
SMDプログラム全般に関するFAQ

質問 回答
時間を確保することが困難な状況です。本プログラムのためにどの程度、時間が必要でしょうか？参加者、メン
ターともに時間の見積もりを教えてください。

特にSMDプログラムのために時間を要することはありません。

日本製薬医学会(JAPhMed）HPの「SMDプログラム」（以下、Web）の、「よくある質問」のQ3に掲載
のとおり、通常の人材育成計画にあわせた定期的な面談による育成評価の際に定型書式に記
録していただくプログラムですので、特にこのために時間を要することはありません。
(http://japhmed.jp/smd/smdprocess.html)

また、メンター（一般的には職場上長）に要する時間・業務内容についても上述のQ3をご参照くだ
さい。

参加を検討しましたが、アカデミアの教育現状から考えて少し敷居が高く、応募は見送ることにしました。 一度、事務局までご相談ください。

案内を読むと実際にどういうassignmentがあるのかがあまり具体的に把握できません。使用する教材などはあ
るのでしょうか。

参加登録に必要な書式についてはWeb「参加登録用書式」に掲載しています。
(http://japhmed.jp/smd/smdsyoshiki.html)
参加登録後、参加者・メンターへの評価方法トレーニングを一斉に行い、使用する定型書式等に
ついてその際に詳しく説明を行う予定です。 (http://japhmed.jp/smd/smdprocess.html)

例えばPharmaTrainの受講が必要になるのでしょうか。必要な場合は受講料にも支援があるのでしょうか。 Webのよくある質問、Q5をご参照ください。 (http://japhmed.jp/smd/smdqa.html)

アカデミアの視点からいうと、このプログラムに参加して認定された場合のメリットは何になるのでしょうか。動
機付けとしての特典があれば教えてください。

個人のCompetencyが職場内外に「見える」ようになることで実質的なQualificationとして評価され
るかと存じます。
特にアカデミアでは、単なる治験の受託だけでなく、医師主導で戦略的に開発を進められる部門
でスペシャリストがいるというアピールができることはメリットかと考えます。

SMDプログラムの参加要件：
１） ライフサイエンスやヘルスケア分野での教育を受けた方（理系学部卒、修士、博士、医師、獣医、歯科医、
薬剤師、看護師、検査技師など）
２） 応募時点で、製薬企業、医療機関および大学等で医薬品の研究・開発に従事している方（企業のメディカ
ル関連部門を含む）
３） 応募時点で、該当部門に常勤職員として勤務している方
４） SMDプログラムへの参加について、職場とメンターの合意が得られている方

参加要件についてのFAQ

質問 回答

参加要件概略
SMDプログラムの認定は、参加要件２）や３）の記載による職種や立場によってなされるのでしょうか？ このプログラムは、医薬品開発全般に対する基礎知識を得ていることを前提として、さらに専門と

する分野でのスペシャリストを認定するものです。そのため、単独のドメインだけでなく、相互に関
連する分野においても期待されるコンピテンシーを含めて総合的な評価の対象としています。
エキスパートプログラムではなく、職種や立場によって認定するものではありません。個別のご相
談は事務局までご連絡ください。

教育
看護師の資格を持ちCRCをしており、CRC歴は8年半あります。参加要件を満たすことができますでしょうか？ 職務、経歴ともに参加要件に適合しています。

参加要件のうち、ライフサイエンスやヘルスケア分野で教育を受けた者とは、4年制大学ではない看護学校を
含みますか？

医療機関のCRCなどで、既に看護師としての資格のもとに臨床試験に従事されているのでしたら
参加要件として特に問題はありません。

SMDプログラムの参加要件について、
たとえば文学部英語英文学科卒で、条件の１）に記載のような理系学部卒でもなくコメディカルの資格も持た
ず、１）は満たしていない場合であっても、CRCの経験などを考慮されますでしょうか？

