






表面 

基本データに関する記入上の注意事項 

 ＊ 学校教職員の職は学校長での記入をお願い致します。 

 (1) Ｅ 地区別コード（支部コード） 

    県薬で割り当てられたコードがある場合に、ご記入ください。 

 (2)１－２の設問「本校では体育・保健体育科、特別活動等で医薬品に関する内容の取扱い」について 

学校薬剤師が関与した・しないにかかわらず、授業等で医薬品に関して取り扱った場合は 

① はい をマークしてください。 

  (3)２－３の設問「学校環境衛生基準に基づく定期検査への学校薬剤師の関与」について 

    試料のサンプリングや検査に関して指導・助言を行った場合も関与したとみなします。       

① すべての検査に関与した をマークしてください。 

 

裏面 

教室等の環境検査（換気及び保温等）に関する記入上の注意事項 

  [改訂版]学校環境衛生管理マニュアル（平成22年３月文部科学省発行）、新訂「学校環境衛生基準」解説  

（2010 日本学校薬剤師会編集)及び別添の表等を参考に、記入もれや間違いがないよう記入してください。 

(1) Ａ・Ｄ・Ｅの設問はすべての学校で必ず記入してください。 

  Ａ：換気及び保温等に関する検査項目のうち、二酸化炭素、温度及び相対湿度の３項目は、すべての学

校で検査することが「学校環境衛生基準」に定められています。 

  Ｄ：換気及び保温等に関する検査結果の適合状況、指導・助言及び記録の保存の状況について記入し 

てください。 

  Ｅ：学校における日常点検の実施状況について記入してください。 

(2) Ｂの設問は、暖房や冷房等に「温度・湿度又は流量を調節する設備」を使用しているすべての学校で必

ず記入してください。 

「温度・湿度又は流量を調節する設備」の一例 

① エアコン（暖房）・エアコン（冷房） 

② エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット 

③ 電気ファンヒーター・ガスファンヒーター・石油ファンヒーター  

④ 全熱交換器付き換気扇 等 

(3) Ｃの設問は、暖房の他、理科室や調理室等において「燃焼器具」を使用しているすべての学校で必ず記

入してください。 

「燃焼器具」の一例 

 ① ガスファンヒーター・石油ファンヒーター 

 ② ガスストーブ・石油ストーブ・薪ストーブ・木質ペレットストーブ 

 ③ ガスバーナー（理科室）・ガス釜（調理室） 等 



別添 

設問 検査項目 方法１ 方法2 測定器・測定方法等 メーカー・製品の例 

A-2 二酸化炭素 

○  ① 検知器（検知管） ガステック・光明理化学 

 

○ 
② 非分散型赤外線ガス分析計 

  （ＮＤＩＲ）  

ZRC-6(富士電機) 

CO2モニターRT-50A1(リオン) 

CO2センサーMB-525 

  ③ その他  

A-4 温度 

○  ① アスマン通風乾湿計 柴田科学・クリマテック・第一科学 

 
○ 

② 熱電対や測温抵抗体、 

サーミスタ利用の温度計 

デジタル温湿度計 

WGT-10・TAZ140A(リオン) 

  
③ その他 

アウグスト乾湿温度計 

温・湿度計HN-CH（リオン） 

A-6 相対湿度 

○  ① アスマン通風乾湿計 柴田科学・クリマテック・第一科学 

 ○ ② 電気抵抗湿度計  温湿度計HP22-301(ロトロニック) 

 ○ ③ 静電容量式湿度計 温・湿度計HN-CH（リオン） 

  ④ その他 アウグスト乾湿温度計 

B-3 浮遊粉じん 
○ 

 ① 質量による方法 

（Low-Volume Air Sampler 法） 

 

○  ② 相対濃度計による方法 デジタル粉じん計LD-3C 

B-5 気流 

○  ① カタ温度計 ヤガミ・安藤計量器製工所 

○  ② 微風速計 WGT-10(HARIO) 

  ③ その他  

C-3 一酸化炭素 

○  ① 検知管法 ガステック・光明理化学 

 
○ ② 定電位電解法 

新コスモス電機・富士電機(ZSA3) 

KCS-7(光明理化学)・矢崎 

  ③ その他 理研計器CO モニター CO-01) 

C-5 二酸化窒素 

○  ① ザルツマン法 エコチェッカーNO2 

 ○ ② 化学発光法  

  ③ 試験紙光電光度法 FP-30B（リオン） 

  ④ 検知管法 ドジチューブ（ガステック） 

  ⑤ その他 フィルターバッチ法 

注）方法１：基準に定められた方法  方法２：同等以上の方法 



記 

 

１．提 出 期 限 平成２６年 ８月 末日 

２．調査票送付枚数 学校基本調査による都道府県学校数分を送付します。 

不足する場合は日薬事務局まで、お申し出ください。 

３．集計結果報告 集計作業終了後、報告書を作成するとともに、CD-ROM にて報告

いたします。 

４．お 願 い 事 項 

  （１）各支部への調査票配布の際、別紙の「マークシート用紙の取り扱い、記入上の 

 ご注意及び地区別コード」を添付いただきますようお願いいたします。 

  （２）調査用紙回収後、貴会において調査用紙の修正等をお願いいたします。特に、 

 基本データ（学校設置区分、学校の種類、児童生徒数、都道府県コード、 

地区別コード）の記入漏れがないかご確認ください。 

  （３）回収された調査票は、以下のところにお送りください。 

  

