■認証機構により認証された認定制度リスト■
○ 現在下記の31団体の生涯研修認定制度が認証を受けており、全て同列の認定として扱わ
れます（E01は別制度）。
○ 認証された制度相互間では、研修単位は原則として共通に有効（互換性）です。
○ どのプロバイダーにも認定証の申請ができますが、プロバイダー自身の単位を一定以上
取得することが必要となる場合があります。 各プロバイダーの単位等の受け入れ条件
はこちら。
○ 今のところ受講シールがそれぞれ異なりますが、研修会ごとに識別のための番号が付い
ていますから、それを研修手帖などに記録してください。
○ P01~P06も同列の生涯研修認定制度ですが、特定領域を研修対象としています。

認証申請者：公益財団法人日本薬剤師研修センター
申請認定制度名：研修認定薬剤師制度
認証番号：G01
認証期日：平成 17 年 6 月 20 日
種
別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.jpec.or.jp/nintei/kenshunintei/index.html
事業責任者：公益財団法人日本薬剤師研修センター 理事長 豊島 聰
連絡責任者：
同上
専務理事 浦山 隆雄
〒107－0052 東京都港区赤坂 1 丁目 9 番 13 号 三会堂ビル 5Ｆ
TEL：03-3568-8201 FAX：03-3568-0821
認証申請者：東北大学大学院薬学研究科
申請認定制度名：COE/MCS 認定制度
認証番号：E01
認証期日：平成 17 年 12 月 12 日
種 別：その他の薬剤師認定制度
ＵＲＬ：http://www.pharm.tohoku.ac.jp/education/mcs.shtml
事業責任者：東北大学薬学研究科生活習慣病治療薬学分野 教授 平澤 典保
〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6－3
TEL 022-795-5915 FAX 022-795-6857

