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【日本薬剤師研修センター】 

薬剤師研修・認定電子システム（PECS）への薬剤師登録の開始について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、日本薬剤師研修センターより、薬剤師研修・認定電子システム（PECS）への

薬剤師の登録が３月15日（月）午後２時より開始された旨、別添のとおり連絡があり

ましたのでお知らせいたします（別添１）。具体的な登録方法については、同センター

HPに掲載されております。 

この度の同センターからの諸連絡事項は、会員の研修認定継続に関わる重要な内容

であることから、会員への周知をお願い申し上げます。 

なお、PECSの運用開始にあたっては、本会より同センター宛に提案および要望を提

出しておりますのでご了知ください（別添２）。 

 

 

【参考】 日本薬剤師研修センターホームページ 

・認定手続き等の電子化（お知らせ）に関するお知らせ掲載 

http://www.jpec.or.jp/faq/about/ninteitetudukidenshika.html 

 



写 日薬研発第2 1 5号

令和３年３月15日

公益社団法人日本薬剤師会会長様

公益財団法人日本薬剤師研修センター

理事長 豊 島 聰

薬剤師研修・認定電子システム（PECS）への薬剤師の登録開始について

かねてより開発を行っております薬剤師研修・認定電子システム（PECS）

については、下記により薬剤師の登録を開始いたしますので、お知らせしま

す。

薬剤師のPECSへの登録は、今後の研修受講、認定申請等に必須ですので、

会員各位への周知方よろしくお願い申しあげます。

なお、PECSの開発は順次行っており、現時点では薬剤師の登録のみとなり

ます。今後の状況は本財団ホームページの「認定手続き等の電子化（お知ら

せ）」欄に随時掲載します。

記

１．開始日時

令和３年３月15日（月）午後２時

２．登録方法

本財団ホームページをご覧ください。

登録方法は次のURL（「認定手続き等の電子化（お知らせ）」）に「2-2 薬剤

師のPECS登録（令和３年３月版）」として掲載しています。

www.jpec.or.jp/faq/about/ninteitetudukidenshika.html

arai

別添１



薬剤師のPECS登録
ー登録についてー

ー登録の方法ー

公益財団法人日本薬剤師研修センター

（2021（令和３）年３月版）

※PECSの概要については、本財団ホームページにてご確認ください。：薬剤師研修・認定電子システム
(PECS) について（概要その１)（令和３年１月28日）



薬剤師のPECS登録について（１）

現時点では、薬剤師の登録のみです。

１．QRコードの取り出しなどの他の機能が使用できる

ようになるのは、後日になります（その際にはメール

によりお知らせします）。

２．個人の認定状況が取り込まれるのは、現在のところ、

PECS登録から２～３か月後の予定です。



薬剤師のPECS登録について（２）

・本稼働後の研修会等の受講前に必須
→PECS登録しなければ、研修受講単位
の交付を受けられない

・必要な個人情報を登録
・登録が完了すると、ユーザIDが交付さ
れる（個人で厳重に管理）



薬剤師のPECS登録について（３）

・日本薬剤師研修センターの研修受講単位が付与
される研修の受講、認定薬剤師の認定申請等のた
めには、薬剤師個々人がPECSに登録する必要が
あります。
・本稼働後は、QRコード読取装置での読込みな
どの方法で個人の研修履歴がシステム内に保存さ
れ、自分自身で確認することが可能となります。
・登録は、研修会の受講時ではなく、できるだけ
2021（令和３）年７月末までにお願いします。



薬剤師のPECS登録について（４）

・登録はPECSの本稼働に先行して、2021
（令和３）年３月15日14時から開始します。

・登録に際しては、登録番号と登録年月日が
必要なため、薬剤師免許証を手元に用意して
ください。

・パソコンだけでなく、スマートフォンから
も登録可能です。
※薬剤師免許登録番号は、PECSに保存される研修履歴や認定情報のキーコードとなりますので、正確な入力が必要です。



