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令和４年度登録販売者試験実施要領 
 

受験を希望する者は、本要領をよく読んだ上で受験手続を行うこと。 

また、登録販売者試験は各都道府県で実施しているので、在住地の都道府県で実施される登録販売者試

験を受験すること。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都道府県をまたいでの受験は控えること。 

詳しくは、「10 願書提出日時点で岩手県外に在住している者の受験について」を確認すること。 

 

 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（昭和35年法律第145号）第36

条の８第１項の規定により、令和４年度登録販売者試験を次のとおり実施する。 

 

１ 試験の日時及び場所 

(1) 日時 

令和４年８月31日(水) 午前10時30分～午後３時55分（受付開始予定 午前９時45分） 

(2) 場所 

   ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター（岩手県滝沢市砂込389番20） 

 

２ 試験項目、出題数及び配分時間 

試験項目 出題数 試験時間 

医薬品に共通する特性と基本的な知識 20 午前10時30分 

～午後０時30分 

（120分） 

主な医薬品とその作用 40 

人体の働きと医薬品 20 午後１時55分 

～午後３時55分 

（120分） 

薬事に関する法規と制度 20 

医薬品の適正使用と安全対策 20 

合 計 120 240分 

 

３ 受験手続 

(1) 提出書類 

ア 登録販売者試験願書 

イ 登録販売者試験写真票 

出願前３か月以内に撮影した正面、上半身、脱帽で、縦４㎝×横３㎝のものを写真票に貼付する

こと。 

なお、デジタル写真の場合は、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること。 

○提出書類の記載上の注意 

１ 消せるボールペン等は使用しないこと。 

２ 修正液、修正テープ等は使用しないこと。間違えた文字は二重線で消して、正しく書き直す

こと。 

３ 願書と写真票は、それぞれ片面印刷とすること。（両面印刷は不可。） 

４ 願書と写真票に記載する内容に相違がないことを確認すること。（特に電話番号等） 

５ 写真がはがれないようにしっかりと糊付けすること。（セロハンテープは使用しないこと。） 
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(2) 受験手数料 

   １７，６００円（相当額の岩手県収入証紙を願書に貼付し、消印しないこと。） 

ア 県内収入証紙販売所 

岩手県ホームページ ›県政情報 ›各種手続›収入証紙 ›収入証紙販売所一覧 

イ 県外からの岩手県収入証紙の購入の仕方 

岩手県ホームページ ›県政情報 ›各種手続›収入証紙 ›県外からの岩手県収入証紙の購入に 

ついて 

※ 国が発行する『収入印紙』を貼付した場合は、受験願書を受理できないので注意すること。 

※ 受験手数料は、受験願書を受理した後は、いかなる理由があっても返還しない。 

 

(3) 願書受付期間及び時間 

受付期間：令和４年６月15日(水)から令和４年６月28日(火)まで 

受付時間：午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで（ただし、土日祝日を除く。） 

 

【郵送で提出する場合の注意事項】 

角型２号の封筒（Ａ４サイズの書類が折らずに入る封筒）に提出書類を同封のうえ、封筒の表に

「登録販売者試験願書在中」と朱書きし、郵便局から簡易書留で郵送すること。郵便追跡サービス

により、願書の配達完了の確認ができないものについて、岩手県は一切の責任を負わない。また、

到着確認の問い合わせには一切答えない。 

なお、令和４年６月 28 日の消印のあるものまでを有効とする。また、受付期間前に提出された

ものは返却する。 

 

【願書の提出先】 

ア 願書提出日時点で岩手県内に在住している者：在住地を所管する岩手県保健所 

※ ５ページ目「『願書提出日時点で岩手県内に在住している者』の願書提出先一覧」を 

参考のこと。 

イ 願書提出日時点で岩手県外に在住している者：岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当 

（〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1） 

※ 岩手県保健所への提出は不可であること。 

 

