
平成３０年度 徳島県登録販売者試験受験案内

問い合わせ先

徳島県保健福祉部薬務課

〒770-8570

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

電話 ０８８－６２１－２２３１

１ 試験日時，試験会場

試験日時 平成３０年１０月２４日（水）

開 場 ９時３０分

試 験 １０時３０分 ～１２時３０分 ，１３時４０分 ～１５時４０分

試験についての説明等がありますので，午前の試験については10時10分までに，

午後の試験については13時30分までに試験室に入室して着席してください。

試験会場 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）（徳島市藍場町２丁目１４番地）

※受験者多数の場合，他の会場を追加することがあります。

他の会場を追加する場合，受験票送付時に試験会場をお知らせします。

受験者の希望により，受験会場を変更することはできません。

受験者多数の場合，追加する試験会場（他会場も追加する場合があります。）

○徳島県庁（徳島市万代町１丁目１番地）

○徳島県総合福祉センター（徳島市中昭和町１丁目２番地）

試験に関して会場への問い合わせは絶対にしないで下さい。

２ 試験の方法及び内容

試験方法 多肢選択式による筆記試験 （マークシート）

出題範囲 厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月）

から出題 ※手引きが改訂されていますので，御注意ください。

出題数及 試験項目 出題数 試験時間

び試験時

間 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ２０問 10:30～12:30

主な医薬品とその作用 ４０問 （120分）

人体の働きと医薬品 ２０問 13:40～15:40

薬事に関する法規と制度 ２０問 （120分）

医薬品の適正使用と安全対策 ２０問
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３ 受験申請書受付期間及び申請方法

受付期間 平成３０年７月１７日（火）～７月３０日（月）

郵送の場合は，平成３０年７月１７日（火）から７月３０日（月）の消印

のあるものまで受け付けます。（申請に必要な書類が揃ったものに限る）

申請方法 (1) 持参による申請

及び受付 ア 受付場所 徳島県保健福祉部薬務課（徳島県庁2階）

場所等 イ 受付時間 8時30分～17時45分（土曜日及び日曜日は除きます。）

(2) 郵送による申請

封筒の表面に「登録販売者試験受験願書在中」と朱書し，必ず「簡易

書留」により徳島県保健福祉部薬務課あて（〒770-8570 徳島市万代町１

丁目 1番地）に郵送してください。

そ の 他 身体に障がい等のある受験者で，試験室や解答用紙等に配慮を希望する場

合は，受験申請書提出時にその旨を申し出てください。

４ 受験申請に必要な書類

受験申請書 様式第８号により提出してください。

（黒のインクかボールペンを用い，楷書で丁寧に記入してください。消

せるボールペンは使用しないでください。）

※写真（出願前6箇月以内に正面から撮影した無帽上半身像で，縦4.5cm，

横3.5cm，鮮明なもの）を貼付してください。

受験手数料 15,000円分の徳島県収入証紙（注：収入印紙と間違えないこと）を

受験申請書の所定箇所に貼り付けてください。なお，この証紙に消印をし

ないでください。

※収入証紙は，阿波銀行・徳島銀行（県外支店含む），その他，県庁内

生協,食品衛生協会等の収入証紙売りさばき所で購入できます。

（別紙売りさばき所一覧参照）

５ 受験票の発送

受験票は，１０月上旬頃に郵送します。試験当日に必ず持参してください。

なお，受験票が平成３０年１０月１５日までに到着しない場合は，電話で徳島県保健福祉

部薬務課（電話０８８－６２１－２２３１）に連絡してください。

６ 受験上の注意事項

(1) 試験当日は，必ず受験票，ＨＢの鉛筆及び消しゴムを試験会場に持参してください。
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(2) 試験会場への入場は，当日の午前９時３０分からです。また，試験室には，必ず午前

