、多職種

チーム医療の実践が求められています。

日本医療薬学会は、医療に直接携わる

薬剤師だけでなく、製薬企業、行政、保

健衛生関係機関、大学など、薬に関わる

全ての職種の連携を推進し、薬物療法

の知識と技術を進歩・普及させることで

社会に貢献するとともに、社会に求めら

れる医療人の育成に努めています。

医療人に求められるもの年会 参加者数

医療の高度化・複雑化に対応した
専門知識・技術の修得

豊かな人間性、高い倫理観、
医療人としての深い教養

問題発見能力・問題解決能力及び
現場で活躍できる実践力地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（連携）※ 199施設

地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（基幹）※ 185施設
地域薬学ケア専門薬剤師（がん）※ 163名
地域薬学ケア専門薬剤師※ 65名
地域薬学ケア専門薬剤師制度
薬物療法専門薬剤師研修施設※ 237施設
薬物療法指導薬剤師※ 54名
薬物療法専門薬剤師※ 52名
薬物療法専門薬剤師制度
がん専門薬剤師研修施設※ 334施設
がん指導薬剤師※ 315名
がん専門薬剤師※ 731名
がん専門薬剤師制度
医療薬学専門薬剤師研修施設※ 314施設
医療薬学指導薬剤師※ 872名
医療薬学専門薬剤師※ 1,646名
医療薬学専門薬剤師制度

日本医療薬学会は、

3つの「力」を推進します
第八代会頭 山本 康次郎
（2022年4月～現在）
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Spec ia l i zed  pha rmac i s t  s y s tem

主な対象者：

病院薬剤師
主な対象者：

病院薬剤師

主な対象者：

臨床系教員
薬剤師

主な対象者：

薬局薬剤師

がん
専門薬剤師

薬物療法
専門薬剤師

医療薬学
専門薬剤師 地域薬学ケア

専門薬剤師

地域薬学ケア
専門薬剤師（がん）

信頼の証～日本医療薬学会の専門薬剤師制度
良質・安全な医療を提供するため、

チーム医療において高度な専門性を発揮し活躍できる薬剤師を養成・認定しています。

日本医療薬学会は、1998年に認定薬剤師制度を開始し、その後「がん専門薬剤師制度」「薬物療法専門薬剤師制度」が加

わり、各領域の認定者育成を図ってきました。2020年には、認定薬剤師制度から「医療薬学専門薬剤師制度」への移行、

「地域薬学ケア専門薬剤師制度」の新設、認定要件の統一化や連携施設制度の創設など、専門薬剤師制度の大改革を行

いました。専門薬剤師制度はチーム医療で高い専門性を発揮できる薬剤師の質保証であり、患者さんに安心感を与えるもの、

すなわち「信頼の証」です。病院・薬局・大学で勤務する多くの薬剤師が専門認定を取得されることを願っています。

専門薬剤師制度運営委員会 石澤 啓介 徳島大学 教授・薬剤部長・総合臨床研究センター長

「医療薬学専門薬剤師」は、「医療薬学に関する高
い知識・技能を備え、かつ社会から信頼される薬剤
師を養成し、認定者自らの臨床経験に基づいた教
育・研究活動の実践を促進することで、医療薬学の
進歩・普及と国民の保健・医療・福祉に寄与するこ
と」を目的として制定されています。
一人でも多くの先生方に「医療薬学専門薬剤師」
になっていただくよう、お待ちしています。

医療薬学専門薬剤師認定委員会

花輪 剛久 東京理科大学薬学部薬学科 教授委員長

本制度は、地域医療において質の高い薬学ケアを
実施するため、様々な領域の薬物療法において高
度な知識、技能及び臨床能力を修得することができ
る制度です。「地域薬学ケア専門薬剤師」と副領域
を定めた「地域薬学ケア専門薬剤師（がん）」の認
定を行います。より質の高い薬局薬剤師業務の実
践にお役立てください。

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会

豊見 敦 南海老園豊見薬局 管理薬剤師委員長

年々高度化が進む臨床現場で治療を成功させるた
めには、薬剤師がいかに薬物治療に貢献できるかに
かかっています。薬物療法専門薬剤師は、根拠に基
づいた薬物治療を実践できる薬剤師の証となるも
のです。多くの薬剤師の皆さんがこの認定を取得さ
れ、臨床に貢献できる薬剤師として活躍されることを
期待しています。