４ 願書の提出後に住所に変更があった場合の手続き 

願書に記載した住所に変更が生じた場合は、受験者の責任において、郵便局へ転居届を提出する等の

対応を行うこと。 

なお、受験票及び合格通知書の送付先は、願書に記載された住所のとおりとする。 

 

５ 受験票の交付 

願書を受理した場合は、令和４年８月 23 日(火)までに到着するように願書に記載した住所宛てに受

験票を郵送する。この日を過ぎても受験票が届かない場合は、岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当に

問い合わせること。 

＜受験票未着に関する問い合わせ先＞ 

岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当  Tel 019-629-5467 

（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで。ただし、土日祝日を除く。） 
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６ 合格基準 

  原則として、総得点の７割以上であってかつ各項目の得点が４割以上とする。 

 

７ 合格発表日時及び場所 

(1) 日時 

   令和４年10月４日(火) 午前10時（予定） 

   （ただし、岩手県公式ホームページへの掲示は正午頃の予定） 

(2) 場所 

合格者番号を、岩手県庁前の掲示板及び岩手県公式ホームページに掲示する。 

合格者には後日、健康国保課から合格通知書を送付する。郵便追跡サービスにより、願書に記載の

住所への配達完了の確認ができたものに関しては、岩手県は一切の責任を負わない。 

なお、電話による合否判定については一切答えない。 

 

８ 個人の科目別得点の開示請求 

受験者本人の申出により、合格発表後、試験結果について口頭による開示請求ができる。 

(1) 請求の期間 令和４年10月４日(火)から令和４年11月４日(金)まで 

祝日を除く月曜日から金曜日、午前９時から正午、午後１時から午後５時まで 

（ただし令和４年10月４日は午前10時から） 

(2) 開示場所  岩手県庁１階の行政情報センター 

(3) その他   本人であることを確認するため、受験票と運転免許証又は旅券等の本人の写真が貼付

された書類を提示すること。 

 

９ 新型コロナウイルス感染症等への対応について 

※ 本注意事項は、公示日現在の状況に基づいたものである。感染状況により内容が一部変更にな

る可能性があるため、適宜岩手県庁ホームページの登録販売者試験に関するページを確認し、最

新情報を把握すること。 

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の事項を厳守すること。 

① 試験会場では、マスクを正しく着用すること。未着用の場合は入場を認めない。 

② 試験日時点で新型コロナウイルス感染症に罹患し、入院中、宿泊療養中・自宅療養中の者は、受

験を認めない。 

③ 保健所又は検疫所の指示により、試験日時点で自宅等での待機を要請されている濃厚接触者等に

該当する者は、他の受験者への感染の恐れがあるため、受験を控えること。 

④ 試験会場で検温を実施する。発熱等が確認された場合は受験を認めない。 

(2) 受験手数料は、受験願書を受理した後は、いかなる理由があっても返還しない。 

(3) 受験者が必要以上に密集することを避けるため、勤務及び就労に本資格が必要でない者は、来年度

以降の受験を検討すること。 

(4) 新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ（COCOA）のインストールに協力すること。 

(5) 試験会場の管理者からの求めにより、受験者の氏名及び連絡先を提出する場合がある。また、試験

会場から新型コロナウイルスへの感染者が確認された場合、管轄する保健所へ氏名、連絡先等につい

て情報提供をする場合がある。 

(6) 新型コロナウイルス感染症の流行や災害発生等の影響により、試験を延期又は中止する可能性があ

る。その場合、受験者への個別連絡は行わず、岩手県庁ホームページの登録販売者試験に関するペー

ジに掲載する。 
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10 願書提出日時点で岩手県外に在住している者の受験について 

