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【１ 受験申請書】
Ｑ１ 受験申請書を入手するには。
(1) 福岡県庁ホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r01tourokuhanbaisyashiken.html
(2) 窓口で配布しています。
福岡県庁の薬務課と福岡県内の保健所で入手することができます。
※ 配布場所の詳細は、ｐ９参照。
(3) 郵送することも可能です。
ホームページを閲覧することができない方で、窓口での入手も困難な方には、郵
送しますので、あて先及び連絡先を明記の上、１４０円切手を貼った角２型の返信
用封筒（Ａ４サイズが入るもの）を同封した封書の表に「登録販売者試験受験申請
書送付希望」と朱書きし、送付してください。
送付先 〒２７７－８６９１
日本郵便株式会社柏郵便局 私書箱５０号
福岡県登録販売者試験センター
Ｑ２ 受験申請方法は。
(1) 提出書類
ア 登録販売者試験受験申請書（様式第１７号）
イ 写真
※ 写真台帳に貼付してください。
※ 申請前６か月以内に撮影したもの。
（正面向き、上半身、無帽、タテ４cm×ヨコ３cm）
※ 写真の裏面に氏名と生年月日を記入の上、写真台帳の「写真貼付」欄にのり
づけしてください。
ウ 提出書類自己チェックシート（提出用）
(2) 受験手数料
１３，０００円
※ 福岡県領収証紙により納入してください。
(3) 送付先
〒２７７－８６９１
日本郵便株式会社柏郵便局 私書箱５０号
福岡県登録販売者試験センター
※ 表面に「登録販売者試験受験申請書在中」と朱書きした封筒に、提出書類と受
験手数料を入れ、「簡易書留」で郵送してください。
※ 一つの封筒に複数の受験者の提出書類を同封して郵送する場合は、同封した受
験者の氏名を記載したリスト（任意様式）を作成し、提出書類と併せて郵送して
ください。また、封筒の表面に同封した受験者の人数を「〇名分」と朱書きして
ください。
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※ メール便や宅配便では、私書箱に送付できません。
※ 送付先は、福岡県登録販売者試験センターの私書箱のみです。
※ 福岡県庁や保健所では、受け付けていません。

Ｑ３ 受付期間は、いつからいつまでか。
・令和元年８月２６日(月)から９月１３日(金)まで

※ 当日消印有効

Ｑ４ 外国籍の場合、受験申請書にどのように記入するのか。
・本籍地欄には、国名を記入してください。
・生年月日欄は、西暦で記入してください。
・氏名は、住民票に記載されているとおり記入してください。
・通称名を使用されている場合は、通称名も併せて記入してください。
Ｑ５ 受験申請書の記入を間違った場合、どのように修正するのか。
・間違った文字は、二重線で消して、正しく書き直し、訂正印を押してください。
・修正液や修正テープは、絶対に使用しないでください。
Ｑ６ 連絡先電話番号とは、何を記入するのか。
・携帯電話など、平日の日中に確実に連絡がとれる番号を記入してください。
Ｑ７ 住民票と実際に住んでいる住所が異なる場合はどうするのか。
・確実に受験票と合格通知書が届く住所を記入してください。
※ 記入された住所に受験票と合格通知書を郵送します。
・世帯主と受験者の名字が異なる場合は、世帯主の氏名「○○ △△様方」まで記入して
ください。
Ｑ８ 受験申請後に住所や氏名が変わった場合はどうするのか。
・「登録販売者試験受験申請書記載事項変更申出書」を福岡県薬務課あて提出してくだ
さい。
【提出先】 〒８１２－８５７７
福岡市博多区東公園７－７
福岡県保健医療介護部薬務課監視係
・住所が変わった場合は、必ず郵便物が転送されるよう郵便局で手続をしておいてくだ
さい。受験票や合格通知書が届かなくなります。
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Ｑ９ 受験願書の氏名は通称名でもよいか。
・通称名のみ記入しての申請は認められません。外国籍の方は住民票のとおり氏名を記
入し、通称名を使用している場合は通称名も併せて記入してください。
※ 外国籍の方の記入方法の詳細は、実施要領のｐ１３参照。
・日本国籍の場合は、戸籍のとおり氏名を記入してください。
Ｑ１０ 福岡県領収証紙はどこで購入できるか。
・指定の売りさばき所で購入することができます。
・売りさばき所一覧は、福岡県庁ホームページ「福岡県領収証紙について」で確
認することができます。http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kkaikei.html
・県外の売りさばき所は、東京都中央区の株式会社福岡銀行東京支店のみです。
Ｑ１１ 福岡県領収証紙を郵送で購入できるか。
・郵送による証紙の販売は、福岡県庁総合売店の１か所でしか行っていません。
以下のものを直接送付（現金書留）し、購入してください。
【同封書類】
○ １３，０００円分の現金
○ 返信用封筒（あて先を明記の上、切手（金券を送付するため、簡易書留（保
証有、３９２円）を推奨）を貼ったもの）
○ 「登録販売者試験受験」、「福岡県領収証紙１３，０００円」、「連絡先
（電話番号）」を記載したメモ
【送付先】
〒８１２－８５７７
福岡市博多区東公園７－７
ローソン福岡県庁店
ＴＥＬ ０９２－６５１－１１１１（内線５９１１）
Ｑ１２ 試験会場は選べるのか。
・試験会場は選べません。予めご了承ください。
Ｑ１３ 試験会場はどこになるのか。
・試験会場は受験票の発送をもって通知します。