〒112-0002 東京都文京区小石川 1－3－7 

 勝美印刷（株）メディア事業部 宛 

          TEL：03-3812-5203 

  （４）調査票（用紙）の原本は返却いたしません。 
貴会にてご入用の場合は、あらかじめ複写等をお願いいたします。 

 
５．その他 
  （１）本調査に関し、文部科学省への協力要請はしておりません。 
  （２）お問い合わせ 日本薬剤師会学校薬剤師部会事務局 
  TEL：03-3353-1192 FAX：03-3353-6270 

 
◆備考◆ 

1．本年度調査いただく内容は、前年度に実施されたことについての報告です。 
    （本年度これから実施される内容についての調査ではありません。) 

2．今後の予定 
     ・集計作業・・・・・・・・・・・・・～9 月 
     ・統計結果についての協議・・・・・・10～11 月 
     ・調査報告書についての協議・・・・・11～12 月 
     ・日本薬剤師会雑誌へ調査結果掲載・・27 年 6 月 
     ・調査報告書別紙作成、送付・・・・・27 年 4 月 



学校薬剤師の皆様へ                  
公益社団法人日本薬剤師会 

 
マ ー ク シ ー ト 用 紙 の 取 扱 い 、 記 入 上 の ご 注 意 

  
全国学校保健調査にご協力いただきまして、誠に有難うございます。 

 日常業務のお忙しい中ご協力をいただきますので、調査用紙の取扱いによる無効をなく

すために、次の点にご留意していただきたく存じます。 
 

マークシートは機械で集計するため、汚れ、キズ、記入漏れ等の不備があると集計され

ません。 

１．記入は必ず HBの黒鉛筆で、枠内を正確に塗りつぶしてください。 

２．訂正する場合は、消しゴムできれいに消してください。 

３．調査用紙を汚したり、折り曲げたり、穴を開けたりしないでください。 

４．調査用紙をクリップやホチキスで留めないでください。 

５．基本データ（学校設置区分、学校の種類、児童生徒数、都道府県コード、 

※地区別コード）を漏れなく記入してください。漏れがあると無効になります。 

 

 都道府県コード  

 
01 北海道 09 栃木 17 石川 25 滋賀 33 岡山 41 佐賀 

02 青森 10 群馬 18 福井 26 京都 34 広島 42 長崎 

03 岩手 11 埼玉 19 山梨 27  大阪 35 山口 43 熊本 

04 宮城 12 千葉 20 長野 28 兵庫 36 徳島 44 大分 

05 秋田 13 東京 21 岐阜 29 奈良 37 香川 45 宮崎 

06 山形 14 神奈川 22 静岡 30 和歌山 38 愛媛 46 鹿児島 

07 福島 15 新潟 23 愛知 31 鳥取 39 高知 47 沖縄 

08 茨城 16 富山 24 三重 32 島根 40 福岡  

 

 調査票の活用  

調査用紙の回収後集計を行い、以下のように有効活用しております。 

  ① 文部科学省、都道府県教育委員会 等関係各方面に報告書を配布 

② 都道府県薬剤師会（学校薬剤師会）に集計結果データと報告書を送付 

③ 日本薬剤師会雑誌及び日薬ＨＰに報告書を掲載 

④ 日本薬剤師会学術大会での発表 

⑤ ラジオ NIKKEI「薬学の時間」学薬アワーで放送 



【全国学校保健調査でのエラーが多かった項目（基本調査に限る）】 
 
   学校薬剤師の氏名記入漏れ      データエラーにはなりませんが問い合わせ 
   教職員の職名・氏名記入漏れ     が出来ません。 
 
基本データ（ここにミスがあるとエラーになり集計から除外されます）    

学校設置区分 記入なし       判らない時には、学校に確認してください。 
     〃    ひとつ以上にマーク  間違えてマークした時はきれいに消してく

ださい。 
   学校の種類  ひとつ以上にマーク  併設の場合はそれぞれに１枚になります。  
                     学校薬剤師が一人でも、文部科学省では別 
                     にカウントしています。 
   児童生徒数  エラー例：３４５ ① 上から塗りつぶす（ゼロのマークはない） 
                     千の位：３にマーク 
                     百の位：４にマーク 
                     十の位：５にマーク 
                     一の位：記入なし  

② 同じ位を塗りつぶす 
千の位：３、４、５、にそれぞれマーク 
百の位： 
十の位：   記入なし 
一の位：  

          エラー例：３０５ ① ゼロにマークがない 
                     千の位：記入なし 
                     百の位：３にマーク 
                     十の位：記入なし 
                     一の位：５にマーク 
   
   都道府県コード 記載なしあるいは位の一列に二つを記入  
   マークの仕方が不適切  
          
      
        正しいマーク 
 
 