認証申請者：東邦大学薬学部
申請認定制度名：生涯学習認定制度
認証番号：G02
認証期日：平成 18 年 3 月 13 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://cptc.phar.toho-u.ac.jp/
事業責任者：東邦大学薬学部長 田中 芳夫
連絡責任者：
同
教授 吉尾 隆
〒274-8510 船橋市三山２－２－１
Tel：047-472-1937
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認証申請者：一般社団法人薬剤師あゆみの会
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G03
認証期日：平成 18 年 6 月 18 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.ph-ayumi.org
事業責任者：薬剤師あゆみの会 理事長 狭間 研至
連絡責任者：
同上
事務局長 鈴木 朝三
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-3-1 大阪駅前第一ビル 4 階 1-109 号
Tel：06-6136-5340
認証申請者：慶應義塾大学薬学部
申請認定制度名：認定薬剤師研修制度
認証番号：G04
認証期日：平成 18 年 8 月 25 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://cpec.pha.keio.ac.jp/
事業責任者：慶應義塾大学薬学部 薬学部長 三澤 日出巳
連絡責任者：
同上 認定薬剤師研修制度委員会 委員長 三澤 日出巳
生涯学習委員会 委員長 山浦 克典
〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30
Tel：03-5400-2648
認証申請者：一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構
申請認定制度名：認定薬剤師研修制度
認証番号：G05
認証期日：平成 19 年 2 月 15 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.hapycom.or.jp/
事業責任者：一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構 代表理事 澤 宏紀
連絡責任者：
同上
事務局長 鈴木 裕章
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-5-1
Tel：043-212-6718
認証申請者：明治薬科大学
申請認定制度名：認定薬剤師研修制度
認証番号：G06
認証期日：平成 19 年 3 月 14 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.my-pharm.ac.jp/nintei/index.html
事業責任者：明治薬科大学 学長 越前 宏俊
連絡責任者： 同上
准教授 研修企画実行委員長 菅野 敦之
〒204-8588 東京都清瀬市野塩 2-522-1
Tel：042-495-8947
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認証申請者：NPO 法人医薬品ライフタイムマネジメントセンター
申請認定制度名：医薬品ライフタイムマネジメント(DLM)認定薬剤師研修制度
認証番号：Ｐ01
認証期日：平成 19 年 3 月 14 日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ：http://www.dlmc.jp/
事業責任者：NPO 法人医薬品ライフタイムマネジメントセンター センター長 澤田 康文
連絡責任者：
同上
理事
三木 晶子
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学大学院 薬学系研究科 育薬学講座
TEL:03-5841-2271
FAX:03-5841-1097
認証申請者：神戸薬科大学
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G07
認証期日：平成 19 年 6 月 20 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.kobepharma-u.ac.jp/extension
事業責任者：神戸薬科大学 学長 宮田 興子
連絡責任者： 同上 生涯研修事業委員会・委員長 小山 豊
〒658-8558 神戸市東灘区本山北町 4-19-1
E-mail: extc@kobepharma-u.ac.jp Tel:(078)441-7627 Fax:(078)441-7629
認証申請者：公益社団法人石川県薬剤師会
申請認定制度名：認定薬剤師研修制度
認証番号：G08
認証期日：平成 20 年 6 月 18 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.center-kenyaku.jp/
事業責任者：公益社団法人石川県薬剤師会 会長 中森 慶滋
連絡責任者：
同上 副会長 吉藤 茂行
〒920-0032 金沢市広岡町イ 25-10
Tel：076-231-6634
認証申請者：新潟薬科大学
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G09
認証期日：平成 20 年 9 月 1 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.nupals.ac.jp/koudo/
事業責任者：新潟薬科大学 学長 寺田 弘
連絡責任者：同上 高度薬剤師教育研究センター 事務長 茂木 弘邦
〒956-8603 新潟市秋葉区東島字山居 265 番地 1
Tel：0250-25-5400
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認証申請者：北海道科学大学
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G10
認証期日：平成 20 年 10 月 20 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：https://www.hus.ac.jp/
事業責任者：北海道科学大学 学長 渡辺 泰裕
連絡責任者 薬剤師生涯学習センター長 教授 今田 愛也
〒006-8590 札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1
Tel：011-676-8689 FAX：011-688-2392
認証申請者：星薬科大学
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G11
認証期日：平成 21 年 6 月 29 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.hoshi.ac.jp/home/nintei/index.html
事業責任者：星薬科大学 学長 中西 友子
連絡責任者： 同上 准教授 薬剤師生涯学習支援室長 湯本 哲郎
〒142-8501 品川区荏原２丁目４番４１号
Tel：03-5498-5863
認証申請者：一般社団法人昭薬同窓会・平成塾
申請認定制度名：生涯学習認定制度
認証番号：G12
認証期日：平成22年5月26日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.shoyaku.net/
事業責任者：一般社団法人 昭薬同窓会・平成塾 会長・塾長 逸見 仁道
連絡責任者：
同上
事務局長 村上 純子
〒194-0042 町田市東玉川学園 3-3138 昭薬会館内
Tel：042-722-5750
認証申請者：一般社団法人薬学ゼミナール 生涯学習センター
申請認定制度名：生涯学習認定制度
認証番号：G13
認証期日：平成22年12月17日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.yakuzemi-shougai.jp/
事業責任者：一般社団法 薬学ゼミナール生涯学習センター
センター長 木暮 喜久子
連絡責任者：
同上
事務局 関根 弘子
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-12-15 日本薬学会 長井記念館 8 階
Tel：03-6452-6456
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認証申請者：一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会
申請認定制度名：プライマリ・ケア認定薬剤師制度
認証番号：P02
認証期日：平成23年2月21日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ：http://www.primary-care.or.jp/
事業責任者：一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 理事長 草場 鉄周
連絡責任者：
同上
理事 坂口 眞弓
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング6階
Mail:office@primary-care.or.jp Tel:03-6368-5909

認証申請者：北海道医療大学
申請認定制度名：北海道医療大学認定薬剤師研修制度
認証番号：G14
認証期日：平成23年3月25日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~p-support/index.html
事業責任者：北海道医療大学薬学部 学部長 教授 小林 道也
連絡責任者：
同上
准教授 浜上 尚也
〒061-0293 北海道石狩郡当別町字金沢1757
Tel：0133-23-1211 (代表) Fax：0133-23-1669 (代表)

