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２０２０年度 本学会専門薬剤師制度における新規認定申請等の取扱いについ

て（第 4報） 

 

平素より、会員の皆様におかれましては、本学会の活動にご協力を賜り御礼申

し上げます。 

 新型コロナウイルスの感染による影響を受け、本学会ホームページを通じて

今年度の専門薬剤師制度における新規認定申請等の見直しをお知らせしました。

（第 1報：2020年 4月 27日、第 2報：6月 1日、第 3報：6月 22日） 

 今般、医療薬学専門薬剤師認定制度について、別紙のとおりに取り扱いますの

でお知らせいたします。特に、2020 年度の申請については、専門薬剤師認定試

験の実施に際して十分な感染防止対策を講ずることが難しいこと、また研修単

位（クレジット）の取得不足が懸念されるため、医療薬学専門薬剤師の新規申請

については暫定認定の要件でのみの受け付けとする措置を講じますのでご理解

ください。2021 年度の取り扱いも併せて記載していますが、医療薬学専門薬剤

師と医療薬学指導薬剤師の更新申請については、それぞれ独立して申請しなけ

ればなりませんのでご留意ください。各更新申請は、暫定措置の要件による申請

ならびに審査となります。 

 

 

 

 

 



2020 年度の医療薬学専門薬剤師申請スケジュール(予定)について 

1. 認定までの流れ 

1）新規申請者（暫定認定の要件での申請者のみ） 
申請 → 申請審査 → 試験 → 認定 

 
2）更新申請者（従来の認定薬剤師から移行し５年間継続している者） 

申請 → 申請審査 → 認定 
 

2. 2020 年度申請スケジュール 

日程 
新規申請 

更新申請 
暫定認定要件申請 正規認定要件申請 

2020年 8月   
 
 
 
 

受付なし 

 
2020年 9月 申請受付 申請受付 
2020年 10月 申請締切 申請締切 

2020年 11月  審査（暫定措置の
要件で） 

2020年 12月 要件審査結果通知 理事会承認・認定
結果通知 

2021年 7月 試験  

2021年 8月 理事会承認・  
認定結果通知  

 
3.注意事項 
1） 2020 年度の試験は実施しません。2021 年 7 月に実施予定の試験を受験して

ください。 
2） 新規・更新共に 2021 年１月からの認定開始となります。 
3)  2020 年度は、新規は暫定認定の要件、更新は暫定措置の要件での申請なら

びに審査となります。正規認定の要件での新規申請の受け付けは行いませ
ん。 

4） 2020～2024 年度までは過渡的措置期間となっています。 

 

 



2021 年度の医療薬学専門薬剤師申請スケジュール(予定)について 

1. 認定までの流れ 

1）新規申請者（暫定認定の要件での申請者） 
申請 → 申請審査 → 試験 → 認定 

 
2）新規申請者（正規認定の要件での申請者） 

申請 → 申請審査 → 試験 → 症例審査 → 認定  
 
3）更新申請者（従来の認定薬剤師から移行し５年間継続している者） 

申請 → 申請審査 → 認定 
 

2. 2021 年度申請スケジュール 

日程 
新規申請 

更新申請 
暫定認定要件申請 正規認定要件申請 

2021年 2月 申請受付 申請受付  
2021年 3月 申請締切 申請締切  
2021年 5月 要件審査結果通知 要件審査結果通知  
2021年 7月 試験 試験  
2021年 8月 試験結果通知 試験結果通知 申請受付 

2021年 9月  臨床実績の提出   
（試験合格者） 申請締切 

2021年 10月    

2021年 11月  臨床実績の審査    
（10症例） 

審査（暫定措置の要
件で） 

2021年 12月 理事会承認・ 
認定結果通知 

理事会承認・ 
認定結果通知 

理事会承認・  
認定結果通知 

 
3.注意事項 
1） 新規・更新共に 2022 年１月からの認定開始となります。 
2） 2021 年度は、新規は暫定認定の要件または正規認定の要件、更新は暫定措

置の要件での申請ならびに審査となります。 
3） 2020～2024 年度までは過渡的措置期間となっています。 

 



