
千葉県 あずさ第一 Ｔ・Ｍ あそか会あそか病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

千葉県 旭農業 Ｉ・Ｍ 総合病院国保旭中央病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算
能力検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・専門士

千葉県 磯辺 Ｍ・Ｎ 愛信会佐倉中央病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財
団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認
可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 一宮商業 Ｈ・Ａ 医療法人社団積善会　伊藤医院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社
団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法
人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 君津 Ｈ・Ｈ 東条病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全
国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医
療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

千葉県 君津商業 Ｔ・Ｍ 三水会北千葉整形外科 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国
経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認
定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 君津商業 Ｍ・Ａ 亀田総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全
国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 敬愛大学八日市場 Ｉ・Ｍ 医療法人社団幸仁会　さとう整形外科 千葉県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 佐倉西 Ｍ・Ｙ あおぞら眼科クリニック小岩 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団
法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

千葉県 佐倉西 Ｗ・Ｆ 谷津保健病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 市原緑 Ａ・Ｋ 稲毛病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビ
ジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 小見川 Ｓ・Ｋ ファーコス薬局 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2
級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検
定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教
育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 松戸南 Ｓ・Ｎ 千葉徳洲会病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 植草学園大学附属 Ｋ・Ｙ エフピコダックス株式会社千葉工場 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤
報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 成田北 Ｏ・Ｒ 聖隷佐倉市民病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法
人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

医療秘書科

千葉医療秘書専門学校　2020



千葉県 成田北 Ｏ・Ａ 国際医療福祉大学成田病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジ
ネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 千城台 Ｙ・Ｎ 甲辰会海保病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団
法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス
3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・
日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 千葉敬愛 Ｂ・Ｎ 慶應義塾大学病院 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス
能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ａ・Ｍ 日本医科大学付属病院 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｉ・Ｎ 慶應義塾大学病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団
法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2
級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｎ・Ｙ 医療法人社団慈奏会　奏の杜耳鼻咽喉科クリニック 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能
検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｙ・Ａ 木下会鎌ヶ谷総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジ
ネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 千葉県安房西 Ｍ・Ｋ 株式会社サエラ 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 千葉県安房西 Ｓ・Ｍ 河北医療財団河北リハビリテーション病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 千葉西 Ｎ・Ｈ 柏葉会柏戸病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬
筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般
財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会
認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育
全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 千葉萌陽 Ｍ・Ｍ 積仁会島田総合病院 千葉県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認
定医療秘書技能検定3級・専門士

千葉県 千葉明徳 Ｋ・Ｍ 千葉メディカルセンター 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス
3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 船橋二和 Ｈ・Ａ 誠馨会セコメディック病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定
医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 匝瑳 Ｓ・Ｍ 九十九里ホーム病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 大原 Ｔ・Ａ 東京駅前しらゆり歯科 東京都

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育
財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・専門士
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千葉県 大網 Ｋ・Ａ HYUGA PRIMARYCARE株式会社 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス
3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｉ・Ｍ 地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｏ・Ｋ 福王台皮膚科歯科 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｔ・Ｋ 医療法人社団忠医会　大高病院 東京都

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理
教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｔ・Ｃ 袖ケ浦さつき台病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
1級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジ
ネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定
2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｍ・Ａ 横浜市立大学附属病院 神奈川県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働
省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務
技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｔ・Ｙ 柏葉会柏戸病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 銚子商業 Ｏ・Ｍ 日本医科大学付属病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団
法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法
人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日
本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 銚子商業 Ｉ・Ａ 熱田整形外科 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全
国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 銚子商業 Ｓ・Ｍ 大栄病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・専門士

千葉県 土気 Ｏ・Ｒ 東千葉メディカルセンター 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定2級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3
級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 土気 Ｓ・Ｎ 谷津保健病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 土気 Ｎ・Ｍ ウエルシア薬局株式会社 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジ
ネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