認証申請者：埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G15
認証期日：平成23年6月3日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.saibyoyaku.or.jp/kensyu
事業責任者：埼玉県病院薬剤師会生涯研修センター センター長 大塚
潔
連絡責任者：
同上
事務局 中村 房子
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル401
TEL：048-829-7698 FAX：048-829-7952

認証申請者：一般社団法人日本女性薬剤師会
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G16
認証期日：平成24年12月14日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.jyoyaku.org/nintei_top.html
事業責任者：一般社団法人日本女性薬剤師会 代表理事 近藤 芳子
連絡責任者：
同上
薬剤師生涯学習支援室長 市場 みすヾ
〒130－0012 東京都墨田区太平３－１－１ 坂部ビル２階
TEL：03-3621-0489
FAX：03-3621-0521
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認証申請者：日本大学薬学部
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G17
認証期日：平成25年3月15日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.pha.nihon-u.ac.jp/longlife-learning.html/
事業責任者：日本大学薬学部 学部長 本橋 重康
連絡責任者：
同上
教授
林 宏行
〒274-8555 千葉県船橋市習志野台７－７－１
TEL：047-465-3895
FAX：047-465-2384

認証申請者：一般社団法人日本在宅薬学会
申請認定制度名：在宅療養支援認定薬剤師制度
認証番号：P03
認証期日：平成26年6月20日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ：http://www.jahcp.org/index.html
事業責任者：一般社団法人日本在宅薬学会 理事長 狭間 研至
連絡責任者：
同上
事務局 下別府 美穂
〒530－0041 大阪府大阪市北区天神橋1－9－5 山西屋・西孫ビル３F
TEL：06-4801-9566
FAX：06-4801-9556

認証申請者：一般社団法人日本病院薬剤師会
申請認定制度名：日病薬病院薬学認定薬剤師制度
認証番号：P04
認証期日：平成26年9月19日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ：http://www.jshp.or.jp/
事業責任者：一般社団法人日本病院薬剤師会 会長 木平 健治
連絡責任者：
同上
生涯研修委員会委員長 山口 浩明
〒150－0002 東京都渋谷区渋谷2－12－15 日本薬学会長井記念館８F
TEL：03-3406-0485
FAX：03-3797-5303

認証申請者：一般社団法人薬局共創未来人財育成機構薬剤師生涯研修センター
申請認定制度名：研修認定薬剤師制度
認証番号：G18
認証期日：平成28年12月16日
種別：生涯研修認定制度
URL：http://pfpd.or.jp
事業責任者：一般社団法人薬局共創未来人財育成機構薬剤師生涯研修センター
センター長 篠原悦子
連絡責任者：
同上
〒100-6612 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
グラントウキョウサウスタワー12F
TEL：03-6838-2837FAX：03-3216-0155
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認証申請者：昭和大学薬学部
申請認定制度名：生涯研修認定制度
認証番号：G19
認証期日：平成 28 年 6 月 3 日
種別：生涯研修認定制度
URL： https://www.showa-u.ac.jp/education/cptc_pharm/index.html
事業責任者：昭和大学薬学部
学部長 中村 明弘
連絡責任者 同上 薬学教育学講座 准教授 田中 佐知子
〒142-8555 東京都品川区旗の台 1 丁目 5 番 8 号
TEL：03-3784-8022 FAX：03-3784-8021

認証申請者：一般社団法人ソーシャルユニバーシティ 薬剤師生涯学習センター
申請認定制度名：薬剤師生涯研修認定制度
認証番号：G20
認証期日：平成 28 年 12 月 16 日
種別：生涯研修認定制度
URL： http://iphlc.jp/
事業責任者：薬剤師生涯学習センター センター長 土橋 朗
連絡責任者：
同上
事務局
谷口 美奈
〒107-0052 東京都港区赤坂 8-5-26 住友不動産青山ビル西館４階
TEL：03-5413-8922 FAX：03-5413-8923

