
 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定実務実習指導薬剤師 

認定申請手続き説明書 
Ver.2（2022 年 4 月 26 日更新） 

申請手続き前に「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」を必ずご一読ください 
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１．申請にあたっての注意事項 
 

・必ず『認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領』にて認定要件をすべて満たしているかご確認

ください。要件を満たさず申請された場合は、認定不可となります。 

 

・一旦振り込まれた認定申請審査料は理由の如何を問わず、また審査の結果、認定不可となった場

合でも返金いたしかねますので、認定要件をすべて満たしてから入金してください。 

 

・認定申請審査料の入金後 3 か月以内に Web システムより申請手続きが完了しない場合は、入金が

無効になりますのでご注意ください。 

 

・更新申請は認定期限の 3 か月前から受付いたします。それ以前は受付できませんのでご注意くだ

さい。 

 

・必要証書類はそれぞれ指定の場所にアップロードしてください。 

 

・薬剤師名簿登録番号、受講者名の記載がない講習会の受講証は無効とみなします。 

 

・振込明細には、・振込日・振込人名・振込金額 ・振込口座名が記載されていることを確認してく

ださい。 

 

・入金された認定申請審査料は、他の如何なるものにも流用することはできません。 

 

・領収証は発行しておりませんので、振込明細を以て領収証に代えてください。 

 

・PC や周辺機器等の操作に関しては対応いたしかねますのでご了承ください。 

 

・審査結果は登録したメールアドレスに送信します。必ずご自身で確認ができる個人のアドレスを

ご準備ください。（メールアドレスの重複登録はできません） 

 

・認定証は、後日勤務先へ発送いたします。 

 

・申請内容に不備があった場合は、審査が長引くため認定までに時間を要する場合があります。 

不備がないようにご確認のうえ申請してください。 

 

・申請時期によっては大変込み合うことが予想されます。審査結果をお知らせするまでにお待たせ

する場合がございますのでご了承ください。 
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２．事前準備 
 

（１） 認定要件をすべて満たしていることを『認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領』にて

確認する 

『認定実務実習指導薬剤師制度実施要領』は当協議会 HP にございます。 

 

（２） 認定申請審査料を入金する 
 
 

【認定申請審査料振込先】 

 

三菱 UFJ 銀行 青山支店 

普通 0527422 

一般社団法人薬学教育協議会 認定事業 

認定申請審査料：5,500 円 

 

 

【振込人名】 

新規認定申請 ⇒ S+申請者名 
 

更新認定申請 ⇒ 認定番号の下 5 桁＋申請者名 

例）ヤクガクキョウコさんの場合 

新規認定申請：S ヤクガクキョウコ 

更新認定申請：12345 ヤクガクキョウコ 

（認定番号：12012345） 

 

・振込明細書は Web での認定申請手続きに必要です。紛失しないようにご注意ください。 

・振込人名が法人名や施設名など「申請者名」以外や複数名まとめて手続きの場合、入金確認が

できず認定不可になることがありますのでご注意ください。 

 

（３） 申請に必要な証書類を準備する 
（１）  

新規認定申請および更新認定申請手続きにおいて必要な以下証書類は、Web 申請システム

にて全て画像データをアップロードしてご提出いただきます。 

事前に画像データ化し（対応形式：PDF、jpeg、jpg、png）、準備することをお勧めいたし

ます。なお、薬剤師名簿登録番号と氏名の記載がない講習会の受講証は無効とみなします。 

記載がない場合は、必ずご記入ください。 

 

◆ 新規認定申請の場合 ◆ ※種類ごとにデータ化してください。 

①薬剤師免許証 

②講習会の受講証（有効期限内のもの）講座①～③ 

③ワークショップの修了証（有効期限内のもの） 

④勤務証明書（申請から遡って 1 か月以内のもの） 

⑤振込明細（申請から遡って 3 か月以内に振り込まれたもの） 

 

◆ 更新認定申請の場合 ◆ ※種類ごとにデータ化してください。 

①薬剤師免許証 

②更新講習会の受講証、または実施要領に定めるアドバンストワークショップの修了証、 

 もしくは（公財）日本薬剤師研修センターが実施する e ラーニング（更新講習のための

講座 4）の受講証もしくは単位証明書（いずれも有効期限内のもの） 

③勤務証明書（申請から遡って 1 か月以内のもの） 

④振込明細（申請から遡って 3 か月以内に振り込まれたもの）  
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３．新規認定申請手続き 
 

新規認定申請は以下の手順で行ってください。 

 

（１） 実務実習指導薬剤師認定申請システムへアクセス 

（２） 新規認定申請のためにユーザー登録（仮登録） 

（３） 登録したメールアドレス宛に送信された新規受付メール内の

URL をクリックし、ログイン 

（４） 認定要件情報の登録（認定要件情報、各種証書類の登録） 

（５） 認定申請を行う 

 

