
福岡県 ありあけ新世 Ｋ・Ｍ 医療法人　内田こどもクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

福岡県 稲築志耕館 Ｗ・Ｍ 医療法人　権輝会　安藤歯科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 宇美商業 Ａ・Ｍ 社会福祉法人創生会 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 久留米学園 Ｔ・Ｈ 医療法人　三原医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 糸島 Ｍ・Ｓ 医療法人財団　華林会　村上華林堂病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 西田川 Ｉ・Ｓ 医療法人　竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 西田川 Ｍ・Ｒ 株式会社アルファインド 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 青豊 Ｋ・Ｓ 丸岡内科小児科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 太宰府 Ｓ・Ｍ 医療法人　本田耳鼻咽喉科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 第一学院　博多キャンパス Ｏ・Ｈ 福岡大学病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算
能力検定　３級

福岡県 筑紫台 Ｆ・Ｙ 医療法人　蔵本ウイメンズクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 朝倉東 Ｋ・Ｓ 医療法人　城野産婦人科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 東鷹 Ａ・Ａ 社会医療法人財団　白十字会　白十字病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力
検定　３級

福岡県 南筑 Ｙ・Ｙ せたがや仙川クリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号

福岡県 南筑 Ｈ・Ｙ 社会医療法人　天神会　新古賀病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 博多青松 Ｍ・Ｋ 株式会社アルナ薬局　六本松調剤薬局 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 博多青松 Ｕ・Ｍ 医療法人　勢成会　井口野間病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 浮羽究真館 Ｋ・Ｍ 社会医療法人　天神会　新古賀病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
３級

福岡県 福岡魁誠 Ｆ・Ｍ 藤産婦人科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡海星女子学院 Ｉ・Ｍ 日本赤十字社　福岡赤十字病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定　３級・
ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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福岡医療秘書福祉専門学校　2019



福岡県 福岡工業 Ｉ・Ｋ 福岡市医師会看護専門学校（進学） 福岡県
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　
３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡工業大学附属城東 Ｔ・Ａ 医療法人　社団研英会　林眼科病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡講倫館 Ａ・Ｓ 医療法人　中央レディスクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

福岡県 福岡講倫館 Ｙ・Ａ 医療法人　博仁会　福岡リハビリテーション病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡女子 Ｅ・Ｓ 株式会社リーベ調剤薬局 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡女子 Ｍ・Ｍ 医療法人　真愛会　国﨑真クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡女子 Ｍ・Ｋ 医療法人　竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号

福岡県 福岡女子 Ａ・Ａ 医療法人　明正会　城南耳鼻咽喉科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
２級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡女子商業 Ｕ・Ｙ 医療法人正葉会　関歯科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　２級

福岡県 福岡西陵 Ｏ・Ｓ 社会医療法人財団　白十字会　白十字病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡第一 Ｍ・Ｒ 株式会社アガペ 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 柳川 Ｈ・Ｎ アップル調剤薬局 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン
字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

福岡県 柳川 Ａ・Ｎ 社会医療法人　天神会　新古賀病院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
２級

福岡県 祐誠 Ｎ・Ａ いでウィメンズクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
３級

大分県 宇佐産業科学 Ｗ・Ｓ 医療法人　下村小児科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大分県 国東 Ｋ・Ｍ 医療法人藤本育成会　大分こども病院 大分県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大分県 昭和学園 Ｏ・Ｃ 医療法人三幸会 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号

大分県 新佐伯豊南 Ｗ・Ｉ 医療法人　堀耳鼻咽喉科クリニック 大分県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大分県 大分東明 Ａ・Ｍ アイリスター麻布クリニック 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　
３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計
算能力検定　３級

大分県 大分南 Ｅ・Ｙ 有限会社　中野偉功堂　ひまわり薬局 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級
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大分県 大分南 Ｏ・Ａ 古賀総合クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大分県 府内 Ｋ・Ｙ ヒューマンステージ株式会社 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　３級

長崎県 海星 Ｓ・Ｋ 矢田部内科循環器科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

長崎県 五島海陽 Ｔ・Ｈ 医療法人　橿日会　かしい心療クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

長崎県 川棚 Ｎ・Ｈ 中村眼科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

長崎県 長崎明誠 Ｙ・Ｍ 医療法人　くがクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級

長崎県 猶興館 Ｋ・Ｙ 医療法人　大石整形外科眼科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

宮崎県 延岡 Ｓ・Ｒ 一般社団法人　延岡市医師会　延岡医師会病院 宮崎県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