薬物療法専門薬剤師認定委員会

関根 祐子 千葉大学大学院薬学研究院 教授委員長

がん専門薬剤師は、がん薬物療法等において高度
な知識・技術と臨床経験を有する薬剤師です。がん
患者さんや他職種が何を求めているかを絶えず意識
し、薬剤師として今何をすべきなのか、あるいは、自分
は将来どんな薬剤師になりたいのかを考えたときに１
つの目標となるのが、がん専門薬剤師であると思い
ます。

がん専門薬剤師認定委員会

池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院 教授・薬剤部長委員長

委員長



学会活動のご紹介
薬のプロフェッショナルが集い、医療に直結する薬学分野の研究・教育を通して、

学術の発展と国民の福祉向上に寄与しています。

Academic  meet ing  ac t i v i t y

医療薬学関連刊行物の発行
●学術誌「医療薬学」およびオープンアクセス英文誌「Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences」の
 編集・発行を通じて最新の学術成果を迅速に公表
●「薬剤師のための疾患別薬物療法」シリーズ等、教科書・参考書の編集・出版

2

2022年度 学会賞の表彰
功績賞、日本医療薬学会賞、奨励賞、Postdoctoral Awardの表彰と成果の周知

3

学術集会の開催
年会、公開シンポジウム、講習会、セミナー等の開催

1

※最新情報は学会ホームページをご確認ください。

主な年間スケジュール（2023年度）※予定

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

がん専門薬剤師
アドバンスト研修会

がん介入症例の書き方
スキルアップセミナー

年会

医 療 薬 学 公 開シン ポジ ウ ム（ 4 回 予 定 ）

フレッシャーズ・
カンファランス臨床研究セミナー

がん専門薬剤師集中教育講座専門薬剤師認定取得のための
薬物療法集中講義

がん専門薬剤師
全体会議

17名
学会賞表彰者

MeijiSeikaファルマ株式会社
医薬研究開発本部　

吉光寺 敏泰さん
熊本大学病院
薬剤部　

齋藤 秀之さん

名古屋大学医学部附属病院
薬剤部

山田 清文さん

秋田大学医学部附属病院
薬剤部

赤嶺 由美子さん
兵庫医科大学病院/兵庫医科大学
感染制御部

植田 貴史さん
熊本大学大学院生命科学研究部
臨床薬理学分野　

近藤 悠希さん
京都大学医学部附属病院
薬剤部　

中川 俊作さん

北海道大学病院
薬剤部　

岡本 敬介さん
信州大学医学部附属病院
薬剤部　

小澤 秀介さん
順天堂大学医学部附属順天堂医院
薬剤部　

笹野 央さん
医療法人社団緑成会 横浜総合病院
薬剤部　

佐村 優さん
北海道大学病院
薬剤部　

梨本 俊亮さん
徳島大学病院
総合臨床研究センター　

新村 貴博さん

金沢大学附属病院
薬剤部　

藤田 有美さん
大鵬薬品工業株式会社
薬物動態研究所　

森田 時生さん
旭川医科大学病院
薬剤部　

山本 譲さん
大阪大学大学院医学系研究科
薬理学講座　

若井 恵里さん

功績賞

日本医療薬学会賞

Postdoctoral Award奨励賞



第33回日本医療薬学会年会のご案内
　この度、第33回日本医療薬学会年会を2023年11月3日(金)から5日(日)の3日間、宮城県仙台市・仙台国際セン
ターをメイン会場にて開催する運びとなりました。
　第33回年会は2011年に起きた東日本大震災から12年を迎える年です。本年会ではこの先12年の医療薬学の未
来を創るために、今我々がしなければならないことを共に考え、各領域における目標や課題を共有したいと考え、メイ
ンテーマを「医療薬学のこの先12年へのメッセージ」と致しました。
　本年会では、現地開催を主として、一部Web参加を併用させたハイブリッド形式にて開催する予定ですが、是非、仙
台にお越しになって12年経った今の東北も併せてご覧になって頂ければ幸いです。ご参加される皆様にとって、実りあ
る場となり、意見交換の場となりますことを心より願っております。皆様のご参加をお待ち致しております。