卒業学部はライフサイエンス系でなくても、既に職場で十分な経験を積まれている場合、ご参加
に支障はないと考えます。

たとえば、１）については、経歴として大学病院で治験事務局（IRB事務局含む）を断続的に計１０
年半、SMOで同業務を６年間、計１６年半従事している場合に参加を認められた事例がありま
す。個々については事務局までご相談下さい。

科学修士を取得しています。私はSMDプログラムへの参加は可能でしょうか？ ライフサイエンス系の教育履歴があるということで、要件に適合しています。

過去の経歴
参加条件について
アカデミアから参加したいが、コンピテンシーによると企業在籍者でないと達成が難しいと思う項目もあります。
職場以外の研修などを活用することは可能でしょうか。

はい、可能です。アカデミアに限らず、勤務先では体験できないような業務については職場外で
のInteractiveなセミナーやワークショップを通してバーチャルな学習をしていただくことになりま
す。

現在の職責
参加要件に関して、参加要件3）に「応募時点で、該当部門に常勤職員として勤務している方」とあるのですが、
該当部門とはどのような部門を指すのでしょうか。

参加要件3）については、製薬企業、医療機関および大学等で医薬品の研究・開発に従事してい
る方、企業のメディカル関連部門の方が該当します。

参加要件に関して、参加要件3）に「応募時点で、該当部門に常勤職員として勤務している方」とありますが、開
発業務を担う部署に常勤にて勤務していれば要件は満たしますでしょうか。

参加要件3）については、開発業務を担う部署に常勤にて勤務されていれば条件に適合します。

過去の経歴として、メディカルアフェアーズの仕事に約10年あまり従事しました。現在の業務は学術で、MR教
育が主な業務で、社内の臨床研究の審査部門の事務局も兼任しております。SMDプログラムに参加可能で
しょうか？

経歴として参加条件に適合しています。

社内の臨床研究の審査部門の事務局をしており、開発や臨床試験には、審査はするが直接係わっていませ
ん。SMDプログラムに参加可能でしょうか？

社内の所属部門は問いません。おそらく必修ドメイン７の他に、専攻ドメインとして臨床試験（ドメ
イン２）と被験者保護（ドメイン５）の選択が該当すると考えられます。

臨床試験の直接の実施担当ではなくても必要なコンピテンシーを持った方が審査を担当すべき
ですし、その観点から必要とされるコンピテンシーの獲得に向けて職場での自己の人材育成を計
画されるのであれば、参加条件に適合すると考えます。

その他の参加要件
年齢が61歳ですが、SMDプログラムへの参加は可能でしょうか？ 参加者の年齢は不問です。

参加要件に関して、英語スキルの目安は？ 参加要件3）については、英語スキルについては特に要件とはしておりません。

SMDプログラム参加者に対する説明会はありますでしょうか。 SMDプログラムの参加受付を行っていただいた後に、全ての参加者とメンターに対して説明会を
東京にて開催いたします。お越しいただけない方のために、WebExテレカンファレンスシステムを
利用し、遠隔参加いただけるよう予定しております。

メンター要件：
＜日本製薬医学会ホームページのSMDプログラム「対象者・参加要件」より引用＞
（URL：http://japhmed.jp/smd/smd.html#smd05）
1. 生命科学または医学分野の学位を有すること。
2. 医薬品開発領域で8年以上の経験を有し、医薬品開発科学や製薬医学に関連する知識を実践できること。
3．メンターとしての承認に先立って、SMDの実務委員会が提供するメンター用導入トレーニングを受け、必要
に応じて継続的にトレーニングを受講する意思があること。
4．状況が許す限り、SMDの認定取得までの全期間を通じてメンターとして担当する意思があること、及びSMD
の国内評価委員会の管理監督のもとで実務委員会が実施する年次レビューに参加する意思があること。
5．医薬品開発科学や製薬医学に関連した継続研修を積極的に受講する意思があること。

