
新たな日本医療薬学会の専門薬剤師制度
地域薬学ケア専門薬剤師制度

地域薬学ケア
専門薬剤師

地域薬学ケア
専門薬剤師（がん）

地域薬学ケア指導薬剤師

l地域薬学ケア専門薬剤師の経験
l 「学会発表」及び「論文」
lクレジット*1

l実務経験
l会員歴
l 「学会発表」又は「論文」
l研修*3
lクレジット*1
l症例50
l認定試験合格

l実務経験
l会員歴
l 「学会発表」又は「論文」
l研修*3
lクレジット*2
l症例50＋がんの症例20
l認定試験合格

l日本薬剤師研修センター・研修認定薬剤師
l日本病院薬剤師会・日病薬病院薬学認定薬剤師
l日本薬剤師会・生涯学習支援システム（JPALS）・クリニカルラダー5以上
l暫定措置：日本医療薬学会認定薬剤師（2023年申請分まで）

日病薬生涯研修履修認定薬剤師（2022年申請分まで）

認定薬剤師認定制度→
医療薬学専門薬剤師制度

指導薬剤師→
医療薬学指導薬剤師

認定薬剤師→
医療薬学専門薬剤師

l医療薬学専門薬剤師の経験
l 「学会発表」及び「論文」
lクレジット*1

l実務経験
l会員歴
l 「学会発表」及び「論文」
l研修*3（実質化）
lクレジット*1
l臨床実績
l認定試験合格

*1:薬物療法専門薬剤師集中講義を含む
*2:がん専門薬剤師集中講義を含む
*3：連携研修施設における研修を可能とする

詳しい条件は、規定をご覧ください。

n 改正規程による認定開始時期： 医療薬学・薬物療法⇒2021年1月、がん⇒2022年1月
n （新規）地域薬学ケア専門薬剤師制度の認定開始時期： 2021年1月

がん専門薬剤師制度
薬物療法専門薬剤師制度
（両制度の条件を揃えた）

がん指導薬剤師
薬物療法指導薬剤師

l専門薬剤師の経験
l 「学会発表」及び「論文」
lクレジット

l実務経験
l会員歴
l 「学会発表」又は「論文」
l研修*3
lクレジット
l症例50
l認定試験合格

がん専門薬剤師
薬物療法専門薬剤師



クレジット
（単位）



医療薬学専門 医療薬学指導

新
規

クレジット

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

１）論文１０報（筆頭１報含）＋発表１０回（年会発表１回含）

２）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等

３）医療薬学に関連する全国学会の参加・発表

４）医療薬学に関連する地方会の参加・発表

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等

３）医療薬学に関連する全国学会の参加・発表

４）医療薬学に関連する地方会の参加・発表
５）論文査読

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須

１）研修1年以上（月4日以上）

２）筆頭での学会発表２回（年会での発表１回含）
３）論文２報（筆頭１報含）
４）臨床実績１０

医療薬学専門薬剤師経験5年

更
新

クレジット

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上
３）論文（５単位以上）

１)新規取得（制度移行による資格変更を含む）あるいは

前回更新以降に、オプション項目修了による取得単位が50単位以上
２）５０単位には、学会発表あるいは論文発表で合計２０単位以上を含む

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等

３）医療薬学に関連する全国学会の参加・発表

４）医療薬学に関連する地方会の参加・発表

１）薬物療法集中講義

２）がん薬物療法集中講義
３）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等
４）医療薬学に関連する全国学会の参加・発表

５）医療薬学に関連する地方会の参加・発表
６）論文査読

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須
１）研修1年以上（月4日以上）

２）臨床実績１０
過去5年間に指導的役割



薬物療法専門 がん専門

新
規

クレジット

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

１）がん薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

１）薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催するがん領域の公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須
１）研修５年

２）学会発表２回（年会で筆頭発表1回含）もしくは論文１報（筆頭）
３）症例５０（4領域以上）

１）研修５年

２）学会発表２回（年会で筆頭発表1回含）もしくは論文１報（筆頭）
３）症例５０（３臓器・領域）

更
新

クレジット

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

１）がん薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

５）学会発表
６）論文

１）薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催するがん領域の公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

５）学会発表
６）論文

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須 症例２０ 症例２０



地域薬学ケア専門 地域薬学ケア専門（がん）

新
規

クレジット

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）がん薬物療法集中講義（１５単位）１回以上
３）年会参加（１０単位）１回以上

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

１）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等

２）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
３）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須
１）研修５年

２）学会発表２回（年会で筆頭発表1回含）もしくは論文１報（筆頭）
３）地域薬学ケアに関する症例５０

１）研修５年

２）がん領域に関する学会発表２回（年会で筆頭発表1回含）もしくはがん領
域の論文１報（筆頭）
３）地域薬学ケアに関する症例５０＋がんに関する症例２０

クレジット

更
新

必須
１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）年会参加（１０単位）１回以上

１）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

２）がん薬物療法集中講義（１５単位）１回以上
３）年会参加（１０単位）１回以上

オプショ

ン

１）がん薬物療法集中講義

２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー

５）学会発表
６）論文

１）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する公開シンポジウム等

２）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
３）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催の教育セミナー
４）学会発表

５）論文

合計 50単位 50単位

クレジット以外

必須 地域薬学ケアに関する症例２０ 地域薬学ケアに関する症例２０＋がんに関する症例４



薬物療法指導 がん指導 地域薬学ケア指導

新
規

クレジット

必須
１）論文３報（又は英文１報）
＋発表３回（又は国際１回）
２）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

１）論文３報（又は英文１報）
＋発表３回（又は国際１回）
２）がん薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

