
（令和４年７月７日(木) 一部変更） 

 

 

 

 

 

令和４年愛媛県登録販売者試験 

受験案内 
 

（ 試験実施日： 令和４年１１月８日（火） ） 

  

 

※新型コロナウイルス感染防止のため、愛媛県内に居住の方の申請の

み受け付けます。 

 

１ 受験申請書受付期間 

令和４年８月９日（火）から ２３日（火） まで 

（土・日・祝日を除く。） 

受付時間：８時３０分～１７時１５分 

 

２ 提出先 （試験に関する問い合わせ先） 

住所地を管轄する保健所企画課医療対策係（グループ） 

（松山市の区域にあっては、中予保健所） 
※保健所所在地及び電話番号等は、別表を参照してください。 

 



 

 

別表 

提出先・問い合わせ先 

四国中央保健所 

企画課 

所在地 四国中央市三島宮川４－６－５５ 

電話番号 0896-23-3360㈹（内線 105） 

ＦＡＸ番号 0896-28-1043 

西条保健所 

企画課 

所在地 西条市喜多川７９６－１ 

電話番号 0897-56-1300㈹（内線 314） 

ＦＡＸ番号 0897-56-3848 

今治保健所 

企画課 

所在地 今治市旭町１－４－９ 

電話番号 0898-23-2500㈹(内線 258) 

ＦＡＸ番号 0898-23-2531 

中予保健所 

企画課 

所在地 松山市北持田町１３２ 

電話番号 
089-909-8755（直通） 

089-941-1111㈹（内線 257） 

ＦＡＸ番号 089-931-8455 

八幡浜保健所 

企画課 

所在地 八幡浜市北浜１－３－３７ 

電話番号 0894-22-4111㈹（内線 279） 

ＦＡＸ番号 0894-22-0631 

宇和島保健所 

企画課 

所在地 宇和島市天神町７－１ 

電話番号 0895-22-5211㈹（内線 255） 

ＦＡＸ番号 0895-24-6806 

 

その他の問い合わせ（障がいのある方、受験票に関すること等） 

愛媛県 

薬務衛生課 

薬事係 

所在地 松山市一番町四丁目４－２ 

電話番号 089-912-2391 

ＦＡＸ番号 089-912-2389 
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【新型コロナウイルス感染症対策について】 
※新型コロナウイルス感染防止のため、愛媛県内に居住の方の申請のみ受け付けま

す。 

※こまめな手洗い、咳エチケットをお願いします。 

※試験当日は、原則マスク着用のうえ、受験してください。 

※次の事項に該当する方については、受験をご遠慮ください。 

ア 風邪の症状、発熱、倦怠感（強いだるさ）、呼吸困難（息苦しさ）などの症状がある

方。 

イ 新型コロナウイルスの感染者の(疑いのある)方、濃厚接触者の(疑いのある)方。 

※試験当日の朝に必ず体温を測定し、あらかじめ受験票に記入のうえ、来場してくださ

い。 

※新型コロナウイルス感染症対策については、国等の発表に応じ、随時変更の可能性

があります。 

 

 

１ 試験の日時等 
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、試験が延期又は中止になることがありま

す。試験の実施に関して何らかの変更が生じた場合は、ホームページを随時更新して

お知らせしますので、定期的にご確認ください。試験の実施が困難な状況と判断し、試

験の延期又は中止等をする場合、出願者への個別連絡は行いませんので、ご留意くだ

さい。 

 

（１）試験の日時 

令和４年１１月８日（火）１０：００開始 

試験会場には、９：００から入室できます。 

※試験に際しての説明等がありますので、午前の試験については９：３０までに、午後

の試験については１３：２０までに試験会場に入室して着席してください。 

 

（２）試験の時間割及び科目 

    

 

（３）出題形式及び試験方法 

マークシート方式による筆記試験を行います。 

  

   時   間  事     項 問題数 

午前の部 10:00～12:00 

（１２０分） 

医薬品に共通する特性と基本的な知識 

人体の働きと医薬品 

薬事に関する法規と制度 

２０問 

２０問 

２０問 

 12:00～13:30 休    憩  

午後の部 13:30～15:30 

（１２０分） 

主な医薬品とその作用 

医薬品の適正使用・安全対策 

４０問 

２０問 
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（４）試験日に会場に持参するもの  

①受験票 

②HBの黒鉛筆 

③消しゴム（プラスチック製） 

④写真付の身分証明書（申請窓口において本人確認を受けていない方） 

※試験会場には時計がないため、必要な方は腕時計を持参してください。（翻訳・計算等

多機能付きの時計やスマートウォッチは不可） 

※試験時間中は、携帯電話等の無線通信機器類の使用を禁止しますので、携帯電話・

スマートフォン等を時計として使用することはできません。 

 