メンターに関するFAQ

質問 回答

メンターについて
上司にメンターをしてもらうことはできますか？ 上司の方にメンターをしていただくことは適切と考えます。

メンター候補は直接の上司ではないが、適切でしょうか？ メンターは育成計画の作成や相談、定期面談での進捗管理や必要な育成機会の創出（外部受
講も含め）を配慮できる方で、かつ、職場としても合意していただけるのであれば、メンターが直
接の上長でなくても問題ありません。

考えておりましたメンター候補は開発の部門長ですが、工学部出身であり、メンター要件１に適合しません。 学位を授与された学部が生命科学、医学分野の学部でない場合、実際の専門内容が生命科
学、医学、薬学、看護学に関わりがあることが必要です。

職場の直属上長と共に、昨年度Phama trainを卒業したものです。メンタ―として、その直属上長に依頼するこ
とは可能でしょうか？

メンター要件が満たされていれば、直属の上長でも可能です。

全般

参加要件

メンター



SMDプログラムのメンターの要件に関して、
たとえば、上司(医師)は弊社で臨床開発経験が３年、臨床開発以外の経験が約５年ほどある場合、メンターの
要件は満たすでしょうか？

このプログラムではR&DだけでなくMAも対象としており、臨床開発で3年、メディカルアフェアーズ
などの臨床開発以外で5年、の場合、創薬から市販後までの通算でメンター基準の8年を満たし
ていますので、資格としては十分な経験年数と考えられます。

メンターの要件について、
要件1に「生命科学または医学分野の学位を有すること」とありますが、たとえば医師の場合MDであればPhD
ではなくても条件を満たしていることになりますでしょうか。

要件１は、そのとおりです。

メンターの要件について、
要件2の「医薬品開発領域で8年以上の経験を有し…」の部分ですが、アカデミアでの医師主導治験や適応拡
大の臨床試験等の実施経験も含めて良いでしょうか。

要件２は、そのとおりです。

メンター候補の方の経歴ですが、企業(開発)だけでなく、多岐にわたる経験があります。メンターとして要件を
満たしているかわかりません。

まずは事務局までご相談ください。個別に判断させていただきます。

たとえば申請者5,6名、メンター1名でも1組としてとらえていただけるのでしょうか。一人のメンターに何
名までといったある程度目安があれば教えていただければと思います。

2016年は初年度でしたので、基本的にメンター1名と参加者1名のペアとさせていただきました。
初年度の実施を通して、具体的な初期登録や進捗管理など、それぞれの職場環境に応じた育成
計画の作成と実行に対するモニタリングのあり方や1人のメンターにかかる負担などを検討してお
り、2017年からは1名のメンターに複数の参加者も可能と考えておりますので、まずは事務局まで
ご相談ください。

少人数のメンバーであるため、メンターと受講者のペアを作ることができませんでした。どうすればよいですか。 1名のメンターに複数の参加者も可能と考えますので、まずは事務局までご相談ください。

メンターが実際にどんな作業、業務を行っていくのか？たとえば、参加者の業務確認を行う頻度、その後その
結果をWeb上で報告するといった方法になるのか？

メンターにはこちらで設定した標準チェックリストを用いて各ドメインでの評価を行っていただき、
その結果に基づいて参加者に対する育成計画をたてて、定期的に進捗を確認し、定められた書
式で履歴を記録いただきます。

育成計画とはどのようなものか？ 育成計画においては、職場内でどの部分をどう育成するか、または職場外でのトレーニングに参
加させるか、などについて計画していただきます。

定期的な進捗確認とはどのようなものか？ 定期的な進捗の確認においては、初期評価の程度に応じて適切なインターバルでの面談を行
い、成長の確認と計画の適宜改訂を行っていただきます。

参加者、メンターともに時間を確保することが困難な状況です。本プログラムのためにどの程度、時間が必要
でしょうか？参加者、メンターともに時間の見積もりを教えてください。

特にSMDプログラムのために時間を要することはありません。

日本製薬医学会(JAPhMed）HPの「SMDプログラム」（以下、Web）に、「よくある質問」のQ3に挙げ
ておりますように、通常の人材育成計画にあわせた定期的な面談による育成評価の際に定型書
式に記録していただくプログラムでございますので、特にこのために時間を要することはありませ
ん。 (http://japhmed.jp/smd/smdqa.html)