【２ 受験資格】
Ｑ１ 受験資格は。
・平成２７年度から受験資格は撤廃しておりますので、年齢・学歴・実務経験等に関係
なく、どなたでも受験することができます。
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Ｑ２ 将来福岡県で勤務したいが、福岡県で受験しなければならないか。
・試験は、日本全国どの都道府県でも受けることができます。
・販売従事登録は、勤務地のある都道府県で行なわなければなりません。
・どの都道府県の合格通知書でも、勤務地が福岡であれば、福岡県で登録することにな
ります。
・どの都道府県で登録販売者の登録をしても、登録証は全ての都道府県で有効です。
【３ 試験について】
Ｑ１ 試験方法は。
・択一式の筆記試験です。
・実地試験や口答諮問はありません。
Ｑ２ 試験内容、問題数、試験時間は。
試 験 科 目

試験問題数

医薬品に共通する特性と基本的な知識

２０

人体の働きと医薬品

２０

医薬品の適正使用・安全対策

２０

主な医薬品とその作用

４０

薬事関係法規・制度

２０

合

計

１２０

試験時間
１０：３０～１２：３０

１４：００～１６：００
－

・試験問題は、厚生労働省作成の「試験問題の作成に関する手引き（平成３０年３月）」
から出題しています。
・手引きは、厚生労働省ホームページ「試験問題作成に関する手引き（平成３０年３月）」
でダウンロードすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
Ｑ３ 試験対策のための講習会はあるか。
・福岡県庁では実施していません。
Ｑ４ 過去の試験問題を入手するには。
・福岡県庁ホームページ「過去に実施した福岡県登録販売者試験について」からダ
ウンロードできます。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kakotorokuhanbaisyasiken.html
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【４ 受験票】
Ｑ１ 受験票発送日は。
・令和元年１１月下旬を予定しています。
Ｑ２ 受験票が届かない。
・他の郵便物等に紛れていないか今一度ご確認ください。（はがきサイズです。）
・試験日の１週間前までに届かない場合は、福岡県薬務課（０９２－６４３－３２８５）
に問い合わせください。

【５ 試験当日】
Ｑ１ 試験当日は何が必要か。
・受験票と筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆、消しゴム）を持参してください。
・時計を持ち込む場合は、腕時計のみ認めています。携帯電話等の通信機器を時計とし
て使用することは認めていません。
Ｑ２ 試験会場へ自動車で行ってもよいか。
・送迎も含め、自動車では絶対に来場しないでください。
・ただし、身体上の都合により、やむを得ず車での来場が必要な方は、受験申請書の備
考欄にその理由と配慮してほしい内容を記入してください。後日、連絡しますので、状
況を聞き取りした上で、可能な対応について検討します。
Ｑ３ 昼食はどうしたらよいか。
・試験当日は、日曜日であるため、大学の食堂や売店は営業していないので、各自昼食
を御用意ください。