宮崎県 宮崎学園 Ｈ・Ｍ 医療法人　中央レディスクリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

宮崎県 宮崎日本大学 Ｍ・Ｈ たかはら皮ふ科 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

宮崎県 宮崎日本大学 Ａ・Ｔ 医療法人雅会　河野整形外科医院 宮崎県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号

宮崎県 高鍋 Ｏ・Ａ 藤本医院 宮崎県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 鹿屋女子 Ｈ・Ａ 医療法人　明正会　城南耳鼻咽喉科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 鹿屋女子 Ｍ・Ｙ 株式会社ヴィサージュ 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
３級

鹿児島県 鹿屋女子 Ｃ・Ｙ 医療法人　明成会　吉松病院 宮崎県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 曽於 Ｏ・Ａ 医療法人　明成会　塩川医院 鹿児島県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 野田女子 Ｓ・Ｍ 医療法人　吉成会　よしなり内科クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

熊本県 熊本国府 Ｓ・Ｍ 医療法人正佑会　えうら耳鼻咽喉科クリニック 熊本県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

熊本県 人吉 Ｉ・Ｎ あつた神宮東クリニック 愛知県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

熊本県 専修大学玉名 Ｓ・Ｙ 医療法人　福甲会　北野クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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熊本県 苓明 Ｍ・Ｗ 中村眼科医院 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

佐賀県 伊万里農林 Ｙ・Ｓ 小野歯科医院 佐賀県 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定　２
級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・専門士称号

佐賀県 唐津西 Ｗ・Ｍ 株式会社メディブレーン 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・診
療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・
パソコン技能検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

山口県 響 Ｈ・Ｍ 株式会社和光薬品 福岡県 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号

山口県 長門 Ｙ・Ｎ 医療法人　社団研英会　林眼科病院 福岡県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・秘書技能検定　３級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・
ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・電卓計算能力検定　３級

沖縄県 糸満 Ａ・Ｍ 医療法人杏月会　空の森クリニック 沖縄県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　
２級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｕ・Ｍ 古賀総合クリニック 福岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　２級・調
剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検定　２級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能
検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｉ・Ｍ 医療法人　健正会　大久保病院 長崎県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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福岡県 稲築志耕館 Ａ・Ｙ 大塚内科クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 遠賀 Ｒ・Ｉ 医療法人 前川整形外科 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｈ・Ｙ 内藤内科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 鹿島朝日　福岡キャンパス Ｓ・Ｋ 特定医療法人社団三光会　誠愛リハビリテーション病院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級

福岡県 純真 Ｍ・Ａ 医療法人ガーデンヒルズウィメンズクリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

福岡県 常磐 Ｉ・Ｎ タケシタ調剤薬局株式会社 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

福岡県 折尾 Ｉ・Ａ くろさきクリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 大牟田 Ｕ・Ｙ 竹田歯科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

福岡県 筑豊 Ｙ・Ｍ 医療法人　育優会　さくらクリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）

福岡県 筑豊 Ｓ・Ｅ 医療法人社団　邦生会　高山病院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

福岡県 筑陽学園 Ｔ・Ｉ 医療法人　岡田小児科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｔ・Ｋ 医療法人　弓削クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　３級

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｓ・Ａ 株式会社　NJC 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 浮羽究真館 Ｕ・Ｈ はち歯科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 福岡工業大学附属城東 Ｙ・Ｎ 医療法人　博藤会　藤本眼科 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

福岡県 福岡女子商業 Ｗ・Ｍ 矢田部内科循環器科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

福岡県 福岡常葉 Ｓ・Ｍ 医療法人社団　堀川会　堀川病院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

鹿児島県 指宿商業 Ｋ・Ｎ 医療法人真栄会　新村病院 鹿児島県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

鹿児島県 鹿屋中央 Ｍ・Ｒ きらきら薬局 鹿児島県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定

鹿児島県 鹿児島情報 Ｈ・Ｍ 有限会社くりおか薬局 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定
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鹿児島県 種子島 Ｙ・Ｍ 株式会社アガペ 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　２級・ペン字　
３級

鹿児島県 尚志館 Ｍ・Ｓ 医療法　左右会　藤後クリニック 鹿児島県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

鹿児島県 福山 Ｏ・Ｍ 藤元メディカルシステム 宮崎県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

鹿児島県 枕崎 Ｋ・Ｒ 社会医療法人天陽会　中央病院 鹿児島県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

佐賀県 神埼清明 Ｋ・Ｙ 有限会社アキメディカル　ほのぼの薬局 佐賀県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

佐賀県 神埼清明 Ｓ・Ｓ 竹内産婦人科クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・ペン字　３級

佐賀県 唐津南 Ｍ・Ａ 株式会社アガペ 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

長崎県 佐世保商業 Ｋ・Ｍ 横尾内科医院 長崎県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

長崎県 波佐見 Ｍ・Ｍ 医療法人　優和会　こうの内科医院 長崎県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