(1) 登録販売者試験は各都道府県で実施しているので、在住している都道府県で実施される登録販売者

試験を受験すること。新型コロナウイルスによる感染防止のため、都道府県をまたいでの受験は控え

ること。 

(2) 事情により、岩手県外に在住している者が岩手県登録販売者試験の受験を希望する場合には、次の

事項を理解了承の上、受験手続を行うこと。なお、受験手続を行った場合は、本要領を理解し、本要

領による取り扱いについて了承したものとみなす。 

① 新型コロナウイルスによる感染防止のため、上限を設けて受け入れを行う。 

② 願書受理可能人数の上限に達した場合は、受付期間であっても、その段階で岩手県外に在住して

いる者からの願書受付を締め切る。 

③ ②の場合において、願書受付締め切り後に提出された等の理由により受理できなかった願書につ

いては、そのまま返送する。その際、受験料の返金対応ができない場合がある。 

④ 岩手県における新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、岩手県外に在住している者の

受験を断る場合がある。その場合、岩手県庁ホームページの登録販売者試験に関するページに掲載

する。 

(3) 岩手県外に在住している者の願書受付を締め切った場合は、その旨を岩手県庁ホームページの登

録販売者試験に関するページに掲載する。 

 

11 その他 

(1) 受験に必要な携行品については、受験票により通知する。 

(2) 受験者は必要に応じ腕時計等を持参すること。ただし、携帯電話等の電子機器（ウェアラブル端末

を含む。）を時計として使用することは禁止する。 

(3) 試験中は携帯電話等の電子機器（ウェアラブル端末を含む。）の使用を禁止する。なお、試験中に電

子機器の使用を発見した場合は、不正行為とみなし受験を停止とする。 

(4) 試験会場の空調設定は全館一律のため、個人で調整できる服装及び羽織等を準備すること。 

(5) 受験者は、試験当日、午前９時45分から午前10時までに試験会場に集合し、受付を済ませること。

なお、天候の悪化等により交通が混雑する場合があるため、余裕を持って試験会場に集合すること。 

(6) 自家用車での来場も可能であるが、受験会場の混雑が予想されるため、できるだけ公共交通機関を

利用すること。なお、自家用車で来場する際には場内の係員の指示に従うこと。 

(7) 昼食は各自持参すること。なお、ごみは持ち帰ること。 

(8) 受験票及び合格通知書に記載する漢字は、JIS第２水準までを使用する。 

(9) その他不明な事項については、最寄りの岩手県保健所又は岩手県保健福祉部健康国保課に問い合わ

せること。 
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『願書提出日時点で岩手県内に在住している者』の願書提出先一覧 

住所地市町村 提出先保健所 住 所 電話番号 

盛岡市・八幡平市・滝沢市・葛巻町・

岩手町・雫石町・矢巾町・紫波町 
県央保健所環境衛生課 

〒020-0023 

盛岡市内丸11-1 
019-629-6583 

花巻市・遠野市・北上市・西和賀町 中部保健所環境衛生課 
〒025-0075 

花巻市花城町1-41 
0198-41-3276 

奥州市・金ケ崎町 奥州保健所環境衛生課 
〒023-0053 

奥州市水沢大手町5-5 
0197-48-2423 

一関市・平泉町 一関保健所環境衛生課 
〒021-8503 

一関市竹山町7-5 
0191-34-4691 

大船渡市・陸前高田市・住田町 大船渡保健所環境衛生課 
〒022-8502 

大船渡市猪川町字前田6-1 
0192-27-9923 

釜石市・大槌町 釜石保健所環境衛生課 
〒026-0043 

釜石市新町6-50 
0193-27-5523 

宮古市・岩泉町・山田町・田野畑村 宮古保健所環境衛生課 
〒027-0072 

宮古市五月町1-20 
0193-64-2218 

久慈市・洋野町・野田村・普代村 久慈保健所環境衛生課 
〒028-8042 

久慈市八日町1-1 
0194-66-9681 

二戸市・軽米町・一戸町・九戸村 二戸保健所環境衛生課 
〒028-6103 

二戸市石切所字荷渡6-3 
0195-23-9219 

 