【６ 合格発表】
Ｑ１ 合格発表日はいつか。
・令和２年１月１５日(水)午前１０時に発表します。
・合格者の受験番号を福岡県庁ホームページに掲載します。
・また、福岡県庁の薬務課と県保健福祉（環境）事務所に掲示します。
・市保健所には掲示しません。
・合格者には、合格通知書を郵送します。
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Ｑ２ 合格基準は。
・試験後１週間以内に、試験問題及び正答と合わせて福岡県庁ホームページにて公表す
る予定です。
Ｑ３ 自分の得点を知ることができるか。
・合格発表の令和２年１月１５日（水）から令和２年２月１４日（金）まで、総合得
点と試験項目別得点の簡易開示を行っています。
・簡易開示を希望する場合は、福岡県薬務課に出向いて直接申し出てください。
・受験者のほかに、法定代理人も開示請求することは可能です。
Ｑ４ 次の試験はいつか。
・試験は、年１回開催することとしております。来年度の試験日程は未定です。
Ｑ５ 試験問題は持ち帰ることができるか。
・持ち帰ることは可能です。ただし、試験開始６０分以内に途中退室した場合には、試
験問題を持ち帰ることはできません。
Ｑ６ 合格通知書が届かない。
・他の郵便物等に紛れていないか今一度ご確認ください。（Ａ４封筒サイズです。）
・合格発表から１０日経っても届かない場合は、福岡県薬務課（０９２－６４３－３２
８５）に問い合わせください。

【７ 販売従事登録】
Ｑ１ 試験合格後、販売従事登録申請はどのようにするのか。
・登録販売者として、従事する店舗の所在地又は配置区域を管轄する保健所に申請して
ください。
なお、福岡県外で従事する場合は、手続が異なるおそれがありますので、従事する店
舗の所在地等を管轄する都道府県庁にお問い合わせください。
・郵送による申請はできませんので、申請者本人が直接保健所窓口で申請してください。
Ｑ２ 登録販売者として従事する予定はないが、販売従事登録申請を行うことはできるか。
・販売従事登録申請は、登録販売者として従事しようとする場合に行わなければなりま
せんが、従事する予定がない場合は、申請することができません。
・販売従事登録申請には、従事する店舗開設者等との使用関係を示す書類を提出しなけ
ればなりませんので、あらかじめ使用関係を締結しておく必要があります。
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＜申請書等の配布場所等 一覧＞
○ 県の機関（配布・合格発表）
窓

口

住

保健医療介護部
薬務課 監視係

保
健
福
祉
（
環
境
）
事
務
所
（
分
庁
舎
を
除
く
。
）

○

（
総
務
企
画
課
企
画
指
導
係
）

所

電話番号
直通 092-643-3285
代表 092-651-1111
（内線 3114､3115）

福岡市博多区東公園 7-7
（福岡県庁２階北棟）

筑

紫

大野城市白木原 3-5-25
筑紫総合庁舎内

092-513-5610

粕

屋

糟屋郡粕屋町大字戸原 235-7

092-939-1529

糸

島

糸島市浦志 2-3-1
糸島総合庁舎内

092-322-5186

宗像・遠賀

宗像市東郷 1-2-1
宗像総合庁舎内

0940-36-2045

嘉穂・鞍手

飯塚市新立岩 8-1
飯塚総合庁舎内

0948-21-4876

田川市大字伊田 3292-2
田川総合庁舎内

0947-42-9313

北筑後

朝倉市甘木 2014-1
朝倉総合庁舎内

0946-22-4185

南筑後

柳川市三橋町今古賀 8-1
柳川総合庁舎内

0944-72-2111

京

行橋市中央 1-2-1
行橋総合庁舎内

0930-23-2379

田

川

築

保健所設置市の機関(配布のみ)
窓

口

住

北九州市保健所
（医務薬務課）

福
岡
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

所

電話番号

北九州市小倉北区馬借 1-7-1（４階）

093-522-8726

博多区

福岡市博多区博多駅前 2-19-24

092-419-1090

東

福岡市東区箱崎 2-54-27

092-645-1081

早良区

福岡市早良区百道 1-18-18

092-851-6567

西

区

福岡市西区内浜 1-4-7

092-895-7072

南

区

福岡市南区塩原 3-25-3

092-559-5115

中央区

福岡市中央区舞鶴 2-5-1

092-761-7325

城南区

福岡市城南区鳥飼 5-2-25

092-831-4208

大牟田市保健所
(保健衛生課)

大牟田市不知火町 1-5-1（２階）

0944-41-2669

久留米市保健所
(総務医薬課)

久留米市城南町 15-5

0942-30-9725

（
健
康
課
医
薬
務
係
）

区
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