２ 試験の会場 

会 場：愛媛国際貿易センター（アイテムえひめ） 

所在地：愛媛県松山市大可賀二丁目１番 28号 

※受験申込者が多数の場合は、他の会場においても実施することがあります。 

※当日の試験会場は受験票（ハガキ）でお知らせします。 

※自動車により試験会場に来場する場合は、立体駐車場（有料）又は臨時駐車場

（無料）に駐車し、近隣店舗等には駐車しないでください。 

※指定された試験会場の変更はできません。 

※この試験に関して、試験会場への直接の問合せはしないでください。 

※休憩時間に試験会場内で飲食を行うことは可能ですが、ゴミは各自で必ず持ち帰っ

てください。 

 

 
【公共交通機関】 

 電車 伊予鉄高浜線「山西駅」から徒歩約 20分（約 1.5km） 

 バス 伊予鉄バス「アイテムえひめ前」下車 

 ※ＪＲ松山駅から直行の公共交通機関はありません。 

 ※バスは便数が少ないため、ご注意ください。 

 

 

至 伊予鉄道「山西駅」→ 
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３ 受験申請書受付期間 
令和４年８月９日（火）から ２３日（火） まで 

 

４ 申請方法 
受験申請書に受験手数料（愛媛県収入証紙１５，０００円分）を添えて申請してくださ

い。申請時に納付された受験手数料は、いかなる場合でも返還できません。 

受験申請書は愛媛県が定める様式（第２号様式）によるものに限り受付けます。 

申請書は記載要領（６ページ）をよく読んだうえでご記入ください。 

※新型コロナウイルス感染防止のため、愛媛県内に居住の方の申請のみ受け付けま

す。 

 
・受験申請書の提出先 

住所地を管轄する保健所（松山市にあっては、中予保健所）企画課医療対策係

（医療対策グループ）（「提出先・問い合わせ先」参照）に提出してください。その際、

不正な手段による受験を防止するため、申請窓口において、自動車運転免許証等

の写真付の身分証明書を提示し、本人である旨の確認を受けてください。 

 

※原則、郵送や、代理の方による申請書の提出は受付けできません。受験者本人

の提出が難しい場合は、問い合わせ先までご相談ください。 

※愛媛県収入証紙の購入場所（愛媛県収入証紙売りさばき所）は、愛媛県のホーム

ページ（https://www.pref.ehime.jp/e60100/kaikeisidou/25-5-7shousi.html）を参照

してください。 

※愛媛県収入証紙は、各保健所内の愛媛県食品衛生協会でも購入できます。 

 

５ 身体に障がいのある方の受験について 
視覚、聴覚、音声機能、言語機能等身体に障がいがある方で、受験を希望される方

は、令和４年８月２３日（火）までに愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課薬事係

（「提出先・問い合わせ先」参照）に申し出てください。 

 

６ 受験票の送付 
受験を認めた場合は、１０月中旬を目途に受験票（ハガキ）を受験申請書記載の住所

あてに郵送します。 

※試験日の２週間前（令和４年１０月２５日（火））までに届かない場合は、愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課薬事係（「提出先・問い合わせ先」参照）まで連絡して

ください。 

※受験票を受領の際には、氏名等に誤字、脱字等がないか必ず確認してください。氏

名等に誤字、脱字等があった場合は、愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

薬事係（「提出先・問い合わせ先」参照）まで連絡してください。 

※受験票は、大切に保管し、試験当日に必ず持参してください。 

 

７ 合格発表 
令和４年１２月１６日（金）に愛媛県のホームページ等で合格者の受験番号を公示する

とともに、合格者に対しては、合格通知書を郵送します。 

※合格通知書は、販売従事登録に必要な書類ですので、大切に保管してください。 

※電話等による合否の問い合わせにはお答えしません。 
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８ 登録販売者試験受験申請書 
（１）入手方法 