第33回日本医療薬学会年会
年会長　三浦 昌朋

秋田大学大学院医学系研究科 薬物動態学講座 教授

第32回日本医療薬学会年会 開催報告

　第32回年会は、本学会の年会としては初めて現地開催とWeb配信（ライブ＋会期後オンデマンド）を併

用するハイブリッド形式での開催となりました。2022年9月23日～25日に現地会場（Gメッセ群馬等）に

おいて開催するとともにライブ配信を行い、オンデマンド配信は同10月11日～11月14日に行いました。

　今回は、本年会がSociety5.0の医療薬学を作り上げていくためのキーポイントになればと考え、メイ

ンテーマを「知の融合で織りなすSociety5.0の医療薬学」に設定しました。特別講演２題、教育講演３

題、国際シンポジウム・企画シンポジウム含む７9セッションのシンポジウムを実施したほか、数多くの一般

演題が発表され、2年越しの現地開催ということもあり臨場感あふれる年会となりました。現地とWebあ

わせて10,200名を超える方々に参加いただき、盛会に開催されました。

第32回年会には10,200名以上が参加しました。



月刊誌「医療薬学」は国内向け学術誌で、厳正な査読により質

が高いと認められた医療薬学に関する投稿論文を掲載してい

ます。和文だけでなく英文でも投稿が可能です。優れた研究成

果を医療現場のみならず広く社会へ還元することを目指して

います。また、医療薬学に関連する寄稿として専門薬剤師リ

レーエッセイや医療薬学会主催の年会・医療薬学公開シンポジ

ウムの案内等も掲載し、会員に有益な情報を提供しています。

「Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences」

は、本学会が発行する英文誌として、BioMed Central社より出

版されているオープンアクセスジャーナルです。医療薬学の学

問的基盤の強化と発展という学会の使命をサポートするだけで

なく、医療薬学に関連する幅広い領域の研究成果を世界に向け

て発信しています。また、世界各国からの投稿を受けつけてお

り、医療薬学分野の発展に貢献できる国際誌を目指しています。

学術誌のご紹介

2022年12月

■ 会員メリット
1.学会誌「医療薬学」（月刊）が送付されます。
2.学会誌「医療薬学」の投稿料や
　オープンアクセスジャーナル「JPHCS誌」の掲載料の
　 補助を受けられます。
3.本学会各専門薬剤師および指導薬剤師の
　 認定取得への道が開けます。
4.本学会年会、研修会、セミナー等に会員価格で参加できます。
5.本学会事業に関する情報がメールで届きます。

会員になるには？ ―入会について―

日本医療薬学会は、約14,000名の会員（2022年度）を擁する、本分野における国内最大の学会です。

現役薬剤師の方々、将来の医療薬学に関わる薬学生の方々、その他、医療薬学に関心のある方々の入会を心からお待ちしています。

お申込みはHPから 検 索

■ 会員資格・年会費

https://www.jsphcs.jp/tetsuzuki/1-2.html
詳しい情報についてはホームページにアクセスしてください。

学生会員　2,000円

正 会 員 　9,500円
年会費

神奈川県警友会けいゆう病院
薬剤部　　

猪狩 賢蔵さん
公立学校共済組合中国中央病院
薬剤部　

在間 優衣さん
徳島赤十字ひのみね総合療育センター
診療部薬剤課　

浜田 茂明さん

2022年度
JPHCS誌
論文賞

2022年度
医療薬学誌
論文賞

三重大学医学部附属病院
薬剤部　

岡本 明大さん
北里大学メディカルセンター
薬剤部　

青木 学一さん
国立成育医療研究センター
薬剤部　

齊藤 順平さん

一般社団法人

日本医療薬学会

学会事務局
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会 長井記念館7階
TEL：03-3406-0787（代表）　FAX：03-3406-0789

URL https://www.jsphcs. jp/ 　E-mail info@jsphcs. jp

医療薬学に関心のある方なら誰でも会員になることがで
きます。

■ 入会の手続き

日本医療薬学会 入会
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5.本学会事業に関する情報がメールで届きます。