千葉県 土気 Ｋ・Ｈ 船橋総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労
働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力
検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・日本医療事務協会
認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 土気 Ｋ・Ｎ 季美の森整形外科 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団
法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士
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千葉県 土気 Ｈ・Ｍ 塩田記念病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 東海大学付属市原望洋 Ｔ・Ｍ 医療法人鉄薫会　亀田クリニック 千葉県

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教
育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3
級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日
本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報
酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 東京学館 Ｋ・Ｒ 聖隷佐倉市民病院 千葉県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 東京学館 Ｎ・Ａ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 東京都
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

千葉県 東金商業 Ｓ・Ｈ 千葉徳洲会病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団法
人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 東金商業 Ｓ・Ｍ 千葉メディカルセンター 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電
卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省
認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 日本体育大学柏 Ｅ・Ｍ 千葉西総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計
算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認
定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

千葉県 日本体育大学柏 Ｇ・Ａ 千葉西総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 八千代 Ｓ・Ｍ 愛友会津田沼中央総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育
協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 八千代 Ｔ・Ｙ 谷津保健病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・厚生労働省認可　財団
法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 富里 Ｍ・Ｙ 千葉徳洲会病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 富里 Ｙ・Ｍ 国際医療福祉大学成田病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 茂原樟陽 Ｙ・Ａ 優仁会鈴木神経科病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定
3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協
会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 茂原北陵 Ｓ・Ｋ つばきこどもクリニック 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｏ・Ｓ 君津会玄々堂君津病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・専門士
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千葉県 木更津総合 Ｓ・Ｎ 森山記念病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能
検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 木更津総合 Ｔ・Ｍ 河北医療財団河北リハビリテーション病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2
級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定
調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 木更津総合 Ｎ・Ａ 子安薬局 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｉ・Ｍ 白百合会市原鶴岡病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定
2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤
報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｇ・Ｈ 医療法人社団大伸会　三国歯科グループ　君津グリーン歯科 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 木更津東 Ｉ・Ｍ 君津会玄々堂君津病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理
教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労
働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事
務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

千葉県 犢橋 Ｙ・Ｋ 稲毛病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

茨城県 鹿島学園 Ｓ・Ａ 神栖済生会病院 茨城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電
卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能
検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

茨城県 鹿島 Ｉ・Ｙ 北習志野花輪病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

茨城県 波崎柳川 Ｎ・Ｍ 成田赤十字病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事
務能力認定試験・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2
級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

茨城県 波崎柳川 Ｋ・Ｓ 神栖済生会病院 茨城県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全
国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

茨城県 波崎柳川 Ｎ・Ｉ 千葉徳洲会病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調
剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

茨城県 麻生 Ｎ・Ｊ 善仁会小山記念病院 茨城県

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定
医療事務検定1級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力
認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療
秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

茨城県 麻生 Ｏ・Ｍ 三水会北千葉整形外科 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

茨城県 麻生 Ｈ・Ｙ 神栖済生会病院 茨城県

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育
全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士
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鹿児島県 屋久島おおぞら Ｈ・Ｙ ながの歯科医院 島根県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益
社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ｙ 塩田病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士
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千葉県 旭農業 Ｉ・Ｈ 北總矯正歯科医院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 旭農業 Ｗ・Ｍ 熱田整形外科 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

千葉県 安房拓心 Ｉ・Ｒ 株式会社ニチイ学館 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー
協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報
酬請求事務技能検定

千葉県 一宮商業 Ｍ・Ｍ 三水会北千葉整形外科 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 佐倉南 Ｈ・Ｋ 聖隷佐倉市民病院 千葉県 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級

千葉県 市原 Ｋ・Ｒ 錦昌会みどりのは葉記念病院 千葉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級

千葉県 市原 Ｓ・Ｎ 愛友会津田沼中央総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財
団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・社団法人　国際ホリスティッ
クセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認
定介護報酬請求事務技能検定

千葉県 市原八幡 Ｔ・Ｈ 株式会社ソラスト 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 小見川 Ｉ・Ｃ アイリス薬局 秋田県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日
本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

