
薬剤師研修・認定電子シ
ステム（PECS)について
（その２）
ー薬剤師登録の方法ー
ー質問の回答ー

令和３年３月４日



今回の説明項目

１．研修の種類の修正

２．薬剤師のPECS登録の方法

３．令和２年12月24日開催の連絡会後の質問

への回答（一部）

４．今後の予定



１．研修の種類の修正



研修の種類の修正（１）
12月24日の説明

１．集合研修

２．学術集会

３．ウエブ利用研修（コンテンツ型）

４．ウエブ利用研修（即時配信型）

５．自己研修

６．学術集会等発表

７．学術雑誌論文掲載



研修の種類の修正（２）
修正後

１．集合研修

２．学術集会

３．e-ラーニング研修

４．ウエブ利用研修（集合研修即時配信）

５．ウエブ利用研修（学術集会）

６．自己研修

７．学術集会等発表

８．学術雑誌論文掲載



研修の種類の修正（３）
３．e-ラーニング研修

・コンテンツを作成→随時提供

４．ウエブ利用研修（集合研修即時配信）

・いわゆる座学による集合研修を即時配信

・録画したものは対象外

５．ウエブ利用研修（学術集会）

・学術集会の内容を即時配信

・一部は録画したものも可能とする（提供は一定期

間内で、開催申請を行い、承認された範囲内）



研修の種類の修正（４）

研修実施機関の種類は、５種類となる。

１．集合研修実施機関

２．学術集会実施機関

３．e-ラーニング研修実施機関

４．ウエブ利用研修（集合研修即時配信）実施機関

５．ウエブ利用研修（学術集会）実施機関



研修の受講管理方法
薬剤師 研修実施機関

１．集合研修 開始時・終了時にQR
コード（印刷して持
参）を読取り機にかざ
す

①読取り用ZIPファイルをダウン
ロード（準備）
②読取り終了後、データをPECSに
アップロード

２．学術集会

３．e-ラーニング研修 研修実施機関の定める
方法で、受講する

①受講開始・終了時を電子的に記録
（記録は一定期間保存）
（e-ラーニング研修は重複受講防止
措置等必要）
②記録に基づいて受講者名簿を作成
③PECSにアップロード

４．ウエブ利用研修
（集合研修即時配信）

研修実施機関の定める
方法で、受講する

５．ウエブ利用研修
（学術集会）

６．自己研修 定められた方法により、
PECSを用いて薬剤師個
人が研修センターに申
請する(１申請１単位）

７．学術集会等発表

８．学術雑誌論文掲載



実施機関登録に関して

実施機関登録については、次回の
連絡会で説明します。

（４月上中旬実施予定：変更にな
ることがあります）



２．薬剤師のPECS登録の方法



薬剤師のPECS登録について

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

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

必要最低限の個人情報を登録PECS登録

→ユーザID交付（個人で厳重に管理）



薬剤師のPECS登録（１）

・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。

・登録は、研修会の受講時ではなく、あらか
じめ行ってください。2021（令和３）年７月
末までに登録をお願いします。）



薬剤師のPECS登録（２）

・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。



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。

PECS（薬剤師研修･認定電子システム）



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



薬剤師のPECS登録（３）
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
を入力すれば、薬剤師メニュー画面になります。



薬剤師のPECS登録（４）
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（５）

このPECS登録の方法は、当財団ホー

ムページに掲載します。



３．令和２年12月24日開催の連絡会後
の質問への回答（一部）

（令和３年１月末までのもの）

全体をホームページに掲載します。



問 QRコードの交付の原則はどのようなものか。

PECS登録をした薬剤師に交付されるQRコードは、
その薬剤師に固有のものです。PECS登録によっていっ
たん交付されたQRコードは、薬剤師名簿登録番号と紐
付いているため、変更されることはありません。

薬剤師が研修会に出席するたびに、QRコードを会場
で呈示して読取らせることにより、それらの研修会へ
の受講・出席が電子的に記録・保存されていくことに
なります。



問 QRコードは紙面に印刷したもの以外では
使用できないのか。

スマートフォンなどに取り込んだものでも使用はできま
す。ただし、ディスプレイの破損等それら電子機器の不具
合によってQRコードが読取れなかったときは、本人の責
任であるため、単位は付与されません。

紙面の場合は、少なくともスマートフォンなどの機器の
不具合による読取り不能は生じないため、紙面印刷を推奨
しています。

なお、他人にQRコードを貸与することは禁止しており、
媒体が何であれ不正行為となります。



問 研修実施機関登録について、現在認可され
ている機関であっても、新規登録扱いになるの
か。更新申請扱いになるのか。登録審査料は徴
収されるのか。

すべて新規登録になります。登録審査料は必要です。



問 即時配信型のウエブ利用研修に、キーワード
は必要なのか。

ウエブ利用研修の場合は、研修実施機関が電子的に記録
できる機器等を用意し、そこに記録を残すことになります。
当財団への提出は、所定の様式をダウンロードし、記録を
入力した後にアップロードします。

時限的特例の方法とはそもそも異なります（キーワード
を用いる方法ではありません）。



問 QRコード読取装置に接続するためのパソ
コンについて。OSは。バージョンはどこまで、
OKか。

QRコード読取装置での読取りには、Windowsの動
作環境が必要です。

また、PECSを使用するには、パソコンの場合、
Microsoft Edge、Google Chromeの最新バージョンが
必要です。



問 QRコード読取装置は、各研修実施機
関にも貸与するのか。

QRコード読取装置は何台無償貸与され
るのか。また、それ以外の読取装置の使用
は可能か。

各研修実施機関に貸与する予定です。

無償貸与台数、貸与方法などについては現在検討中
です。なお、貸与した装置以外を使用した場合の責
任は使用者にあります。



問 都道府県薬剤師研修協議会は今後ど
のようになるのか。

①現在の委託契約は、PECS稼働後は契約の内
容が消滅するため、終了となります。

②令和３年度の委託手数料は、PECS稼働以前
の分をお支払いすることとなります。



４．今後の予定
薬剤師のPECS登録開始

2021（令和３）年３月15日14時から

次回の連絡会

４月上中旬実施予定

説明内容：実施機関登録など

（変更になることがあります）



本日の説明に関するご質問は

jpec-soumu@jpec.or.jp へ

回答は個別には行いません。
取りまとめて、ホームページに掲載します。
また、研修協議会連絡会での今後の説明にも
使用します。
電話でのご質問はご遠慮ください（回答でき
ません）。