● ― 
 

・ 



県コード（県名） 支部コード（支部名） 県コード（県名） 支部コード（支部名） 

23 愛知県 01 千種 23 愛知県 24 瀬戸旭 

23 愛知県 02 東 23 愛知県 25 豊明愛知 

23 愛知県 03 北 23 愛知県 26 小牧 

23 愛知県 04 西 23 愛知県 27 春日井 

23 愛知県 05 中村 23 愛知県 28 西春 

23 愛知県 06 中 23 愛知県 29 一宮 

23 愛知県 07 昭和 23 愛知県 30 稲沢 

23 愛知県 08 瑞穂 23 愛知県 31 津島海部 

23 愛知県 09 熱田 23 愛知県 32 尾北 

23 愛知県 10 中川 23 愛知県 33 碧南高浜 

23 愛知県 11 港 23 愛知県 34 西尾幡豆 

23 愛知県 12 南 23 愛知県 35 岡崎 

23 愛知県 13 守山 23 愛知県 36 豊田西加茂 

23 愛知県 14 緑 23 愛知県 38 蒲郡 

23 愛知県 15 名東 23 愛知県 39 豊橋 

23 愛知県 16 天白 23 愛知県 40 豊川 

23 愛知県 17 県職薬 23 愛知県 41 渥美 

23 愛知県 18 名市勤務 23 愛知県 42 新城 

23 愛知県 19 名市大 23 愛知県 44 女子勤務 

23 愛知県 20 名城大 23 愛知県 45 刈谷 

23 愛知県 21 知多 23 愛知県 46 安城 

23 愛知県 22 西知多 23 愛知県 47 特定区分薬剤師会 

23 愛知県 23 美浜南知多     

        

    

県コード（県名） 支部コード（支部名） 県コード（県名） 支部コード（支部名） 

24 三重県 01 桑名 24 三重県 07 志摩 

24 三重県 02 四日市 24 三重県 08 紀北 

24 三重県 03 鈴鹿 24 三重県 09 紀南 

24 三重県 04 津 24 三重県 10 伊賀 

24 三重県 05 松阪 24 三重県 11 病診 

24 三重県 06 伊勢 24 三重県 12 保衛 

    24 三重県 13 勤務薬剤師 

        



都道府県別支部コード

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		01　北海道		01　札幌		01　北海道		11　室蘭

		01　北海道		02　小樽		01　北海道		12　北見

		01　北海道		03　函館		01　北海道		13　網走

		01　北海道		04　旭川		01　北海道		14　日高

		01　北海道		05　南空知		01　北海道		15　苫小牧

		01　北海道		07　北空知		01　北海道		16　後志

		01　北海道		08　釧路		01　北海道		17　遠軽

		01　北海道		09　十勝		01　北海道		18　稚内

		01　北海道		10　夕張		01　北海道		19　留萌

		　		　		01　北海道		20　根室

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		02　青森県		01　青森		02　青森県		04　西北五

		02　青森県		02　むつ下北		02　青森県		05　八戸

		02　青森県		03　弘前		02　青森県		06　上十三

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		03　岩手県		01　盛岡		03　岩手県		06　気仙

		03　岩手県		02　花巻		03　岩手県		08　釜石

		03　岩手県		03　北上		03　岩手県		09　宮古

		03　岩手県		04　奥州		03　岩手県		10　久慈

		03　岩手県		05　一関		03　岩手県		11　二戸

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		04　宮城県		01　青葉第一		04　宮城県		10　塩釜

		04　宮城県		02　青葉第二		04　宮城県		11　黒川

		04　宮城県		03　青葉第三		04　宮城県		12　石巻

		04　宮城県		04　宮城野		04　宮城県		13　大崎

		04　宮城県		05　若林		04　宮城県		14　気仙沼

		04　宮城県		06　太白		04　宮城県		15　栗原

		04　宮城県		07　泉		04　宮城県		16　登米

		04　宮城県		08　仙南		04　宮城県		17　職域

		04　宮城県		09　岩沼		04　宮城県		25　賛助

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		05　秋田県		01　鹿角		05　秋田県		06　秋田

		05　秋田県		02　大館		05　秋田県		07　本荘

		05　秋田県		03　能代		05　秋田県		08　大曲

		05　秋田県		04　男鹿		05　秋田県		09　横手

		05　秋田県		05　南秋		05　秋田県		10　湯沢

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		06　山形県		01　山形		06　山形県		06　新庄・最上

		06　山形県		02　上山		06　山形県		07　酒田

		06　山形県		03　天童・東村山		06　山形県		08　鶴岡

		06　山形県		04　寒河江・西村山		06　山形県		09　南陽・東置賜

		06　山形県		05　北村山		06　山形県		10　長井・西置賜

		　		　		06　山形県		11　米沢

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		07　福島県		01　福島		07　福島県		14　相馬

		07　福島県		02　伊達		07　福島県		15　双葉

		07　福島県		03　二本松		07　福島県		16　平

		07　福島県		04　郡山		07　福島県		17　内郷

		07　福島県		05　田村		07　福島県		18　四倉

		07　福島県		06　須賀川		07　福島県		19　常磐

		07　福島県		07　石川		07　福島県		20　小名浜

		07　福島県		08　白河		07　福島県		21　勿来

		07　福島県		10　会津		07　福島県		22　県職

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		08　茨城県		01　水戸		08　茨城県		11　牛久