会員になるには？ ―入会について―

日本医療薬学会は、約14,000名の会員（2022年度）を擁する、本分野における国内最大の学会です。

現役薬剤師の方々、将来の医療薬学に関わる薬学生の方々、その他、医療薬学に関心のある方々の入会を心からお待ちしています。

お申込みはHPから 検 索

■ 会員資格・年会費

https://www.jsphcs.jp/tetsuzuki/1-2.html
詳しい情報についてはホームページにアクセスしてください。

学生会員　2,000円

正 会 員 　9,500円
年会費

神奈川県警友会けいゆう病院
薬剤部　　

猪狩 賢蔵さん
公立学校共済組合中国中央病院
薬剤部　

在間 優衣さん
徳島赤十字ひのみね総合療育センター
診療部薬剤課　

浜田 茂明さん

2022年度
JPHCS誌
論文賞

2022年度
医療薬学誌
論文賞

三重大学医学部附属病院
薬剤部　

岡本 明大さん
北里大学メディカルセンター
薬剤部　

青木 学一さん
国立成育医療研究センター
薬剤部　

齊藤 順平さん

第33回日本医療薬学会年会のご案内
　この度、第33回日本医療薬学会年会を2023年11月3日(金)から5日(日)の3日間、宮城県仙台市・仙台国際セン
ターをメイン会場にて開催する運びとなりました。
　第33回年会は2011年に起きた東日本大震災から12年を迎える年です。本年会ではこの先12年の医療薬学の未
来を創るために、今我々がしなければならないことを共に考え、各領域における目標や課題を共有したいと考え、メイ
ンテーマを「医療薬学のこの先12年へのメッセージ」と致しました。
　本年会では、現地開催を主として、一部Web参加を併用させたハイブリッド形式にて開催する予定ですが、是非、仙
台にお越しになって12年経った今の東北も併せてご覧になって頂ければ幸いです。ご参加される皆様にとって、実りあ
る場となり、意見交換の場となりますことを心より願っております。皆様のご参加をお待ち致しております。

第33回日本医療薬学会年会
年会長　三浦 昌朋

秋田大学大学院医学系研究科 薬物動態学講座 教授

第32回日本医療薬学会年会 開催報告

　第32回年会は、本学会の年会としては初めて現地開催とWeb配信（ライブ＋会期後オンデマンド）を併

用するハイブリッド形式での開催となりました。2022年9月23日～25日に現地会場（Gメッセ群馬等）に

おいて開催するとともにライブ配信を行い、オンデマンド配信は同10月11日～11月14日に行いました。

　今回は、本年会がSociety5.0の医療薬学を作り上げていくためのキーポイントになればと考え、メイ

ンテーマを「知の融合で織りなすSociety5.0の医療薬学」に設定しました。特別講演２題、教育講演３

題、国際シンポジウム・企画シンポジウム含む７9セッションのシンポジウムを実施したほか、数多くの一般

演題が発表され、2年越しの現地開催ということもあり臨場感あふれる年会となりました。現地とWebあ

わせて10,200名を超える方々に参加いただき、盛会に開催されました。

第32回年会には10,200名以上が参加しました。

一般社団法人

日本医療薬学会

学会事務局
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会 長井記念館7階
TEL：03-3406-0787（代表）　FAX：03-3406-0789

URL https://www.jsphcs. jp/ 　E-mail info@jsphcs. jp

2 0 2 3 年 度  入 会 の ご 案 内

一般社団法人

日本医療薬学会
Japanese  Society  of  Pharmaceut ica l  Health  Care  and Sc iences

医薬品適正使用のための良質なエビデンスを構築し、

薬学的観点から医薬品の有効性・安全性の確保を目指します。

対象：薬剤師、学生、教員、製薬企業関係者、行政関係者

医療薬学に関心のある方なら誰でも会員になることがで
きます。

■ 入会の手続き

日本医療薬学会 入会



日本医療薬学会が目指すもの
医薬品適正使用のための良質なエビデンスを構築し、

薬学的観点から医薬品の有効性・安全性の確保を目指します。

Japanese  Soc ie t y  o f  Pha rmaceu t i ca l  Hea l th  Ca re  and  Sc iences Spec ia l i zed  pha rmac i s t  s y s tem