PECS登録の方法
１．日本薬剤師研修センターのホームページを開きます。



PECS登録の方法
２．右上の「 薬剤師研修支援システム」をクリックします。



PECS登録の方法
３．「薬剤師のPECS登録はこちらからです」の 薬剤師用入口 をクリック

します。

ここに、この
説明書きを掲
載しています。



PECS登録の方法
４．新たな登録なので「新規登録の方はこちら」をクリックします。



PECS登録の方法
５．登録のためのURLを受け取る自分のメールアドレスを入力し、送信するを
クリックします。



PECS登録の方法
注意：メールアドレスの共用・共有はできません。

本人固有のメールアドレスを入力してください。

すでにPECSに登録されているメールアドレスを使用するとこのような表示が出ます。

abcdefg@jpec.or.jp



PECS登録の方法
６．手続きのためのURLが、前画面で入力したメールアドレス宛に送信されます。



PECS登録の方法
７．登録手続きのためのURLが、前画面で入力したメールアドレス宛に送信されますので、
クリックしてください。登録手続きは、このメールが到着後２４時間以内に行う必要があ
ります。

pecs-admin@jpec.or.jp

以下のURLをクリックし､情報を登録してください。

このURLの有効期間は､このメールの送信日時から２４時間です。

これを過ぎた場合は、再度、「新規登録の方はこちら」より登録申込を行ってください。

------------

URL：https://pecs.jpec.or.jp/abcdef/ghijkl/mnopq=12345abcde

------------



PECS登録の方法
８．URLをクリックすると、まず、利用規約が表示されます。良く読んでください。



PECS登録の方法
９．熟読後、同意する場合は「同意する」をクリックしてください。

同意しなければ、登録はできません。

利用規約（中略）



PECS登録の方法
10．個人情報登録画面が出ますので、 枠内に必要な事項を入力してください。

その際、橙色文字の注意書きにしたがってください。

abcdefg@jpec.or.jp



PECS登録の方法
注意：ユーザIDは登録完了後にお知らせします（指定できません）。

abcdefg@jpec.or.jp



PECS登録の方法
注意：入力項目は次のとおりです。

パスワード

確認用パスワード

氏名（漢字とカタカナ）

自宅電話番号又は携帯電話番号

自宅住所（郵便番号、都道府県名、住所）

生年月日

薬剤師名簿登録番号

薬剤師名簿登録年月日



PECS登録の方法
11．住所は、必ず自宅住所を記載してください。認定証などは、この住所ではなく、申請時に送
付先として入力した住所に送られます。住所の数字は全角でも半角でも入力できます。

登録画面続き



PECS登録の方法
12．生年月日、薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年月日は、いったん登録すると
修正できません。登録番号と登録年月日は、必ず薬剤師免許証で確認して入力してくだ
さい。



PECS登録の方法

注意：薬剤師名簿登録番号、薬剤師名簿登録年月日
は、必ず薬剤師免許証で確認する。



PECS登録の方法
13．すべての項目を入力後、「次へ」をクリックします。



PECS登録の方法
14．確認画面が出ますので、入力事項に誤りがないかを確認し
てください。

15．入力事項が不足しているなどの場合は、赤文字で表示され
ますので、それにしたがって、入力してください。

（左の例は、薬剤師名簿登録番号と

登録年月日を入力しなかった場合）



PECS登録の方法
16．確認が終了しましたら、最下段の をクリッ
クしてください。

登録できましたら、登録完了の画面となります。



PECS登録の方法
17．ユーザIDがメールで送信されます。

ユーザIDは、紛失するとPECSが利用できなくなりま
すので、直ちに印刷してなくさないように保管してく
ださい。本稼働後は、このユーザIDとパスワードを用
いてPECSにアクセスすることになります。

ABCD001E

abcdefg@jpec.or.jp

登録の方法の説明
は以上です。



薬剤師のPECS登録について（５）
登録が終了しましたら、「薬剤師支援システム」→「薬剤師用入口」をクリック
すると、ユーザID・パスワード入力画面になります。ここにユーザIDとパスワード
を入力してログインボタンを押すと、薬剤師メニュー画面になります。



薬剤師のPECS登録について（６）
注意： 薬剤師メニュー

現時点では、薬剤師の登録のみです。

１．「QRコード表示」などの他の機能

が使用できるようになるのは、後日

になります（その際にはメールによ

りお知らせします）。

２．個人の認定状況が取り込まれるの

は、現在のところ、PECS登録から

２～３か月後の予定です。

（薬剤師メニューの「個人情報変更」を

クリックすると入力した情報を見られま

す。）



薬剤師のPECS登録について（７）

ご質問は pecs-info@jpec.or.jp へ

メールでお願いします。

電話でのご質問はご遠慮ください（回

答できません）。



 

日薬業発第５１９号 

令和３年３月８日 

 

日本薬剤師研修センター 

代表理事 豊島 聰 様 

 

日本薬剤師会 

会 長 山本 信夫 

 

「薬剤師研修・認定電子システム」の運用開始に係る 
日本薬剤師会からの提案および要望について 

 
平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、日本薬剤師研修センターで令和３年９月を目途に構築を進めておられま