		08　茨城県		02　笠間		08　茨城県		12　土浦

		08　茨城県		03　ひたちなか		08　茨城県		13　石岡

		08　茨城県		04　常陸大宮		08　茨城県		14　つくば

		08　茨城県		05　常陸太田		08　茨城県		15　筑西

		08　茨城県		06　日立		08　茨城県		16　常総

		08　茨城県		07　高萩		08　茨城県		17　古河

		08　茨城県		08　鉾田		08　茨城県		18　県職薬剤師

		08　茨城県		09　潮来		08　茨城県		19　病院勤務薬剤師

		08　茨城県		10　龍ケ崎		08　茨城県		20　特定

		　		　		08　茨城県		99　賛助

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		09　栃木県		01　黒磯		09　栃木県		08　芳賀

		09　栃木県		02　大田原		09　栃木県		09　小山

		09　栃木県		03　南那須		09　栃木県		10　栃木

		09　栃木県		04　塩谷		09　栃木県		11　安佐

		09　栃木県		05　鹿沼		09　栃木県		12　足利

		09　栃木県		06　日光		09　栃木県		13　病診

		09　栃木県		07　宇都宮		09　栃木県		14　支部外

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		10　群馬県		01　前橋		10　群馬県		21　前橋

		10　群馬県		02　高崎		10　群馬県		22　高崎

		10　群馬県		03　桐生		10　群馬県		23　桐生

		10　群馬県		04　伊勢崎		10　群馬県		24　伊勢崎

		10　群馬県		05　太田		10　群馬県		25　太田

		10　群馬県		06　渋川		10　群馬県		26　渋川

		10　群馬県		07　藤岡		10　群馬県		27　藤岡

		10　群馬県		08　富岡		10　群馬県		28　富岡

		10　群馬県		09　安中		10　群馬県		29　安中

		10　群馬県		10　中之条		10　群馬県		30　中之条

		10　群馬県		11　沼田		10　群馬県		31　沼田

		10　群馬県		12　館林		10　群馬県		32　館林

		　		　		10　群馬県		33　県外

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		11　埼玉県		01　さいたま市		11　埼玉県		21　草加

		11　埼玉県		02　上尾伊奈		11　埼玉県		22　秩父

		11　埼玉県		03　朝霞		11　埼玉県		23　所沢

		11　埼玉県		04　入間		11　埼玉県		24　戸田

		11　埼玉県		05　小川		11　埼玉県		25　蓮田

		11　埼玉県		06　桶川		11　埼玉県		26　羽生

		11　埼玉県		07　春日部		11　埼玉県		27　坂戸鶴ヶ島市

		11　埼玉県		08　加須		11　埼玉県		28　飯能

		11　埼玉県		09　上福岡・大井		11　埼玉県		29　杉戸・宮代

		11　埼玉県		10　川口		11　埼玉県		30　東松山

		11　埼玉県		11　川越		11　埼玉県		31　深谷

		11　埼玉県		12　北本		11　埼玉県		32　富士見・三芳

		11　埼玉県		13　行田		11　埼玉県		33　三郷

		11　埼玉県		14　久喜白岡		11　埼玉県		34　八潮

		11　埼玉県		15　熊谷		11　埼玉県		35　吉川

		11　埼玉県		16　鴻巣		11　埼玉県		36　寄居

		11　埼玉県		17　越谷		11　埼玉県		37　蕨

		11　埼玉県		18　本庄・児玉		11　埼玉県		41　勤務

		11　埼玉県		19　幸手		11　埼玉県		42　特別

		11　埼玉県		20　狭山		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		12　千葉県		01　野田		12　千葉県		16　山武

		12　千葉県		02　柏		12　千葉県		17　外房

		12　千葉県		03　流山		12　千葉県		19　館山

		12　千葉県		04　我孫子		12　千葉県		20　鴨川

		12　千葉県		05　松戸		12　千葉県		21　君津

		12　千葉県		06　市川		12　千葉県		22　市原

		12　千葉県		07　船橋		12　千葉県		23　浦安

		12　千葉県		08　習志野		12　千葉県		24　公務員

		12　千葉県		09　八千代		12　千葉県		25　病院中央

		12　千葉県		10　千葉		12　千葉県		26　病院東部

		12　千葉県		11　印旛		12　千葉県		27　病院西部

		12　千葉県		12　香取		12　千葉県		28　病院北部

		12　千葉県		13　銚子		12　千葉県		29　病院南部

		12　千葉県		14　海上		12　千葉県		30　病院外房

		12　千葉県		15　匝瑳		12　千葉県		31　病院印旛

		　		　		12　千葉県		32　個人

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		13　東京都		01　千代田区		13　東京都		37　板橋区

		13　東京都		03　日本橋		13　東京都		38　練馬区

		13　東京都		04　京橋		13　東京都		39　足立区

		13　東京都		05　港区		13　東京都		40　葛飾区

		13　東京都		10　新宿区		13　東京都		41　江戸川

		13　東京都		12　文京区		13　東京都		43　西多摩

		13　東京都		13　下谷		13　東京都		44　八王子

		13　東京都		14　浅草		13　東京都		45　南多摩

		13　東京都		15　墨田区		13　東京都		46　町田

		13　東京都		17　江東区		13　東京都		47　京王

		13　東京都		19　品川		13　東京都		48　多摩中央

		13　東京都		20　荏原		13　東京都		49　北多摩

		13　東京都		21　目黒区		13　東京都		50　武蔵野

		13　東京都		22　大田区		13　東京都		51　三鷹

		13　東京都		25　世田谷		13　東京都		52　西武

		13　東京都		26　玉川砧		13　東京都		53　病院

		13　東京都		28　渋谷区		13　東京都		55　都立病院関連施設

		13　東京都		29　中野区		13　東京都		56　大正製薬

		13　東京都		30　杉並区		13　東京都		57　佐藤製薬

		13　東京都		32　豊島区		13　東京都		58　エスエス製薬

		13　東京都		33　北区		13　東京都		59　直扱

		13　東京都		36　荒川区		13　東京都		61　府中

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		14　神奈川県		01　鶴見区		14　神奈川県		23　宮前区

