平成 29 年度登録販売者試験受験案内
兵庫県
１

試験の日程及び内容
平成 29 年８月 20 日（日）

午前 10 時～午後３時(試験時間４時間)
項目

時間割

（厚生労働省作成の「試験問題の作成に関する手引き

問題数

（正誤表反映版）(平成 27 年 4 月)」から出題）

午前 10 時～正午
（着席時間：９時 30 分）
午後１時 00 分～午後３時 00 分
（着席時間：12 時 45 分）

医薬品に共通する特性と基本的な知識

20 問

主な医薬品とその作用

40 問

人体の働きと医薬品

20 問

薬事関係法規・制度

20 問

医薬品の適正使用・安全対策

20 問

※

遅刻者は、試験開始後 50 分(午前 10 時 50 分、午後 1 時 50 分)まで入室可

２

試験場所
甲南大学岡本キャンパス
(兵庫県神戸市東灘区岡本８－９－１)→地図 ５ページ
※ 試験会場には、受験者用の駐車場はありません。
公共交通機関を利用してください。車での来場は、絶対にやめてください。

３ 提出書類
（１）登録販売者試験受験願書
ア ３枚複写の受験願書の場合
１部
イ ３枚複写の受験願書でない場合 ３部
（インターネット等でダウンロードするなど、３枚複写の願書を使用しない場合）
（２）写真
（出願日前６か月以内に脱帽して正面から撮影した概ね縦５㎝×横４㎝の上半身像の
もので、裏面に氏名と生年月日を記載し、写真台帳に貼り付けること。）
４ 受験願書の提出
（１）提出先等
原則、住所地の受付機関(４ページを参照)に持参してください。
なお、兵庫県から遠方にお住まいの方で、やむを得ない場合のみ兵庫県健康福祉部
健康局薬務課に郵送を認めますが、受験願書、写真台帳に不備（必要事項の記載漏れ
（フリガナ、生年月日等）、写真不鮮明等）があれば返却します。
（２）提出方法
ア 持参の場合
受付期間（土、日祝を除く）の午前９時から午後５時（正午から午後１時までを
除く）までの間に、受付機関（４ページ受付機関一覧）へ提出してください。
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イ 郵送の場合
封筒（角２号：Ａ４サイズの用紙が折らずに入る大きさ）の表面に「登録販売者
試験受験願書在中」と朱書きの上、簡易書留で、兵庫県健康福祉部健康局薬務課へ
送付してください。
※ 返信用封筒はいりません（返信用封筒を誤って送付された場合でも返却しませ
ん。）
。
（３）受付期間
ア 持参の場合
平成 29 年５月 31 日(水)から平成 29 年６月９日(金)まで（土曜日及び日曜日を除
く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）
イ 郵送の場合
平成 29 年５月 31 日(水)から平成 29 年６月７日(水)まで（６月７日消印有効）
※ 書類に不備がある場合、受け付け出来ません。
（４）手数料
13,000 円(兵庫県収入証紙を受験願書１枚目の上に貼付してください。）
※ 願書受付後は、受験手数料及び提出書類は返還しません。
※ 誤って収入印紙を貼付しないこと。
５ 受験票の送付
（１）受験票は、受験者本人あてに郵送します。平成 29 年７月 31 日(月)までに届かない
場合は、兵庫県健康福祉部健康局薬務課(078-362-3269)まで連絡してください。
（２）受験票は、大切に保管し、試験当日は忘れずに持参してください。
６

合格発表
平成 29 年 10 月６日(金) 午前 10 時
兵庫県健康福祉部健康局薬務課及び各受付機関において、合格者の受験番号を２週間
掲示します(電話による合否の問い合わせには応じません。）。
また、兵庫県ホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)「しごと・産業」→「労
働・雇用・資格」→「試験結果」→「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に基づく平成 29 年度登録販売者試験【合格発表】」に、合格者の受
験番号を２週間掲載します。
（１）結果通知は合格者のみお知らせします。合格者へは、合格通知書を 10 月６日(金)
に郵送します（10 月６日(金)到達ではありません。）。
（２）合格したにもかかわらず、合格通知書が 10 月 20 日（金）までに届かない場合は、
兵庫県健康福祉部健康局薬務課(078-362-3269)まで連絡してください。

７

得点及び解答用紙の開示
平成 29 年 10 月６日(金) (午前 10 時)から平成 29 年 11 月６日（月）(午後５時)まで、
受験者で希望される方には、本人が兵庫県健康福祉部健康局薬務課において、直接開示
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請求する場合に限り、得点の開示をします。
また、開示請求をするときは、受験票とともに運転免許証、旅券などの本人であるこ
とを証明するものを持参してください。
８