認証申請者：公益社団法人神奈川県薬剤師会
申請認定制度名：生涯学習認定制度
認証番号：G21
認証期日：平成 29 年 3 月 10 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.kpa.or.jp/
事業責任者：公益社団法人神奈川県薬剤師会 会長 鵜飼 典男
連絡責任者：
同上
副会長 小川 護
〒235-0007 神奈川県横浜市磯子区西町 14 番 11 号
e-mail:kpa@mail.kpa.or.jp
TEL:045-761-3241 FAX:045-751-4460

認証申請者：近畿国立病院薬剤師会
申請認定制度名：近畿国立病院認定薬剤師研修制度
認証番号：G22
認証期日：平成 29 年 6 月 2 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.kinki-snhp.jp/
事業責任者：近畿国立病院生涯教育センター 理事長 本田 芳久
連絡責任者：近畿国立病院生涯教育センター副理事長兼事務局長 関本 裕美
〒610-0395 京都府京田辺市興戸
同志社女子大学薬学部医療薬学科 臨床薬学教育研究センター
e-mail: klec_jim@kinki-snhp.jp
TEL：0774-65-8768
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認証申請者：一般社団法人上田薬剤師会
申請認定制度名：認定薬剤師研修制度
認証番号：G23
認証期日：平成 29 年 6 月 2 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ：http://www.uedayaku.org/about
事業責任者：一般社団法人上田薬剤師会 会長 飯島 康典
連絡責任者：
同上
常務理事 山浦 知之
〒386-0016 長野県上田市国分 994-1
一般社団法人上田薬剤師会
e-mail:honkai@uedayaku.org TEL:0268-22-6130 FAX:0268-22-6809

認証申請者：神戸薬科大学
申請認定制度名：健康食品領域研修認定薬剤師制度
認証番号：P05
認証期日：平成29年12月15日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ：http://www.kobepharma-u.ac.jp/extension
事業責任者：神戸薬科大学 学長 宮田 興子
連絡責任者： 同大学 健康食品領域研修事業委員会・委員長 岩川 精吾
〒658-8558 神戸市東灘区本山北町4-19 -1
e-mail:extc@kobepharma-u.ac.jp TEL:(078)441-7627 FAX:(078)441-7629
認証申請者：学校法人京都薬科大学
申請認定制度名：生涯研修認定薬剤師制度
認証番号：G24
認証期日：平成 30 年 2 月 2 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ： https://skc.kyoto-phu.ac.jp/
事業責任者：京都薬科大学
学長 後藤 直正
連絡責任者： 同上 教授・生涯教育センター長 楠本 正明
〒607-8414 京都府京都市山科区御陵中内町 5
email:s-center@mb.kyoto.phu.ac.jp TEL: 075-595-4677 FAX: 075-595-4683

認証申請者：公益社団法人日本薬剤師会
申請認定制度名：JPALS 認定薬剤師制度
認証番号：G25
認証期日：平成 30 年 2 月 2 日
種 別：生涯研修認定制度
ＵＲＬ： https://www.jpals.jp/
事業責任者：日本薬剤師会 会長
山本 信夫
連絡責任者： 同上
常務理事 宮﨑 長一郎
〒160-8389 東京都新宿区四谷 3-3-1 四谷安田ビル 7 階
TEL:03-3353-1170 FAX:03-3353-6270
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認証申請者： 一般社団法人日本くすりと糖尿病学会
申請認定制度名：糖尿病薬物療法認定薬剤師認定制度
認証番号：P06
認証期日：令和元年10月8日
種 別：特定領域認定制度
ＵＲＬ： https://jpds.or.jp/
事業責任者：日本くすりと糖尿病学会
理事長 厚田 幸一郎
連絡責任者：
同
認定委員会委員長 濱口 良彦
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-1-7
関西電力病院 薬剤部
TEL:06-6458-5821 FAX：06-7501-1401
email:hamaguchi.yoshihiko@b4.kepco.co.jp
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