また、メンター（一般的には職場上長）に要する時間・業務内容についても上述のQ3をご参照下
さい。

メンター候補者は、上記メンター要件１，２，５の条件は十分クリアされておられるものの、公私共に非常に多忙
な方で、特に3,4に要する時間が負担になるのではと結局、上司に依頼する前に期限が過ぎてしまいました。
具体的なメンター用導入トレーニング内容や必要時間、継続的なトレーニングの頻度、年次レビュー等に要す
る時間等を教えてください。

メンター要件3．
評価方法トレーニングは、参加者およびメンターを対象に、プログラム開始の1-2ヶ月前に、東京
にて約2-3時間かけ実施いたします。遠隔地の参加者、メンターのためにテレカンファレンスを設
定いたします。また全員参加を目標に、２つのトレーニング開催日を予定していますので、どちら
か都合のつく日程を選んでご参加ください。
継続的トレーニングは、現在のところは予定しておりません。
メンター要件4．
年次レビューは、一年に一度、年次レビューを第三者評価専門家が参加して実施します。実質の
時間は1時間程度と考えられます。

年次レビューとはどのようなものになりますでしょうか。 年次レビューは、指定書式にて報告されましたドメイン評価、育成計画、進捗確認などの内容に
基づいて国内評価委員会が状況を確認し、適切な頻度で面接が行われていることや、育成計画
が現実的であること、達成までの期間の見積もりや方法の選択が適切であること、等を評価し
て、参加者およびメンターの双方にメールにてフィードバックを行います。

指定書式や全体の流れを示す文書については、Web「認定までのプロセス概要」のプログラムガ
イドに掲載していますのでご参照ください。 (http://japhmed.jp/smd/smdprocess.html)

メンターに対する説明会はありますでしょうか。 SMDプログラムの参加受付を行った後に、全ての参加者とメンターに対して評価方法などの説明
会を東京にて開催します。現地で参加できない方のために、WebExで遠隔参加もできるよう予定
しています。

メンターの候補者が会社を転勤される可能性があるので、プログラムの期間（最大4年）継続的にメンターを勤
めることに懸念があります。

現段階でメンター要件を満たす場合、メンターを勤めていただくことは差し支えありませ
ん。メンターの転勤、異動の場合、状況が許せばメンターを継続いただくことは可能と考
えます。また、継続困難な場合は、新たなメンターを決めていただき、先のメンターとして
責任をもって次のメンターに評価内容などを引き継いでいただくことが必要となります。ま
ずは事務局までご相談下さい。

評価内容についてのFAQ

質問 回答
SMDプログラムの評価内容は、どのようなものでしょうか？ このプログラムは、医薬品開発全般に対する基礎知識を得ていることを前提として、さらに専門と

する分野でのスペシャリストを認定するものです。そのため、単独のドメインだけでなく、相互に関
連する分野においても期待されるコンピテンシーを含めて総合的な評価の対象としています。エ
キスパートプログラムではなく、職種や立場によって認定するものではありません。個別のご相談
は事務局までご連絡ください。

評価内容に関して、どのような内容を評価されるのでしょうか。 今回の対象者には、開発の部分的な業務だけでなく、該当するドメイン全体に求められる業務全
般について戦略的なリーダーシップを発揮できる方々を特にスペシャリストとして評価します。

たとえばドメイン２の臨床開発では、臨床開発プランニング、試験の計画と実施、プロトコル・
CRF・IC等の文書作成、施設選定、統計解析計画書関連、文献レビュー、試験結果の解釈な
ど、臨床試験全般にわたる項目について評価される予定です。

詳しくはJAPhMedのWeb「プログラムの特徴」にありますIFAPP文献をご参照下さい。
(http://japhmed.jp/smd/smdprogram.html)

(http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2013.00105/full)