※画面はイメージです。デザインやレイアウトは変更する場合がありますのでご了承ください。 

（１） 実務実習指導薬剤師認定申請システムへアクセス 

 薬学教育協議会（ https://yaku-kyou.org/ ） → 認定実務実習指導薬剤師 申請システム 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  新規認定申請のためのユーザー登録（仮登録） 
 

①トップページ画面左側にある『新規認定審査申請』ボタンをクリック 
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② ≪新規認定申請前チェックリスト≫をよく読み、該当項目に✓を入れ新規登録ボタンをクリック 

 

③ プロフィール情報を入力 

・一定時間を過ぎると、エラーになりますのでご注意ください。 

・必須項目は必ず入力してください。 

・主なご連絡はメールで行います。メールアドレスは本人が確認する個人のアドレスを

ご登録ください。なお、メールアドレスの複数登録、重複登録はできません。 

・以下項目は一度登録すると変更できませんので、ご注意ください。 

  生年月日／性別／最終学歴（大学名、卒業年制、卒業年月）／薬剤師名簿登録番号 

  薬剤師名簿登録年月日／薬剤師免許証 

・薬剤師名簿登録番号は数字のみを入力してください。 例）外 00000 → 00000 

・電話番号にはハイフンも入力してください。 例）03-1234-5678 

・薬剤師免許証は画像データ化（対応形式：PDF、jpeg、jpg、png）にてアップロードしてく

ださい。裏面がある場合は、両面を 1 つのファイルにしてください。 

・ログイン ID、パスワードは今後このシステムを利用する際に必要になります。 

 ご自身で管理してください。 
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④ 確認画面で確認し、仮登録 

  登録したメールアドレス宛にメールが自動送信されますので、必ずご確認ください。 

 

（３） 登録したメールアドレス宛に送信された新規受付メール内のURLをクリックし、ログイン 
 

① 登録したメールアドレスに記載されている URL をクリック 

・URL は登録受付から 24 時間有効です。24 時間を過ぎますと URL が無効となりますので、 

24 時間以内にアクセスしてください。24 時間を過ぎた場合は、お手数ですが最初からお手

続きください。 

 

② ログイン画面に戻り、登録した ID とパスワードでログイン 

・ログインする際には『更新申請の方／本システムに登録済みの方』をクリックしログインし

てください 

 

（４） 認定要件情報の登録（認定要件情報、各種証書類の登録） ※画面左側のメニュー 
 

 

① 職歴を入力 

・『職歴を追加』ボタンをクリックし最終学歴から現在までの職歴を入力してください。 

薬剤師実務から 1 か月以上離職した場合はその理由と期間を入力してください。 

・勤務証明書の画像データをアップロードしてください。（認定番号は記載不要） 

 

② 研修情報を入力 

・受講した講習会、ワークショップの情報と受講証および修了証の画像データを 

登録してください。 

 

 

（５） 認定申請を行う ※画面左側のメニュー 
 

① 認定申請をクリック 

・クリックする前に必ず『職歴』と『研修情報』が入力されていることを確認して 

ください。 

 

② 認定開始ボタンをクリック 

  

① ② 
登録したメールアドレス 

メール記載の 

URL クリック後 

認定要件に入力漏れがある場合

は、認定申請ボタンのクリックが

できませんのでご注意ください。 
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③ 表示された≪新規認定審査申請前チェックリスト≫を確認し、該当する項目にチェックを入れる 

 

注）新規認定前申請チェックリストは、 

新しいタブで表示されます。 

申請画面に戻る際にはタブを閉じて 

ください。 

 

 

 

④ 認定申請画面に戻り、改めて認定申請ボタンをクリック 

 

⑤ 『認定申請（支払方法の選択と申請）』画面にて認定申請審査料の振込日を入力し、画像データ

化した振込明細をアップロード 

以下項目が記載されているものをご提出ください。 

振込日 ／ 振込人名 ／ 振込金額 ／ 振込口座 

 

⑥ 認定申請ボタンをクリック 

 

 

⑦ 申請受付完了 

 

 

 

 

 

 

・申請の受付完了画面が表示されましたら、手続きが完了しています。 

・申請の受付完了のメールは送信されません。 

・審査結果につきましてはご登録のメールへご連絡いたしますのでお待ちください。 

・申請内容に不明点等がある場合は、メールでご連絡いたします。 

・申請内容に不備等がある場合は審査に時間がかかります。 

⑤ 

⑥ 
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４．更新認定申請手続き 
 

更新認定申請は以下の手順で行ってください。 

 

（１）実務実習指導薬剤師認定申請システムへアクセス 

（２）トップ画面よりログイン 

（３）すでに登録されている情報を確認し、修正・更新 

   ※自動送信メールに記載の URL を必ずクリックしてください。 

（４）認定要件情報の登録（認定要件情報、各種証書類の登録） 

（５）認定申請を行う（振込明細のアップロード） 

※登録に不足がある場合は、認定申請ボタンがクリックできません。 

 