エビデンス
構築力薬剤師力 社会貢献力

日本医療薬学会では、学術的基盤に立脚

した薬の専門家として広い知識と練磨さ

れた技能を備えた薬剤師を「医療薬学専

門薬剤師」として認定する制度があります。

また、薬剤師に関する資格として初め

て医療法上広告が可能な「がん専門薬

剤師」を認定しています。さらに、広範

な領域の薬物療法について一定水準以

上の臨床能力を有する「薬物療法専門

薬剤師」、薬局薬剤師を対象とした「地

域薬学ケア専門薬剤師」を認定してい

ます。そして、各々に関して一定の基準

を満たした場合は、「指導薬剤師」とし

て認定しています。

薬物療法は、年々高度化・複雑化してい

ます。薬のリスクを最小に抑えつつ効果

を最大にするには、薬物療法に関する

良質なエビデンスが必要です。

日本医療薬学会は、基礎および臨床研究

を通じて薬剤業務の学術基盤を構築し、

医療現場に還元するため、学術集会の

開催、学術誌や関連刊行物の発行など

に取り組んでいます。

学術集会（年会）の参加者は近年は

10,000人を超えており、多数の研究成

果が発表されています。

近年、医療技術の進展とともに薬物療法

が高度化しているため、医療の質の向上

及び医療安全確保の観点から、多職種

チーム医療の実践が求められています。

日本医療薬学会は、医療に直接携わる

薬剤師だけでなく、製薬企業、行政、保

健衛生関係機関、大学など、薬に関わる

全ての職種の連携を推進し、薬物療法

の知識と技術を進歩・普及させることで

社会に貢献するとともに、社会に求めら

れる医療人の育成に努めています。

医療人に求められるもの年会 参加者数

医療の高度化・複雑化に対応した
専門知識・技術の修得

豊かな人間性、高い倫理観、
医療人としての深い教養

問題発見能力・問題解決能力及び
現場で活躍できる実践力地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（連携）※ 199施設

地域薬学ケア専門薬剤師研修施設（基幹）※ 185施設
地域薬学ケア専門薬剤師（がん）※ 163名
地域薬学ケア専門薬剤師※ 65名
地域薬学ケア専門薬剤師制度
薬物療法専門薬剤師研修施設※ 237施設
薬物療法指導薬剤師※ 54名
薬物療法専門薬剤師※ 52名
薬物療法専門薬剤師制度
がん専門薬剤師研修施設※ 334施設
がん指導薬剤師※ 315名
がん専門薬剤師※ 731名
がん専門薬剤師制度
医療薬学専門薬剤師研修施設※ 314施設
医療薬学指導薬剤師※ 872名
医療薬学専門薬剤師※ 1,646名
医療薬学専門薬剤師制度

日本医療薬学会は、

3つの「力」を推進します
第八代会頭 山本 康次郎
（2022年4月～現在）
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学会活動のご紹介
薬のプロフェッショナルが集い、医療に直結する薬学分野の研究・教育を通して、

学術の発展と国民の福祉向上に寄与しています。

Academic  meet ing  ac t i v i t y

医療薬学関連刊行物の発行
●学術誌「医療薬学」およびオープンアクセス英文誌「Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences」の
 編集・発行を通じて最新の学術成果を迅速に公表
●「薬剤師のための疾患別薬物療法」シリーズ等、教科書・参考書の編集・出版