長崎県 北松農業 Ｎ・Ｍ 株式会社アガペ 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　２級・ペン字　
３級

熊本県 ルーテル学院 Ｏ・Ｈ 医療法人社団　藤浪会　　整形外科　井上病院 熊本県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

熊本県 開新 Ｙ・Ｓ カカラサロン　熊本店 熊本県 医療事務検定　２級・ペン字　３級

熊本県 翔陽 Ｎ・Ｓ たかはら皮ふ科 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

大分県 中津北 Ｔ・Ａ 医療法人　クリスタルビルクリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

大分県 日田林工 Ｍ・Ａ 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支援部　大分県済生会日田病院 大分県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

宮崎県 延岡学園 Ｋ・Ｎ タケシタ調剤薬局株式会社 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

宮崎県 都城農業 Ｙ・Ａ 医療法人　幸雄会　古原医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定

その他 既卒 Ｉ・Ｍ 株式会社　ニチイ学館　福岡支店 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・ペン字　２級

その他 既卒 Ｉ・Ｋ 医療法人村上胃腸科内科クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

その他 既卒 Ｋ・Ｓ かすが歯科医院 佐賀県 医療事務検定　２級・ペン字　３級
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その他 既卒 Ｋ・Ａ 古川整形外科医院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級

その他 既卒 Ｓ・Ｎ 医療法人松風海　内藤病院 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

その他 既卒 Ｈ・Ｍ 医療法人クリスタルビルクリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・ペン字　
３級

その他 既卒 Ｆ・Ａ 井林眼科クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・ペン字　
３級

その他 既卒 Ｎ・Ｔ 社会医療法人　協和会　北大阪病院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級

その他 既卒 Ｔ・Ｎ 医療法人　竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

その他 既卒 Ｈ・Ｍ 医療法人秋水堂　若宮病院 大分県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・ペン字　３級
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福岡県 稲築志耕館 Ｍ・Ｋ 医療法人　井上会　介護老人保健施設　サンライフ陽光苑 福岡県 介護福祉士・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 屋久島おおぞら　福岡キャンパス Ｓ・Ｙ 社会福祉法人　康寿会　特別養護老人ホーム　マザーハート 福岡県 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・普通救命講習Ⅰ・専門士称
号

福岡県 純真 Ｋ・Ｈ 医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 福岡県 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・普通救命講習Ⅰ・専門士称
号

福岡県 星槎国際　通信制 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人　慈愛会　特別養護老人ホーム　富の里 福岡県 介護福祉士・福祉心理カウンセラー初級コース・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 大牟田 Ｕ・Ｙ 株式会社シャイニングライフ住宅型有料老人ホームすまいるほーむ青葉二番館 福岡県 介護福祉士・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｊ・Ｓ あなぶきメディカルケア株式会社 福岡県 介護福祉士・福祉心理カウンセラー初級コース・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

福岡県 福岡女子 Ｕ・Ａ 社会福祉法人　新宮偕同園　特別養護老人ホーム　新宮偕同園 福岡県 介護福祉士・福祉心理カウンセラー初級コース・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｍ 医療法人桜十字　桜十字福岡病院 福岡県 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・普通救命
講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｙ 医療法人　井上会　介護老人保健施設　サンライフ陽光苑 福岡県 介護福祉士・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｔ 社会福祉法人　敬愛園　特別養護老人ホーム　アットホーム博多の森 福岡県 介護福祉士・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・中高老年期運動指導士・普通救命講習
Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｋ・Ｙ 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　福岡県済生会　特別養護老人ホーム　むさし苑 福岡県 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｎ・Ｋ 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　福岡県済生会　特別養護老人ホーム　むさし苑 福岡県 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・普通救命講習Ⅰ・専門士称
号

その他 既卒 Ｈ・Ｙ 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　福岡県済生会　特別養護老人ホーム　むさし苑 福岡県 介護福祉士・福祉心理カウンセラー初級コース・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・普
通救命講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｙ 医療法人　光風会　介護老人保健施設　宗像アコール 福岡県 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・福祉住環境コーディネーター検定　2 級・普通救命
講習Ⅰ・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｍ 株式会社ドリームプラン　ヘルパーステーションわんだふる 福岡県 介護福祉士・福祉心理カウンセラー初級コース・普通救命講習Ⅰ・専門士称号
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福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｔ・Ｈ 医療法人　裕心会　いわさき歯科 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 純真 Ａ・Ｒ よしなが歯科医院 福岡県 歯科助手検定・秘書技能検定　３級