2020 年度の医療薬学指導薬剤師申請スケジュール(予定)について 

1. 2020 年度申請スケジュール 

日程 新規申請 更新申請 
2020年 9月 申請受付 申請受付 
2020年 10月 申請締切 申請締切 
2020年 11月 審査 (規定第５条の 2の要件) 審査（暫定措置の要件） 
2020年 12月 理事会承認・認定結果通知 理事会承認・認定結果通知 

 
2.注意事項 
1)  新規・更新共に 2021 年１月からの認定開始となります。 
2)  2020 年度は、新規は規定第５条の 2 の要件、更新は暫定措置の要件での申

請ならびに審査となります。 
3） 2020～2024 年度までは過渡的措置期間となっています。 
 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

2021 年度の医療薬学指導薬剤師申請スケジュール(予定)について 

1. 2021 年度申請スケジュール 

日程 新規申請 更新申請 
2021年 9月 申請受付 申請受付 
2021年 10月 申請締切 申請締切 
2021年 11月 審査 (規定第５条の 2の要件) 審査（暫定措置の要件） 
2021年 12月 理事会承認・認定結果通知 理事会承認・認定結果通知 

 
2.注意事項 
1)  新規・更新共に 2022 年１月からの認定開始となります。 
2)  2021 年度は、新規は規定第５条の 2 の要件、更新は暫定措置の要件での申

請ならびに審査となります。 
3） 2020～2024 年度までは過渡的措置期間となっています。 
  



2020 年度の医療薬学専門薬剤師研修施設 
認定申請スケジュール(予定)について 

1. 2020 年度申請スケジュール 

日程 新規申請 更新申請 
2020年 9月  申請受付 
2020年 10月  申請締切・審査 
2020年 12月  理事会承認・認定結果通知 
2021年 1月 申請受付  
2021年 2月 申請締切・審査  
2021年 3月 理事会承認・認定結果通知  

 
2.注意事項 
1) 更新申請は、医療薬学専門薬剤師研修施設の認定期間が「2020 年 12 月 31 

日」で満了する施設です。新規・更新ともに、2021 年 1 月からの認定とな
ります。 

＜お知らせ＞ 
2021 年 1 月の新規申請受付時には、連携研修施設も募集する予定です。詳細に
ついては、改めて通知します。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2021 年度の医療薬学専門薬剤師研修施設 
認定申請スケジュール(予定)について 

1. 2021 年度申請スケジュール 

日程 新規申請 更新申請 
2021年 9月  申請受付 
2021年 10月  申請締切・審査 
2021年 12月  理事会承認・認定結果通知 
2022年 1月 申請受付  
2022年 2月 申請締切・審査  
2022年 3月 理事会承認・認定結果通知  

 
2.注意事項 
1)  新規・更新ともに、2022 年 1 月からの認定となります。 
＜お知らせ＞ 
2022 年 1 月の新規申請受付時には、連携研修施設も募集する予定です。詳細に
ついては、改めて通知します。 



医療薬学専門薬剤師認定制度の
過渡的措置期間の新規申請に係る運用について

更新申請

暫定認定時に
規定第４条の2の内
不足をしていた要件

暫定認定

暫定要件

正式認定

提出 提出

5年間

提出＋ 試験

規定細則第11条

規定第15条

運用に関する説明：
１．暫定要件（規定細則第11条）および正規要件（規定第４条の2）の両方での申請を受けつ

けます。ただし、2020年度は、暫定要件のみの申請受付とします。（申請スケジュール
参照）

２. 暫定要件で認定された場合は暫定認定となります。暫定認定後、不足要件（申請時に規
定第４条の2の中で不足をしていた要件）を満たした状況の年度の申請受付時期に、不足
要件を提出し審査を受けてください。問題がなければ、次年度より正式認定となります。
なお、暫定認定期間は、5年以内とします。

３. 暫定認定のまま5年後に指導薬剤師を申請する場合は、指導薬剤師申請時に、暫定認定
時の不足要件（申請時に規定第４条の2の中で不足をしていた要件）を提出し、指導薬剤
師の申請審査と同時に審査を受けてください。
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