す「薬剤師研修・認定電子システム（PECS）」の運用開始を前に、以下のとおり、

本会より提案、要望いたします。 
 

記 
 
１．研修センター、日薬、都道府県研修協議会の三者の協力体制の継続に関する

提案 

都道府県研修協議会は、平成元年 6月の日本薬剤師研修センターの発足に合わ

せ、研修センターとの連携のもと、各都道府県における全薬剤師に対する研修に

関する連携及び推進を図ることを目的に設置されました。「薬剤師のための各種

研修会を企画・実施する協力機関の登録、指導助言又は支援」と研修センターの

事業目的にもあるように、数多くの研修を実施している都道府県及び地域薬剤師

会等との連携協力は不可欠ですが、長年、研修認定薬剤師制度の認定に関する業

務委託の関係性のみとなり、本来あるべき姿ではなくなってきたのが現状です。

PECS の稼働により、その委託業務さえもなくなると伺っておりますので、設立当

初の目的、理念のもと、研修センター、日薬、都道府県研修協議会の三者の協力

体制が継続されることを望みます。 

コロナ禍において定着してきたウェブ利用研修については、その利便性から、

今後も研修実施機関、研修者の双方の需要が継続してあると思われます。ウェブ

利用研修では、研修実施機関が各研修受講者のログを取り、開催後に PECS にア

ップロードする必要がありますので、ウェブ利用研修に不慣れな地域薬剤師会へ

の技術的な情報共有、問い合わせサポートを行うことを都道府県研修協議会の新

たな役割とすることで、三者の連携を継続することについて提案いたします。 

 また、都道府県研修協議会による研修会の実施や広報に対して、各都道府県の

認定者数に応じた協力金の支給などについてご考慮いただけますと、スムーズな

連携が期待できるのではないかと考えております。 

arai

別添２



 

２．PECS 稼働に向けての要望 

①３月 15日（月）から PECS への薬剤師の研修者個人の事前登録が始まることの

ご案内を、文書で都道府県研修協議会、本会へご送付いただきたくお願いいた

します。 

本件、２月 12 日に本会常務理事の髙松より浦山専務理事にメールを差し上げ

ましたが、ご回答をいただいておりません。３月４日の研修協議会連絡会にお

きましても、個人登録の開始の案内は研修センターHPで案内するとのご説明に

留めておられました。 

本会からも全国の会員に周知を図り、PECS の利用が円滑に進むよう登録を促し

たいと考えております。 

②PECS 上の登録内容の修正依頼には対応しないとのご説明がありましたが、事前

登録時に研修者個人が生年月日の入力間違いをしたり、薬剤師名簿登録番号欄

に薬剤師会の会員番号や他団体での登録 ID を入力したりと、少なからず間違

いは起きると想定されます。この種の修正希望への対応は、認定機関として行

うべき、運用上の最低限必要な業務であると考えますので、ご対応をお願いい

たします。 

③現地開催での研修者の受講の入出は、受付時と終了時の QR コードの読み取り

により PECS で受講管理（ログ管理）ができますが、ウェブ利用研修の場合は、

研修実施機関が配信ツール等の機能を使って各研修者の受講ログを取り、ログ

データを PECS にアップロードすることで、研修の実績を担保する運用となる

と伺っております。 

都道府県薬のウェブ利用研修では Zoom の利用が多いと思われますが、ログ管

理のできる Zoom 等のツールで配信した場合の【ログを取る方法から PECS への

アップロード方法まで】のマニュアルを PECS のシステム業者である大塚商会

が作成し、４月に予定されている第３回の研修協議会連絡会でご説明をいただ

くようお願いいたします。 

マニュアル作成については、本会へご要望をいただきましたが、PECS のシステ

ムや各種配信ツールについての理解、知識が浅いこと、研修センターへログを

提出する際の「所定の様式」の必要項目等も不明であることから、本会として

の作成は困難であると判断いたしました。 

④事前登録等の利用者向けマニュアル（画面フロー）を、PECS のシステム上に掲

載いただきますよう、お願いいたします。 

・薬剤師個人向け…各種登録、認定申請、システムの活用方法など。 

・研修実施機関向け…各種登録、開催申請、研修会開催後の受講ログのアップ

ロードの方法など。 

加えて、研修者個人、研修実施機関ともに、マニュアルの閲覧だけでは解決し

ない不明点が当然出てくると推測されますので、研修センターにコールセンタ

ーを設置いただき、PECS へのスムーズな移行ができるようご対応をお願いいた

します。 

以上 