		14　神奈川県		02　神奈川区		14　神奈川県		24　多摩区

		14　神奈川県		03　西区		14　神奈川県		25　麻生区

		14　神奈川県		04　中区		14　神奈川県		26　横須賀市

		14　神奈川県		05　南区		14　神奈川県		27　平塚

		14　神奈川県		06　港南区		14　神奈川県		28　鎌倉市

		14　神奈川県		07　保土ケ谷区		14　神奈川県		29　藤沢市

		14　神奈川県		08　旭区		14　神奈川県		30　小田原

		14　神奈川県		09　磯子区		14　神奈川県		31　茅ケ崎

		14　神奈川県		10　金沢区		14　神奈川県		32　逗葉

		14　神奈川県		11　港北区		14　神奈川県		33　相模原

		14　神奈川県		12　緑区		14　神奈川県		34　三浦市

		14　神奈川県		13　青葉区		14　神奈川県		35　秦野

		14　神奈川県		14　都筑区		14　神奈川県		36　伊勢原市

		14　神奈川県		15　戸塚区		14　神奈川県		37　厚木

		14　神奈川県		16　栄区		14　神奈川県		38　海老名市

		14　神奈川県		17　泉区		14　神奈川県		39　大和綾瀬

		14　神奈川県		18　瀬谷区		14　神奈川県		40　座間市

		14　神奈川県		19　川崎区		14　神奈川県		41　県勤薬

		14　神奈川県		20　幸区		14　神奈川県		42　みなと会

		14　神奈川県		21　中原区		14　神奈川県		43　病診

		14　神奈川県		22　高津区		14　神奈川県		44　卸

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		15　新潟県		01　新潟		15　新潟県		08　柏崎

		15　新潟県		04　下越		15　新潟県		09　上越

		15　新潟県		05　三南		15　新潟県		10　西頚城

		15　新潟県		06　中越		15　新潟県		11　佐渡

		15　新潟県		07　魚沼		15　新潟県		12　直扱

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		16　富山県		01　富山		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		17　石川県		01　金沢		17　石川県		07　羽咋

		17　石川県		02　加賀		17　石川県		08　七尾・鹿島

		17　石川県		04　小松・能美		17　石川県		09　能登北部

		17　石川県		05　白山ののいち		17　石川県		12　石川県庁

		17　石川県		06　河北		17　石川県		13　一般

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		18　福井県		01　福井		18　福井県		06　武生

		18　福井県		02　坂井		18　福井県		07　敦賀

		18　福井県		03　大野		18　福井県		08　小浜

		18　福井県		04　勝山		18　福井県		09　県庁

		18　福井県		05　鯖江		18　福井県		10　病院

		　		　		18　福井県		11　勤務

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		19　山梨県		01　甲府		19　山梨県		06　南アルプス市

		19　山梨県		02　笛吹市		19　山梨県		07　峡南

		19　山梨県		03　東山梨		19　山梨県		08　東部

		19　山梨県		04　峡北		19　山梨県		09　富士五湖

		19　山梨県		05　中巨摩東		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		20　長野県		01　長野		20　長野県		08　木曽

		20　長野県		02　北信		20　長野県		09　大北

		20　長野県		03　更埴		20　長野県		10　安曇野

		20　長野県		04　上田		20　長野県		11　岡谷

		20　長野県		05　小北		20　長野県		12　諏訪

		20　長野県		06　佐久		20　長野県		13　上伊那

		20　長野県		07　松本		20　長野県		14　飯田下伊那

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		21　岐阜県		01　岐阜		21　岐阜県		11　可茂

		21　岐阜県		02　各務原		21　岐阜県		12　東濃

		21　岐阜県		03　山県		21　岐阜県		13　恵中

		21　岐阜県		04　羽島		21　岐阜県		14　下呂

		21　岐阜県		05　大垣		21　岐阜県		15　高山

		21　岐阜県		06　海津		21　岐阜県		16　飛騨

		21　岐阜県		07　揖斐		21　岐阜県		17　卸

		21　岐阜県		08　もとす		21　岐阜県		18　公務員

		21　岐阜県		09　関		21　岐阜県		19　病院

		21　岐阜県		10　郡上		21　岐阜県		20　大学

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		22　静岡県		01　賀茂		22　静岡県		11　静岡