１）論文３報（又は英文１報）
＋発表３回（又は国際１回）
２）薬物療法集中講義（１５単位）１回以上

オ
プ
シ
ョ
ン

１）がん薬物療法集中講義
２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催
の教育セミナー
５）論文査読

１）薬物療法集中講義
２）日本医療薬学会が主催するがん領域の公開シン
ポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催
の教育セミナー
５）論文査読

１）がん薬物療法集中講義
２）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関す
る公開シンポジウム等
３）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミ
ナー
４）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主
催の教育セミナー
５）論文査読

合計 50単位 50単位 50単位

クレジット以外

必須 薬物療法専門薬剤師経験5年 がん専門薬剤師経験5年 地域薬学ケア専門薬剤師経験5年

更
新

クレジット

必須
１)新規取得あるいは前回更新以降に、オプション項
目修了による取得単位が50単位以上

１)新規取得あるいは前回更新以降に、オプション項
目修了による取得単位が50単位以上

新規取得あるいは前回更新以降にオプション項目
修了による取得単位が50単位以上

オ
プ
シ
ョ
ン

１）薬物療法集中講義
２）がん薬物療法集中講義
３）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等
４）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
５）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催
の教育セミナー
６）学会発表
７）論文
８）論文査読

１）がん薬物療法集中講義
２）薬物療法集中講義
３）日本医療薬学会が主催する薬物療法に関する
公開シンポジウム等
４）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミナー
５）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主催
の教育セミナー
６）学会発表
７）論文
８）論文査読

１）薬物療法集中講義
２）がん薬物療法集中講義
３）日本医療薬学会が主催する薬物療法に
関する公開シンポジウム等
４）日本医療薬学会が主催・共催する教育セミ
ナー
５）日本医療薬学会が認定する他学術団体等主
催の教育セミナー
６）学会発表
７）論文
８）論文査読

合計 50単位 50単位 50単位

クレジット以外

必須 過去5年間に指導的役割 過去5年間に指導的役割 過去5年間に指導的役割



学術論文への掲載 筆頭著者 共著者

医療薬学関連の日本語論文（査読あり） 10 5

医療薬学関連の英語論文（査読あり） 20 10

論文査読

医療薬学あるいはJPHCSの査読（１報につき） 0.5

学術集会への参加・発表 参加 発表 共同発表

医療薬学会年会（3日） 10 5 2

集中講義（2日） 15 - -

医療薬学公開シンポジウム（1日） 5 5 2

フレッシャーズ・カンファレンス（1日） 5 5 2

学会等参加 ・ 発表

論文掲載 ・ 論文査読

必要研修認定単位（クレジット）
各制度共通

学術集会への参加・発表 参加 発表 共同発表

医療薬学に関連する全国学会 5 3 2

医療薬学に関連する地方会 5 3 2

学術集会への参加・発表 参加 発表 共同発表

医療薬学会が主催・共催するセミナー 1/1時間 - -

医療薬学会が認定する他団体のセミナー 1/2時間 - -

医療薬学専門薬剤師制度

がん専門・薬物療法専門・地域薬学ケア専門薬剤師制度



研修施設の拡大
（連携施設の新設）



研修施設は、以下の2種類に分類される。基幹施設（連携型）は、
自施設の薬剤師を対象とした研修に加え、連携施設から申請の
あった薬剤師を対象にした研修を行う。連携研修の受入れが困
難な場合は、基幹施設（単独型）の選択も可能。

基幹施設

連携施設 連携施設 連携施設

1. 基幹施設

2. 連携施設

研修施設の分類



各種専門薬剤師における研修施設の異同
がん

専門薬剤師
薬物療法
専門薬剤師

地域薬学ケア
専門薬剤師

医療薬学
専門薬剤師

指導薬剤師
の在籍

（基幹施設）

がん、薬物療法、医療薬学、地域薬学ケア指導薬剤師の
いずれか1名以上

がん、薬物療法、医療薬学、
地域薬学ケア指導薬剤師の

いずれか1名以上

基幹施設が
がん専門薬剤師
研修施設であること

必須 非必須
副領域でがんを専攻する

場合には必須
非必須

連携施設における
専門薬剤師等
の在籍

がん専門薬剤師
または日病薬がん薬
物療法認定薬剤師
のいずれか1名以上

医療薬学専門薬剤師
または薬物療法専門薬
剤師のいずれか1名以上

各指導薬剤師*1、医療薬
学専門薬剤師、薬物療
法専門薬剤師、地域薬
学ケア専門薬剤師（暫定
を含む）あるいは生涯学習
達成度確認試験に合格
した薬剤師＊2のいずれか1

名以上

医療薬学専門薬剤師1名、
あるいは日本薬剤師研修セ
ンター・研修認定薬剤師又
は日本病院薬剤師会・日病
薬病院薬学認定薬剤師又
は日本薬剤師会・生涯学習
支援システム（JPALS）・クリ
ニカルラダー5以上を取得した
薬剤師のいずれか合わせて2

名以上

基幹施設（連携型）
の指導薬剤師
による指導頻度

定期的 定期的

学会承認 必要 必要

研修期間 5年 1年以上

＊1当面は、地域薬学ケア専門薬剤師制度では、薬局の基幹施設を設定しないため、がん、薬物療法、医療薬学、地域薬学ケア指導薬剤師の
在籍も要件となりうる。
＊2以下の条件も必要である。①本学会会員であること。②日本薬剤師研修センター・研修認定薬剤師、日本病院薬剤師会・病院薬学認定
薬剤師、日本薬剤師会・生涯学習支援システム（JPALS）・クリニカルラダー５以上、その他本学会が認めた認定制度による認定薬剤師のいずれ
かの認定を受けていること。③薬剤師生涯学習達成度確認試験合格、④学会発表または論文掲載の研究業績