１０時１０分までに入室してください。なお，遅刻した場合に入室できるのは，試験開

始後３０分（午前１１時）までですので注意してください。

(3) 試験会場は禁煙とします。

(4) 試験会場への車の乗り入れは禁止します。必ず公共交通機関を利用してください。

(5) 試験に際して不正行為を行った者及び試験室内の秩序を乱す者については，退室を命

じるとともに採点を除外する場合があります。

(6) 試験会場では携帯電話等の通信機器の持ち込みを禁止します。（時計型の通信機器も

不可。）なお，やむを得ず持ち込んだ場合には，試験中は携帯電話等の電源を切り，鞄

等にしまっておくものとし，携帯電話等を時計として使用することも禁止します。

(7) 試験監督員の指示は必ず守ってください。

７ 合格発表及び試験結果の開示

合格発表 合格発表日時 平成３０年１２月３日（月）午前１０時

徳島県庁西側の掲示場に合格者の受験番号を掲示します。

また，合格者に合格通知書を送付するとともに，徳島県ホームページに

おいて合格者の受験番号を掲載します。

＊合否について，電話での問い合わせには一切応じません。

試験結果 試験結果については，徳島県個人情報保護条例（平成14年徳島県条例第4

の開示 3号）第26条第1項の規定に基づき，受験者本人に限り，自己の点数につい

て口頭で開示を請求することができます。

(1) 開示請求ができる期間：

平成30年12月3日(月)から平成31年1月4日(金)まで

（土曜日，日曜日，祝日及び12月29日～1月3日を除く。）

開示時間：8時30分～12時，13時～18時15分

※平成30年12月3日(月)は，10時～12時，13時～18時15分

(2) 開示請求ができる場所：

徳島県保健福祉部薬務課（徳島県庁2階）

(3) 開示請求の方法：

本人が受験票を直接示し，口頭による開示請求をする。

＊試験結果の開示について，電話での問い合わせには一切応じません。

８ その他の留意事項

(1) 受験申請受理後は，いかなる場合があっても，受験手数料（徳島県収入証紙），受験

申請書及び写真は返却しません。

(2) この試験についての問い合わせは，徳島県保健福祉部薬務課（電話088-621-2231）に

連絡してください。

(3) この試験に関して，試験会場（あわぎんホール等）への直接の問い合わせは絶対にし

ないでください。
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＜試験会場案内図＞
あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 徳島市藍場町２丁目１４番地

※受験者多数の場合，他の会場を追加することがあります。

他の会場を追加する場合，受験票送付時に試験会場をお知らせします。

受験者の希望により，受験会場を変更することはできません。

○アクセス

【徳島駅より】徒歩約 8分
【徳島空港より】空港連絡バスで約 25分，徳島駅下車 徒歩約 8分

＊試験会場へ車の乗り入れはできません。
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※ご購入の際は事前に各売りさばき所に必要な金種の在庫があるか等を電話でご確認ください。 （平成３０年４月１日現在）