CRCとして経験が十分であれば、SMD資格を認められますか？ このプログラムはCRCとしてのスペシャリストではなく、医薬品開発のスペシャリスト認定を目指し
ています。たとえば臨床開発ドメインで、院内CRC業務としては担当しなくても、SMD資格として臨
床開発ドメインを全般的に実践できる必要がありますので、関連する諸コンピテンシーについて
総合的に評価させていただくこととなります。

費用に関するFAQ

質問 回答
過去の経歴
参加費用について
毎年、費用はかかるのか？

はい、そのとおりです。SMD資格授与まで、毎年参加費の納付が必要です。

SMDプログラム費用に関する内容が確認できません。申し込みに関する金額についてご教授下さい。 2017年度からの費用については個人参加とグループ参加の2種の設定となっており、Web「参
加費」に掲載しています。また、プログラムガイドにも説明しております。
参加者は国内評価委員会による受付・審査に必要な所定の手数料をSMDプログラム事務局に
納付して下さい。また、国際評価委員会（ｇPCB）による最終認定に伴う認定証書の発行につきま
しては別途、手数料を申し受けます。
(http://japhmed.jp/smd/smdsankahi.html)

申込手続きに関するFAQ

質問 回答
SMDプログラム申し込みについて、期限は設定されておりますでしょうか？ 2017年の申し込み期間は2017年6月1日（木）から開始となっております。個人参加では毎月受

付、グループ参加では年度単位での受付となります（年度開始時期は応相談）。詳しくは下記を
ご参照ください。
 (http://japhmed.jp/smd/smdkaishi.html)

申し込み手続き

メンター

評価内容

費用



SMDプログラム申し込みについて、
メンター申込書や受講者登録書式には、それぞれの自署での署名と日付記入が必要でしょうか？

各登録書式の氏名と日付の記載については、受講者、メンター共に入力されていれば自署では
なくとも結構です。

教育証明書についてですが、大学の卒業証明写しは不要と考えて宜しいでしょうか？医師免許やTOIEC等の
保有している資格の証明書で宜しいでしょうか？

卒業証明書の提出は必要ありません。お持ちの資格証明書（医師免許など）の写しをスキャンし
ていただきPDF等のデータでご提出ください。

Section6の教育コースには、様々な団体が実施している教育セミナー等を含め、記載して良いという理解で宜
しかったでしょうか？

ご理解の通りです。

Attachment: 1-C 受講者登録書式、Section6 教育コースにつきまして、どのような内容を記入したらよいか？

たとえばSection6 教育コース e. 規制要件として、
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）、
公益財団法人 日本 薬剤師研修センターと共催 GCP研修会、
日本臨床試験学会主催のGCPBasicTraningセミナー、
倫理審査委員会事務局セミナー、

など、記載して差し支えないでしょうか。

製薬医学教育コース以外にも、製薬医学に直接関連してないものでも受講している場合は、事
務局までご相談ください。

たとえば、
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）、
公益財団法人 日本 薬剤師研修センターと共催 GCP研修会、
日本臨床試験学会主催のGCPBasicTraningセミナー、
倫理審査委員会事務局セミナー、
などは、組織的に運営され、研修内容も確認できますので、適合と考えます。

Attachment: 1-C 受講者登録書式、Section6 教育コースにつきまして、どのような内容を記入したらよいか？
Section6 教育コース d. データマネジメントとして
、たとえば
厚生労働省主催のデータマネージャー養成研修
など、記載して差し支えないでしょうか。

製薬医学教育コース以外にも、製薬医学に直接関連してないものでも受講している場合は、事
務局までご相談ください。

たとえば、
厚生労働省主催のデータマネージャー養成研修、
などは適合と考えます。

Section7には、所属している学会等を記載するイメージで宜しいでしょうか？ ご所属の学会を記載してください。

Attachment: 1-C 受講者登録書式、Section7 専門的な所属につきまして、どのような内容を記入したらよい
か？Section7 専門的な所属 は記載すべき事項が思い当たりません。

ご不明な点がありましたら、事務局まで遠慮なくご連絡ください。

申し込み手続き