※画面はイメージです。デザインやレイアウトは変更する場合がありますのでご了承ください。 

（１） 実務実習指導薬剤師認定申請システムへアクセス 

 

 薬学教育協議会（ https://yaku-kyou.org/ ） → 認定実務実習指導薬剤師 申請システム 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） トップ画面よりログイン 
 

トップページ画面中央にある『更新申請の方／本システムに登録済みの方』ボタンをクリックする 

 

【初期ログイン ID／パスワード】 

 ログイン ID＝認定実務実習指導薬剤師 認定番号 

 パスワード＝薬剤師名簿登録番号(数字のみ)＋生年月日 yymmdd 
  

例）認定番号：99123456（8 桁） ※7 桁場合は頭に 0 を付ける 

薬剤師名簿登録番号：999999 

生年月日：1990 年 1 月 15 日の場合 

      

ログイン ID：99123456 ／ パスワード：999999900115 

※ログイン ID とパスワードはログイン後に変更可能です。  
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（３） プロフィール情報を確認 
 

管理されている内容が表示されますので、全項目を確認してください。登録内容に変更がある場合は

修正し、登録されていない必須項目は必ず入力して画面最下部の『プロフィールを更新する』をクリ

ックし、自動送信メールに記載されている URL にアクセスして登録完了です。 
 

・一定時間を過ぎると、エラーになりますのでご注意ください。 

・氏名は文字数により、姓にフルネームが登録されている場合があります。 

その際は姓と名に分けてください。 

・Web で表示されない漢字が氏名に含まれる場合は、「□Web で文字化けする漢字が含まれ

る」必ずチェックしてください。 

・以下項目は一度登録すると変更できませんので、よく確認のうえご登録ください。 

  生年月日／性別／最終学歴（大学名、卒業年制、卒業年月）／薬剤師名簿登録番号 

  薬剤師名簿登録年月日／薬剤師免許証 

・薬剤師名簿登録番号は数字のみを入力してください。 例）外 00000 → 00000 

・薬剤師免許証は画像データ化（対応形式：PDF、jpeg、jpg、png）しアップロードしてく

ださい。裏面がある場合は、両面を 1 つのファイルにしてください。 

・メールアドレスは必ず入力してください。 

・主なご連絡はメールで行います。メールアドレスは本人が確認する個人のアドレス

をご登録ください。なお、メールアドレスの複数登録、重複登録はできません。 

・ログイン ID、パスワードは今後このシステムを利用する際に必要になります。 

 ご自身で管理してください。 

・電話番号にはハイフンも入力してください。 例）03-1234-5678 

  



9 

 

（４） 認定要件情報の登録（認定要件情報、各種証書類の登録） ※画面左側のメニュー 
 

① 職歴を入力 

・『職歴を追加』ボタンをクリックし最終学歴から現在までの職歴を入力してください。 

薬剤師実務から 1 か月以上離職した場合はその理由と期間を入力してください。 

・勤務証明書の画像データをアップロードしてください。 

 

② 研修情報を入力 

・受講した更新講習（e ラーニング含む）もしくはアドバンストワークショップの情報と 

受講証および修了証の画像データをアップロードしてください。 

 

③ 指導歴入力 

・認定期間内の指導実績を入力してください。 

・認定期間内に指導実績がない場合は分かりやすくその理由を記入してください。 

 記載された理由を基に個別審査します。 

 

（５） 認定申請を行う ※画面左側のメニュー 
 

① 認定申請をクリック 

・クリックする前に『職歴』、『研修情報』、『指導歴』が入力されていることを必ず確認  

してください。 

 

②  認定開始ボタンをクリック 

 

③ 表示された≪更新認定審査申請前チェックリスト≫を確認し、該当する項目にチェックを入れる 

 

・更新認定審査申請前チェックリストは、

新しいタブで表示されます。申請画面に

戻る際にはタブを閉じてください。 

 

 

 

③  認定申請画面に戻り、改めて認定申請ボタンをクリック 

  

認定要件に入力漏れがある場合

は、認定申請ボタンのクリックが

できませんのでご注意ください。 
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⑤ 『認定申請（支払方法の選択と申請』画面にて認定申請審査料の振込日を入力し、画像データ化

した振込明細をアップロード 

以下項目が記載されているものをご提出ください。 

振込日 ／ 振込人名 ／ 振込金額 ／ 振込口座 

 

⑥ 認定申請ボタンをクリック 

 

 

⑦ 申請受付完了 

 

 

 

 

 

 

・申請の受付完了画面が表示されましたら、手続きが完了しています。 

・申請の受付完了のメールは送信されません。 

・審査結果につきましてはご登録のメールへご連絡いたしますのでお待ちください。 

・申請内容に不明点等がある場合は、メールでご連絡いたします。 

 ・申請内容に不備等がある場合は審査に時間がかかります。 

 

⑤ 

⑥ 