合格の取り消し等
受験願書等の提出書類に虚偽の記載があった場合及び受験中の不正行為が判明した場
合は、登録販売者試験の受験は無効とします。また、合格通知書の発送後についても、
このことが判明した場合、合格を取り消します。

９ 兵庫県収入証紙の主な売りさばき所
（１）兵庫県内の以下の金融機関
※ 金融機関によっては、一部、取扱いをしていない店舗もあります。
三井住友銀行、但馬銀行、みなと銀行、但馬信用金庫、中兵庫信用金庫、但陽信用
金庫、兵庫県信用組合、兵庫県信用農業協同組合連合会、農業協同組合(兵庫六甲、兵
庫みらい、みのり、兵庫南、兵庫西、相生市、ハリマ、たじま、丹波ひかみ、丹波さ
さやま、淡路日の出、あわじ島)
（２）団体
各健康福祉事務所内の(一社)兵庫県食品衛生協会
※ 事前にご確認願います。
（３）その他
郵送により証紙購入を希望される方は、下記にお申し込みください。
（一財）兵庫県警察協会
〒650-8510 神戸市中央区下山手通 5-4-1
電話 078-351-7834
購入方法については、事前にホームページでご確認のうえ不明な事項がある場合は
電話でお問合せください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sk01/tb01_000000001.html（兵庫県／収入証紙）
注意）証紙を郵送で申し込まれる際に次の不備事項が多発しています。申し込み前に
ご確認ください。
・ 返信用封筒の切手不足
・ 返信用封筒なし
・ 返信用封筒に宛名の記載なし
・ 返信用封筒に切手貼付なし
・ 返信用の切手を同封しているが、返信用封筒なし
・ 現金書留封筒が返信用として同封されている
・ 証紙申込書が同封されていない
・ 現金のみ同封されており、証紙金種が不明
・ 連絡先電話番号の記載なし
※ 兵庫県収入証紙購入申込書の電話番号欄には、通常の連絡先に加えて日中連絡の
とれる連絡先もあわせて記入してください。
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１０

試験についての問い合わせ先
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
兵庫県健康福祉部健康局薬務課
TEL 078-362-3269
※ 問い合わせ受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後５時（正午から
午後１時までを除く。）
【登録販売者試験 受験願書受付機関一覧】
店舗等の所在地

受付機関

所在地

電話番号

芦屋市

兵庫県健康福祉部
健康局薬務課
芦屋健康福祉事務所

宝塚市、三田市

宝塚健康福祉事務所

宝塚市小林 3-5-22

0797-62-7314

伊丹市、川西市、川辺郡

伊丹健康福祉事務所

伊丹市千僧 1-51

072-785-7463

加古川市、高砂市、加古郡

加古川健康福祉事務所

加古川市加古川町寺家町天神木 97-1

079-422-0184

明石市
西脇市、三木市、小野市、
加西市、加東市、多可郡
神崎郡
たつの市、宍粟市、揖保郡、
佐用郡
赤穂市、相生市、赤穂郡

明石健康福祉事務所

明石市本町 2-3-30

078-917-1623

加東健康福祉事務所

加東市社字西柿 1075-2

0795-42-9372

中播磨健康福祉事務所

神崎郡福崎町西田原 235

0790-22-1234

龍野健康福祉事務所

たつの市龍野町富永 1311-3

0791-63-5683

赤穂健康福祉事務所

赤穂市加里屋 98-2

0791-43-2937

豊岡市、美方郡

豊岡健康福祉事務所

豊岡市幸町 7-11

0796-26-3666

養父市、朝来市

朝来健康福祉事務所

朝来市和田山町東谷 213-96

079-672-6872

篠山市、丹波市

丹波健康福祉事務所

丹波市柏原町柏原 688

0795-73-3771

洲本市、南あわじ市、淡路市

洲本健康福祉事務所

洲本市塩屋 2-4-5

0799-26-2068

神戸市中央区加納町 6-5-1

078-322-6796

兵庫県外

神戸市

神戸市保健所予防衛生課
（保健福祉局保健所予防衛生課）

神戸市中央区下山手通５丁目 10-1

078-362-3269

芦屋市公光町 1-23

0797-32-0707

姫路市

姫路市保健所総務課

姫路市坂田町 3

079-289-1631

尼崎市

尼崎市保健所保健企画課

尼崎市七松町 1-3-1-502

06-4869-3010

西宮市

西宮市保健所保健総務課

西宮市江上町 3-26

0798-26-3775
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１１

試験会場地図
甲南大学岡本キャンパス(兵庫県神戸市東灘区岡本８－９－１)
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