2

2022年度 学会賞の表彰
功績賞、日本医療薬学会賞、奨励賞、Postdoctoral Awardの表彰と成果の周知

3

学術集会の開催
年会、公開シンポジウム、講習会、セミナー等の開催

1

※最新情報は学会ホームページをご確認ください。

主な年間スケジュール（2023年度）※予定

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

がん専門薬剤師
アドバンスト研修会

がん介入症例の書き方
スキルアップセミナー

年会

医 療 薬 学 公 開シン ポジ ウ ム（ 4 回 予 定 ）

フレッシャーズ・
カンファランス臨床研究セミナー

がん専門薬剤師集中教育講座専門薬剤師認定取得のための
薬物療法集中講義

がん専門薬剤師
全体会議

※2022年1月現在

17名
学会賞表彰者

MeijiSeikaファルマ株式会社
医薬研究開発本部　

吉光寺 敏泰さん
熊本大学病院
薬剤部　

齋藤 秀之さん

名古屋大学医学部附属病院
薬剤部

山田 清文さん

秋田大学医学部附属病院
薬剤部

赤嶺 由美子さん
兵庫医科大学病院/兵庫医科大学
感染制御部

植田 貴史さん
熊本大学大学院生命科学研究部
臨床薬理学分野　

近藤 悠希さん
京都大学医学部附属病院
薬剤部　

中川 俊作さん

北海道大学病院
薬剤部　

岡本 敬介さん
信州大学医学部附属病院
薬剤部　

小澤 秀介さん
順天堂大学医学部附属順天堂医院
薬剤部　

笹野 央さん
医療法人社団緑成会 横浜総合病院
薬剤部　

佐村 優さん
北海道大学病院
薬剤部　

梨本 俊亮さん
徳島大学病院
総合臨床研究センター　

新村 貴博さん

金沢大学附属病院
薬剤部　

藤田 有美さん
大鵬薬品工業株式会社
薬物動態研究所　

森田 時生さん
旭川医科大学病院
薬剤部　

山本 譲さん
大阪大学大学院医学系研究科
薬理学講座　

若井 恵里さん

功績賞

日本医療薬学会賞

Postdoctoral Award奨励賞

主な対象者：

病院薬剤師
主な対象者：

病院薬剤師

主な対象者：

臨床系教員
薬剤師

主な対象者：

薬局薬剤師

がん
専門薬剤師

薬物療法
専門薬剤師

医療薬学
専門薬剤師 地域薬学ケア

専門薬剤師

地域薬学ケア
専門薬剤師（がん）

信頼の証～日本医療薬学会の専門薬剤師制度
良質・安全な医療を提供するため、

チーム医療において高度な専門性を発揮し活躍できる薬剤師を養成・認定しています。

日本医療薬学会は、1998年に認定薬剤師制度を開始し、その後「がん専門薬剤師制度」「薬物療法専門薬剤師制度」が加

わり、各領域の認定者育成を図ってきました。2020年には、認定薬剤師制度から「医療薬学専門薬剤師制度」への移行、

「地域薬学ケア専門薬剤師制度」の新設、認定要件の統一化や連携施設制度の創設など、専門薬剤師制度の大改革を行

いました。専門薬剤師制度はチーム医療で高い専門性を発揮できる薬剤師の質保証であり、患者さんに安心感を与えるもの、

すなわち「信頼の証」です。病院・薬局・大学で勤務する多くの薬剤師が専門認定を取得されることを願っています。

専門薬剤師制度運営委員会 石澤 啓介 徳島大学 教授・薬剤部長・総合臨床研究センター長

「医療薬学専門薬剤師」は、「医療薬学に関する高
い知識・技能を備え、かつ社会から信頼される薬剤
師を養成し、認定者自らの臨床経験に基づいた教
育・研究活動の実践を促進することで、医療薬学の
進歩・普及と国民の保健・医療・福祉に寄与するこ
と」を目的として制定されています。
一人でも多くの先生方に「医療薬学専門薬剤師」
になっていただくよう、お待ちしています。

医療薬学専門薬剤師認定委員会

花輪 剛久 東京理科大学薬学部薬学科 教授委員長

本制度は、地域医療において質の高い薬学ケアを
実施するため、様々な領域の薬物療法において高
度な知識、技能及び臨床能力を修得することができ
る制度です。「地域薬学ケア専門薬剤師」と副領域
を定めた「地域薬学ケア専門薬剤師（がん）」の認
定を行います。より質の高い薬局薬剤師業務の実
践にお役立てください。

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会

豊見 敦 南海老園豊見薬局 管理薬剤師委員長

年々高度化が進む臨床現場で治療を成功させるた
めには、薬剤師がいかに薬物治療に貢献できるかに
かかっています。薬物療法専門薬剤師は、根拠に基
づいた薬物治療を実践できる薬剤師の証となるも
のです。多くの薬剤師の皆さんがこの認定を取得さ
れ、臨床に貢献できる薬剤師として活躍されることを
期待しています。

薬物療法専門薬剤師認定委員会

関根 祐子 千葉大学大学院薬学研究院 教授委員長

がん専門薬剤師は、がん薬物療法等において高度
な知識・技術と臨床経験を有する薬剤師です。がん
患者さんや他職種が何を求めているかを絶えず意識
し、薬剤師として今何をすべきなのか、あるいは、自分
は将来どんな薬剤師になりたいのかを考えたときに１
つの目標となるのが、がん専門薬剤師であると思い
ます。

がん専門薬剤師認定委員会

池田 龍二 宮崎大学医学部附属病院 教授・薬剤部長委員長

委員長
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