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、受験案内や申請書等の入手につい

て、できる限り窓口への来所は控え、①インターネットからのダウンロード、③郵送で

の請求をお願いします。 
 

①愛媛県ホームページよりダウンロードする。 

   ＵＲＬ：https://www.pref.ehime.jp/h25300/tourokuhanbai/jyukenannai.html 

②各保健所企画課医療対策係又は愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課の窓口

で受取る。（窓口は「提出先・問い合わせ先」参照） 

③郵送にて請求する。 

  申請書の郵送を希望される場合、請求する封筒の表書きには「登録販売者試験申請

書○部請求」（○印に必要部数を記入）と朱書し、封筒の裏には、住所、氏名及び連絡

先電話番号をはっきりと書いて返信用封筒（角型２号の封筒に切手を貼付したもの）を

同封のうえ、愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課宛てに送付する。 

※返信用封筒の切手は、１部請求する場合、１４０円となります。複数請求される場合 

や、速達など特別郵便を希望される場合は、それに応じた金額を貼付ください。 

 

（２）記入例等 

①登録販売者試験受験申請書記入例   （５ページ） 

②登録販売者試験受験申請書記載要領（６ページ） 

 

（３）様 式 

〇登録販売者試験受験申請書 （第２号様式） 
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第２号様式（第５条関係） 登録販売者試験受験申請書           記 入 例 

 

 受験番号 
※ 

 受験場所 
※ 

 出欠確認 
※ 

 

登録販売者試験受験申請書 
令和４年８月９日 

 
 
愛媛県知事 中村 時広 様 

 
 
 
 
 
               (フリガナ)  エヒメ  タロウ 

          申請者 氏 名 愛媛 太郎 
 

写真貼付欄 
 

 
申請前６月以内
に正面から撮影
した無帽の上半
身像で、縦 45
ミリメートル、
横 35 ミリメー
トルのもの 

令和４年８月９日 
撮影 

本籍地都道府県
名（日本国籍を有
していない者につ
いては、国籍） 

愛媛県 

住 所 
郵便番号 ７９０－８５７０ 

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

連 絡 先 
勤務先 ドラッグストアみきゃん 

電話番号（０８９）９１２－２３９０ 

生 年 月 日 昭和５０年１月１日生 性  別 男・女 

 

愛媛県収入証紙貼付欄 
（消印は、しないこと。） 

受  付  印 

 

注意事項 

１ ※の欄は、記入しないこと。 

２ 性別の欄は、該当するものを○で囲むこと。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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登録販売者試験受験申請書記載要領 

 
項目 注意事項 

申請者氏名 ①戸籍に記載されている文字を使用し、必ずフリガナを付してく

ださい。 

②姓と名の間に一文字分空白を入れてください。 

③日本国籍を有しない方については、外国人登録原票に記載され

ている氏名を使用してください。 

写真貼付欄 ①申請前６ヵ月以内に正面から撮影した無帽の上半身像で、縦４

５ｍｍ×横３５ｍｍの写真を使用し、剥がれないようしっかり

のり付けしてください。 

②のり付けする前に必ず写真の裏面にボールペン等で氏名を記入

してください。 

③写真を撮影した日付を記入してください。 

本籍地都道府県名 ①戸籍に記載されている本籍地の都道府県名のみを記入してくだ

さい。 

②日本国籍を有しない方については、外国人登録原票に記載され

ている国籍を記入してください。 

住所 ①必ず、市（区）町村名、字、番地（マンションの名称、室名）、

○○様方まで正確に記入してください。 

②受験票及び合格通知等はこの住所に郵送しますので、記入が不

正確だと郵便物が届かず、受験できない場合があります。ま

た、郵便番号も必ず記入してください。 

連絡先 ①平日（月曜日から金曜日）の８時３０分～１７時１５分に連絡

が可能な電話番号を記入してください。（携帯・勤務先等） 

②勤務先を指定する場合は、勤務先の名称、部署等も記入してく

ださい。 

③連絡がとれない場合、申請書の不備とみなされ、受験が認めら

れないことがありますので、ご注意下さい。 

生年月日 ①受験者の生年月日を記入してください。 

②日本国籍を有する方は、和暦（大正、昭和、平成）で年月日を

記入してください。 

③日本国籍を有しない方については、西暦で記入してください。 

性別 ①該当する項目を○で囲んでください。 

収入証紙貼付欄 ①愛媛県収入証紙売りさばき所（各保健所内の愛媛県食品衛生協

会等）にて１５，０００円分の愛媛県収入証紙を購入し、剥が

れないようしっかりのり付けしてください。 

②受験手数料に過不足がないよう、また、印紙等と間違わないよ

うに注意してください。 

 