		22　静岡県		02　伊東		22　静岡県		12　焼津

		22　静岡県		03　熱海		22　静岡県		13　藤枝

		22　静岡県		04　田方		22　静岡県		14　島田

		22　静岡県		05　三島		22　静岡県		15　榛原

		22　静岡県		06　沼津		22　静岡県		16　小笠袋井

		22　静岡県		07　北駿		22　静岡県		18　磐田

		22　静岡県		08　富士		22　静岡県		20　浜松

		22　静岡県		09　富士宮		22　静岡県		24　公衆

		22　静岡県		10　清水		22　静岡県		25　病診

		　		　		22　静岡県		26　大学

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		23　愛知県		01　千種		23　愛知県		24　瀬戸旭

		23　愛知県		02　東		23　愛知県		25　豊明愛知

		23　愛知県		03　北		23　愛知県		26　小牧

		23　愛知県		04　西		23　愛知県		27　春日井

		23　愛知県		05　中村		23　愛知県		28　西春

		23　愛知県		06　中		23　愛知県		29　一宮

		23　愛知県		07　昭和		23　愛知県		30　稲沢

		23　愛知県		08　瑞穂		23　愛知県		31　津島海部

		23　愛知県		09　熱田		23　愛知県		32　尾北

		23　愛知県		10　中川		23　愛知県		33　碧南高浜

		23　愛知県		11　港		23　愛知県		34　西尾幡豆

		23　愛知県		12　南		23　愛知県		35　岡崎

		23　愛知県		13　守山		23　愛知県		36　豊田西加茂

		23　愛知県		14　緑		23　愛知県		38　蒲郡

		23　愛知県		15　名東		23　愛知県		39　豊橋

		23　愛知県		16　天白		23　愛知県		40　豊川

		23　愛知県		17　県職薬		23　愛知県		41　渥美

		23　愛知県		18　名市勤務		23　愛知県		42　新城

		23　愛知県		19　名市大		23　愛知県		44　女子勤務

		23　愛知県		20　名城大		23　愛知県		45　刈谷

		23　愛知県		21　知多		23　愛知県		46　安城

		23　愛知県		22　西知多		23　愛知県		47　特定区分薬剤師会

		23　愛知県		23　美浜南知多		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		24　三重県		01　桑名		24　三重県		07　志摩

		24　三重県		02　四日市		24　三重県		08　紀北

		24　三重県		03　鈴鹿		24　三重県		09　紀南

		24　三重県		04　津		24　三重県		10　伊賀

		24　三重県		05　松阪		24　三重県		11　病診

		24　三重県		06　伊勢		24　三重県		12　保衛

		　		　		24　三重県		13　勤務薬剤師

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		25　滋賀県		01　大津		25　滋賀県		08　湖北

		25　滋賀県		02　びわこ		25　滋賀県		09　高島

		25　滋賀県		03　守山野洲		25　滋賀県		10　病診

		25　滋賀県		04　甲賀湖南		25　滋賀県		11　製薬

		25　滋賀県		05　東近江		25　滋賀県		12　保健衛生

		25　滋賀県		06　八幡		25　滋賀県		13　卸

		25　滋賀県		07　彦根		25　滋賀県		14　その他

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		26　京都府		01　北		26　京都府		15　綴喜

		26　京都府		02　上京		26　京都府		16　相楽

		26　京都府		03　左京		26　京都府		17　南丹

		26　京都府		04　中京		26　京都府		19　福知山

		26　京都府		05　下京		26　京都府		20　綾部

		26　京都府		06　南		26　京都府		21　舞鶴

		26　京都府		07　東山		26　京都府		22　丹後

		26　京都府		08　山科		26　京都府		25　病院

		26　京都府		09　伏見		26　京都府		27　家庭薬

		26　京都府		10　右京		26　京都府		29　官公庁

		26　京都府		11　西京		26　京都府		30　学校

		26　京都府		12　乙訓		26　京都府		31　勤務

		26　京都府		13　城南		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		27　大阪府		01　北区北		27　大阪府		34　貝塚

		27　大阪府		02　北区大淀		27　大阪府		35　守口

		27　大阪府		03　都島		27　大阪府		36　枚方

		27　大阪府		04　福島		27　大阪府		37　茨木

		27　大阪府		05　此花		27　大阪府		38　八尾

		27　大阪府		06　中央区東		27　大阪府		39　泉佐野

		27　大阪府		07　中央区南		27　大阪府		40　富田林

		27　大阪府		08　西		27　大阪府		41　寝屋川

		27　大阪府		09　港		27　大阪府		42　河内長野

		27　大阪府		10　大正		27　大阪府		43　松原

		27　大阪府		11　天王寺		27　大阪府		44　北河内

		27　大阪府		12　浪速		27　大阪府		45　和泉

		27　大阪府		13　西淀川		27　大阪府		46　箕面

		27　大阪府		14　淀川		27　大阪府		47　柏原

		27　大阪府		15　東淀川		27　大阪府		48　羽曳野

		27　大阪府		16　東成		27　大阪府		49　門真

		27　大阪府		17　生野		27　大阪府		50　摂津

		27　大阪府		18　旭		27　大阪府		51　高石

		27　大阪府		19　城東		27　大阪府		52　布施

		27　大阪府		20　鶴見		27　大阪府		53　河内

		27　大阪府		21　阿倍野		27　大阪府		54　枚岡

		27　大阪府		22　住之江		27　大阪府		55　泉南

		27　大阪府		23　住吉		27　大阪府		56　大阪狭山

		27　大阪府		24　東住吉		27　大阪府		57　藤井寺

		27　大阪府		25　平野		27　大阪府		58　病診

		27　大阪府		26　西成		27　大阪府		59　教職

		27　大阪府		27　堺		27　大阪府		60　府庁

		27　大阪府		28　岸和田		27　大阪府		61　市役所

		27　大阪府		29　豊中		27　大阪府		62　三共

		27　大阪府		30　池田		27　大阪府		63　田辺三菱製薬

		27　大阪府		31　吹田		27　大阪府		68　森下仁丹

		27　大阪府		32　泉大津		27　大阪府		69　道修町

		27　大阪府		33　高槻		27　大阪府		71　薬業卸

		　		　		27　大阪府		72　本部

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		28　兵庫県		01　薬大		28　兵庫県		16　芦屋