氏　名　又　は　名　称 住　　　　　　　所 電話番号 備　　　　考

株式会社阿波銀行 徳島市西船場２丁目２４－１ 088-623-3131  97ヶ所

株式会社徳島銀行 徳島市富田浜１丁目１６番地 088-656-1111  80ヶ所

徳島県職員生活協同組合 徳島市万代町１丁目１番地 088-621-3061  本庁

徳島県職員生活協同組合（徳島合同
庁舎内地下食堂）

徳島市新蔵町１丁目６７番地 088-626-8752

(公社)徳島県宅地建物取引業協会 徳島市万代町５丁目１番地５　徳島県不動産会館内 088-625-0318

徳島県徳島食品衛生協会 徳島市新蔵町３丁目８０　東部保健福祉局徳島保健所庁舎内 088-625-1770

(一社)徳島県猟友会 徳島市南仲之町４丁目１８番地 088-623-1617

徳島県火薬類保安協会 徳島市昭和町１丁目１１番地　徳島ビル５階 088-626-4656

徳島県製薬工業協同組合 徳島市中洲町1丁目58 徳島県薬学会館５Ｆ 088-655-0035 

徳島県行政書士会 徳島市東沖洲２丁目１番地８ 088-679-4440

(公社)徳島県獣医師会 徳島市新浜本町二丁目３番６号 088-663-6607

徳島県計量協会計量工業部会 徳島市雑賀町西開１１－２　徳島県立工業技術センター１階 088-679-7316

萬　玉　恭　子 徳島市鮎喰町２丁目１３７ 088-631-8264

藪 原 　鉄 夫 徳島市不動本町２丁目４６－１ 088-633-1919

徳島県鳴門食品衛生協会 鳴門市撫養町立岩字七枚１２８　鳴門県民サービスセンター内 088-685-3140

徳島県小松島食品衛生協会 小松島市堀川町１の２７　小松島県民サービスセンター内 0885-33-1671

舩 越　 真 由 美 小松島市和田津開町字居屋敷１３０－１ 0885-32-0131

徳島県阿南食品衛生協会 阿南市領家町野神３１９　南部総合県民局保健福祉環境部阿南庁舎内 0884-22-3115

阿南建設業協同組合 阿南市富岡町西池田口６の１ 0884-22-0023

徳島県鴨島食品衛生協会 吉野川市鴨島町鴨島１０６の２　東部保健福祉局吉野川保健所庁舎内 0883-24-1130

川島建設業協同組合 吉野川市川島町宮島６９４－１ 0883-25-3151

後藤田  　久 吉野川市川島町川島７１ 0883-25-2310

徳島県穴吹食品衛生協会 美馬市穴吹町穴吹字明連２３　西部総合県民局保健福祉環境部美馬保健所庁舎内 0883-52-5860

徳島県池田食品衛生協会 三好市池田町字マチ２５４２の４　西部総合県民局保健福祉環境部三好保健所庁舎内 0883-72-4735

徳島県海部郡食品衛生協会 海部郡美波町奥河内字弁才天１７の１　南部総合県民局保健福祉環境部美波庁舎内 0884-74-7346

(一社)徳島県森林協会 徳島市かちどき橋１丁目２９番地 0884-77-1185

(一社)徳島県交通安全協会 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓1番地１  運転免許センター内 088-624-7111  16カ所

（一社）徳島県安全運転管理協会 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓1番地１ 088-678-5110

(一社)徳島県指定自動車教習所協会 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓1番地１ 運転免許センター内 088-678-4667  15カ所

徳島県収入証紙売りさばき所一覧表
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様式第８号（第９条関係）

登録販売者試験受験申請書

私は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第３６条

の８第１項の規定に基づく登録販売者試験を受けたいので，次のとおり申請します。

平成○○年○○月○○日

徳島県知事 飯泉 嘉門 殿

本籍地都道府県名
都 道
府 県

〒７７０－８５７０
都 道

住 所 府 県

自 宅 ０８８－○○○－○○○○

連 絡 先
携 帯 ０９０－○○○○－○○○○

（電話）
勤務先 ０８８－◇◇◇－◇◇◇◇

（勤務先名称 ○○ドラッグ △△店 ）

※昼間に連絡がとれる連絡先を記入すること。

フリガナ トクシマ タロウ

氏 名 ○印

生年月日 平成◇◇年 ◇◇月 ◇◇日生

性 別 男 ・ 女

徳島県収入証紙貼付欄

注 本籍地都道府県名は，日本国籍を有していない者にあっては，その国籍を記入する

こと。

国

写
真
貼
付
欄

知事の氏名を記入

してください

徳
島

写真（縦４．５ｃｍ，

横３．５ｃｍ，鮮明なもの）

の裏面に申請者氏名を記載の

うえ貼ってください。

徳島県証紙

１０，０００円

徳島県証紙

５，０００円

徳島県収入証紙を１５，０００円

分貼ってください。

消印しないでください。

証紙の貼付にセロハンテープ類を

使用しないでください。

受験票及び合格通知書の送付先となります。

都道府県名からマンション等の号室まで正確に記入

してください。

徳島

徳島

徳島 太郎

徳島市万代町１丁目

１番地△△マンション１０１

必ず提出日を記入してください。

郵送の場合は、投函日

記載例

日本国籍の者は

［ ］内は記載

不要です。
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