千葉県 成田北 Ｓ・Ｈ 国際医療福祉大学成田病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 千城台 Ｔ・Ｒ 愛友会津田沼中央総合病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日
本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

千葉県 船橋芝山 Ａ・Ｒ 船橋総合病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事
務技能検定・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定
試験

千葉県 銚子商業 Ｓ・Ｙ 医療法人繁実会　荒野歯科医院 茨城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 銚子商業 Ｔ・Ｙ 医療法人社団理正仁会　香取医院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 土気 Ｙ・Ｃ 赤羽歯科医院 福島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定
調剤報酬請求事務技能検定
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千葉県 柏井 Ｋ・Ｍ 愛友会津田沼中央総合病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 茂原樟陽 Ｎ・Ｍ 塩田記念病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 茂原北陵 Ｕ・Ａ 塩田記念病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピ
スト3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調
剤報酬請求事務技能検定

千葉県 茂原北陵 Ｓ・Ｙ 渡辺医院 千葉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定

千葉県 木更津総合 Ａ・Ｍ 袖ケ浦さつき台病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・医療
秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介
護報酬請求事務技能検定

千葉県 木更津総合 Ｏ・Ｒ かわしまデンタルクリニック 千葉県 全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級

千葉県 木更津総合 Ｔ・Ｙ 木更津東邦病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 木更津東 Ｙ・Ａ 袖ケ浦さつき台病院 千葉県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定
調剤報酬請求事務技能検定

千葉県 和洋女子大学 Ｓ・Ｍ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・社団法人　国際ホリ
スティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務
能力認定試験・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

茨城県 鹿島 Ｈ・Ａ 国際医療福祉大学成田病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・社団法人　国際ホリ
スティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コ
ンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

茨城県 波崎柳川 Ｎ・Ｒ 国際医療福祉大学成田病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 函館工業高等専門学校 Ｉ・Ｓ 千葉徳洲会病院 千葉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医
療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定
チャイルドボディセラピスト3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日
本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

神奈川県 田奈 Ｗ・Ｙ 千葉西総合病院 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

その他 既卒 Ｏ・Ｍ 彰考会あいざわクリニック 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日
本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定
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千葉県 あずさ第一　千葉キャンパス Ｓ・Ｍ 市川すずき消化器・内視鏡クリニック 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日
本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技
能検定準1級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 わせがく Ｈ・Ｍ 五井病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省
認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全
国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

千葉県 佐倉西 Ｈ・Ｒ 聖隷佐倉市民病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益
社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法
人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技
能検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

千葉県 沼南高柳 Ｈ・Ｎ 医療法人社団　東邦鎌谷病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協
会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　
財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー協
会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 成美学園高等部＜通信制＞ Ｙ・Ｍ 株式会社ニチイ学館 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報
酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

千葉県 千葉 Ｗ・Ｒ 誠仁会みはま病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医
療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス2級・厚生労働省認可　財
団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1
級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 袖ケ浦 Ｋ・Ｍ 稲毛病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・厚生労働省認可　
財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定準1級・公益財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 土気 Ｎ・Ｎ 愛友会津田沼中央総合病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育
財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医
療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・日本医療事務協会認定調剤報
酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

千葉県 東葉 Ｙ・Ｓ 千葉県済生会習志野病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理
教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認
定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 木更津東 Ｎ・Ｓ 千葉徳洲会病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

秋田県 五城目 Ｓ・Ｙ 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法
人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請
求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定
2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

福島県 大智学園 Ｅ・Ｓ 医療法人それいゆ会　四街道さくら病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビ
ジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療
事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

兵庫県 姫路商業 Ｙ・Ｍ 袖ケ浦さつき台病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法
人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益
財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

島根県 宍道 Ｔ・Ｍ 小栗原クリニック 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力
検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・公益財団法
人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ａ 誠仁会みはま病院 千葉県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理
教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・厚生労働
省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3
級・公益財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士
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その他 既卒 Ｈ・Ｔ 創造会平和台病院 千葉県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療
保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｋ フィーカレディースクリニック 東京都

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士
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