		28　兵庫県		02　東灘		28　兵庫県		17　明石

		28　兵庫県		03　灘		28　兵庫県		18　東播

		28　兵庫県		05　中央		28　兵庫県		19　播磨

		28　兵庫県		06　兵庫		28　兵庫県		20　姫路

		28　兵庫県		07　北		28　兵庫県		21　西播

		28　兵庫県		08　長田		28　兵庫県		22　摂丹

		28　兵庫県		09　須磨		28　兵庫県		23　但馬

		28　兵庫県		10　垂水		28　兵庫県		24　淡路

		28　兵庫県		11　尼崎		28　兵庫県		25　病診

		28　兵庫県		12　伊丹		28　兵庫県		26　製薬

		28　兵庫県		13　川西		28　兵庫県		27　行政

		28　兵庫県		14　宝塚		28　兵庫県		28　卸

		28　兵庫県		15　西宮		28　兵庫県		29　西

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		29　奈良県		01　奈良市		29　奈良県		08　高市

		29　奈良県		02　生駒市		29　奈良県		09　高田

		29　奈良県		03　大和郡山市		29　奈良県		10　西和

		29　奈良県		04　天理市		29　奈良県		11　御所市

		29　奈良県		05　宇陀郡		29　奈良県		12　五條市

		29　奈良県		06　桜井市		29　奈良県		13　吉野郡

		29　奈良県		07　橿原市		29　奈良県		14　磯城

		　		　		29　奈良県		15　香芝・北葛

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		30　和歌山県		01　和歌山		30　和歌山県		05　有田

		30　和歌山県		02　海南		30　和歌山県		06　日高

		30　和歌山県		03　那賀		30　和歌山県		07　田辺

		30　和歌山県		04　伊都		30　和歌山県		08　新宮

		　		　		30　和歌山県		09　薬系公務員

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		31　鳥取県		01　東部		　		　

		31　鳥取県		02　中部		　		　

		31　鳥取県		03　西部		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		32　島根県		01　松江		32　島根県		07　浜田

		32　島根県		02　安来		32　島根県		08　江津

		32　島根県		03　雲南		32　島根県		09　益田

		32　島根県		04　出雲		32　島根県		10　鹿足

		32　島根県		05　大田		32　島根県		11　隠岐

		　		　		32　島根県		12　県職

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		33　岡山県		01　岡山		33　岡山県		08　井原

		33　岡山県		02　倉敷		33　岡山県		09　吉備

		33　岡山県		03　津山		33　岡山県		10　高梁

		33　岡山県		04　玉野		33　岡山県		11　新見

		33　岡山県		05　児島		33　岡山県		14　東備

		33　岡山県		06　玉島		33　岡山県		15　邑久

		33　岡山県		07　笠岡		33　岡山県		16　真庭

		　		　		33　岡山県		17　美作

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		34　広島県		01　広島		34　広島県		08　呉

		34　広島県		02　安佐		34　広島県		09　竹原

		34　広島県		03　安芸		34　広島県		10　福山

		34　広島県		04　広島佐伯		34　広島県		12　三原

		34　広島県		05　大竹		34　広島県		13　尾道

		34　広島県		06　廿日市		34　広島県		14　因島

		34　広島県		07　東広島		34　広島県		15　三次

		　		　		34　広島県		17　行政

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		35　山口県		02　岩国		35　山口県		11　吉南

		35　山口県		04　柳井		35　山口県		12　宇部

		35　山口県		05　光		35　山口県		13　小野田

		35　山口県		06　下松		35　山口県		14　厚狭

		35　山口県		07　徳山		35　山口県		15　下関

		35　山口県		08　新南陽		35　山口県		17　美祢

		35　山口県		09　防府		35　山口県		18　長門

		35　山口県		10　山口		35　山口県		19　萩

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		36　徳島県		01　徳島		36　徳島県		06　板野

		36　徳島県		02　鳴門		36　徳島県		07　名西

		36　徳島県		03　小松島・勝浦		36　徳島県		08　吉野川・阿波

		36　徳島県		04　阿南・那賀		36　徳島県		09　美馬

		36　徳島県		05　海部		36　徳島県		10　三好

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		37　香川県		01　高松		37　香川県		06　綾歌

		37　香川県		02　丸亀		37　香川県		07　善通寺・仲多度

		37　香川県		03　坂出		37　香川県		08　観音寺・三豊

		37　香川県		04　大川		37　香川県		11　公務員

		37　香川県		05　小豆		37　香川県		12　病診

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		38　愛媛県		01　宇摩		38　愛媛県		10　勤務

		38　愛媛県		02　新居浜		38　愛媛県		11　製造業

		38　愛媛県		03　西条		38　愛媛県		12　一般販売業

		38　愛媛県		04　今治		38　愛媛県		13　卸

		38　愛媛県		05　松山		38　愛媛県		21　病薬東予

		38　愛媛県		06　大洲		38　愛媛県		22　病薬中予

		38　愛媛県		07　八幡浜		38　愛媛県		23　病薬南予

		38　愛媛県		08　宇和島		38　愛媛県		30　官庁

		38　愛媛県		09　東予・周桑		38　愛媛県		40　その他

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		39　高知県		01　高知市		39　高知県		11　高知市病薬

		39　高知県		03　安芸		39　高知県		13　安芸病薬

		39　高知県		04　香長土		39　高知県		14　香長土病薬

		39　高知県		05　高吾		39　高知県		15　高吾病薬

		39　高知県		06　高陵		39　高知県		16　高陵病薬

		39　高知県		07　幡多		39　高知県		17　幡多病薬

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		40　福岡県		01　福岡市		40　福岡県		13　遠賀中間

		40　福岡県		02　宗像		40　福岡県		14　若松

		40　福岡県		03　粕屋		40　福岡県		15　八幡

		40　福岡県		04　筑紫		40　福岡県		16　戸畑

		40　福岡県		05　糸島		40　福岡県		17　小倉

		40　福岡県		06　甘木朝倉		40　福岡県		18　門司

		40　福岡県		07　久留米三井		40　福岡県		19　京都

		40　福岡県		08　八女筑後		40　福岡県		20　豊前築上

		40　福岡県		09　浮羽		40　福岡県		21　飯塚

		40　福岡県		10　柳川山門		40　福岡県		22　直方鞍手

		40　福岡県		11　大川三潴		40　福岡県		23　田川

		40　福岡県		12　大牟田		40　福岡県		24　県庁

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		41　佐賀県		01　佐賀市		41　佐賀県		05　唐津・東松浦

		41　佐賀県		02　神埼		41　佐賀県		06　伊万里・有田

		41　佐賀県		03　鳥栖・三養基		41　佐賀県		07　武雄・杵島

		41　佐賀県		04　多久・小城		41　佐賀県		08　鹿島・藤津

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		42　長崎県		01　長崎		42　長崎県		07　五島

		42　長崎県		02　佐世保		42　長崎県		08　壱岐

		42　長崎県		03　諫早		42　長崎県		09　対馬

		42　長崎県		04　島原		42　長崎県		10　県行政

		42　長崎県		05　大村		42　長崎県		12　病薬

		42　長崎県		06　県北		42　長崎県		13　教育

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		43　熊本県		01　熊本市		43　熊本県		07　上益城

		43　熊本県		02　八代		43　熊本県		08　宇城

		43　熊本県		03　人吉球磨		43　熊本県		09　阿蘇

		43　熊本県		04　水俣芦北		43　熊本県		10　菊池

		43　熊本県		05　荒尾市		43　熊本県		11　山鹿鹿本

		43　熊本県		06　玉名		43　熊本県		12　天草

		　		　		43　熊本県		13　県外

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		44　大分県		01　大分		44　大分県		10　玖珠

		44　大分県		02　別府		44　大分県		11　豊後大野

		44　大分県		03　中津		44　大分県		12　佐伯

		44　大分県		04　宇佐		44　大分県		14　坂ノ市

		44　大分県		05　高田		44　大分県		15　竹田

		44　大分県		06　国東		44　大分県		16　病診

		44　大分県		07　杵築		44　大分県		17　行政

		44　大分県		08　日田		44　大分県		20　勤務

		44　大分県		09　臼津		　		　

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		45　宮崎県		01　宮崎		45　宮崎県		06　西都

		45　宮崎県		02　延岡		45　宮崎県		07　都城

		45　宮崎県		04　日向		45　宮崎県		08　小林

		45　宮崎県		05　高鍋		45　宮崎県		09　日南

		　		　		45　宮崎県		11　県庁

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		46　鹿児島県		01　鹿児島		46　鹿児島県		08　大口伊佐

		46　鹿児島県		02　指宿		46　鹿児島県		09　姶良

		46　鹿児島県		03　南薩		46　鹿児島県		10　曽於

		46　鹿児島県		04　日置		46　鹿児島県		11　鹿屋

		46　鹿児島県		05　川内		46　鹿児島県		12　肝属

		46　鹿児島県		06　薩摩		46　鹿児島県		13　熊毛

		46　鹿児島県		07　出水		46　鹿児島県		14　奄美

		　		　		　		　

		県コード（県名）		支部コード（支部名）		県コード（県名）		支部コード（支部名）

		47　沖縄県		01　名護		47　沖縄県		08　那覇北

		47　沖縄県		02　具志川		47　沖縄県		09　那覇中央

		47　沖縄県		03　沖縄		47　沖縄県		10　小禄

		47　沖縄県		04　嘉手納		47　沖縄県		11　浦添

		47　沖縄県		05　宜野湾		47　沖縄県		12　糸満

		47　沖縄県		06　首里		47　沖縄県		13　南風原

		47　沖縄県		07　那覇東		47　沖縄県		14　平良

						47　沖縄県		15　石垣