福岡県 東海大学付属福岡 Ｏ・Ｓ いのくち歯科医院 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

福岡県 博多女子 Ｙ・Ａ 南里歯科医院 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｎ・Ｔ むらかわ歯科クリニック 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

福岡県 福岡海星女子学院 Ｋ・Ｋ りえデンタルクリニック 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

福岡県 勇志国際　福岡学習相談室 Ｙ・Ｙ 久保田デンタルクリニック 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

佐賀県 伊万里商業 Ｓ・Ａ 井上歯科医院 佐賀県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

佐賀県 唐津青翔 Ｋ・Ｈ 石井ともゆき歯科医院 福岡県 歯科助手検定・秘書技能検定　３級

佐賀県 唐津南 Ｍ・Ｍ なかみぞ歯科医院 佐賀県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

熊本県 八代白百合学園 Ｈ・Ｍ 坂本歯科医院 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・ペン字　３級

山口県 高森 Ｎ・Ｒ 岡村歯科医院 福岡県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検
定　３級

その他 既卒 Ｅ・Ｋ みやのじん歯科クリニック 福岡県 歯科助手検定・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級
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福岡県 宇美商業 Ｉ・Ａ 三幸学園ぽけっとランド赤羽保育園 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

福岡県 遠賀 Ｎ・Ｙ 小規模保育園　福津うみがめ保育園 福岡県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン
技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

福岡県 三潴 Ｓ・Ｍ 医療法人三幸会　ハイジア保育園 福岡県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　
３級・短期大学士・専門士称号

福岡県 八幡中央 Ｎ・Ｔ 岡垣町任期付保育職員 福岡県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事
務技能検定・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

宮崎県 宮崎日本大学 Ｋ・Ｒ 社会福祉法人　本庄西部保育所 宮崎県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン
技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

宮崎県 妻 Ｍ・Ｃ 三幸学園ぽけっとランド亀有 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・おもちゃインスト
ラクター

宮崎県 都城西 Ｈ・Ａ 社会福祉法人凛の会　清水保育園 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号・おもちゃインストラクター

長崎県 九州文化学園 Ｍ・Ｅ 学校法人野間学園　野間幼稚園 福岡県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

長崎県 口加 Ｓ・Ｙ 社会福祉法人新切福祉会　大江保育園 長崎県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定　３級・短期大学士・専門士称号

熊本県 千原台 Ｋ・Ｅ 社会福祉法人モロナイ会　モロナイ保育園 熊本県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号

熊本県 天草 Ｈ・Ｙ かみくまもと耳鼻咽喉科 熊本県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号

鹿児島県 尚志館 Ｓ・Ｙ 三幸学園ぽけっとランド浅草橋保育園 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事
務技能検定・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・短期大学士・専門士
称号

鹿児島県 大島 Ｏ・Ｍ 大島郡龍郷町公務員 鹿児島県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号

大分県 大分県立玖珠美山 Ｔ・Ｙ 大分県九重町公務員 大分県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事
務技能検定・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・短期大学士・専門士
称号

山口県 美祢青嶺 Ａ・Ｍ 社会福祉法人聖会 福岡県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号

その他 既卒 Ｃ・Ｓ 株式会社アイグラン 福岡県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

その他 既卒 Ｋ・Ｎ 社会福祉法人都島友の会 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定　３級・ペン字　３級・短期大学士・専門
士称号
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福岡県 ありあけ新世 Ｋ・Ｍ 医療法人社団朝菊会　昭和病院 福岡県
医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　２級・パソコン技能検定　３級・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

福岡県 小郡 Ｓ・Ａ 社会医療法人　天神会　新古賀病院 福岡県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事
務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 筑紫 Ａ・Ｎ 社会福祉法人　恩賜財団　済生会横浜市東部病院 神奈川県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 筑紫 Ｏ・Ｋ 社会医療法人　天神会　新古賀病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 筑紫女学園 Ｉ・Ｃ 医療法人　正明会　諸岡整形外科病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 中間 Ｙ・Ｋ 一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コン
ピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求
事務技能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 東鷹 Ｆ・Ｓ 産業医科大学病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　
３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ｋ・Ｔ 医療法人　竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

佐賀県 伊万里商業 Ｉ・Ｙ 医療法人社団創造会　メディカルプラザ　平和台病院 千葉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コン
ピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求
事務技能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

佐賀県 伊万里商業 Ｋ・Ｓ 独立行政法人労働者健康安全機構　東京労災病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

佐賀県 多久 Ｎ・Ｓ 医療法人　福翔会　福岡病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コン
ピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事
務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

長崎県 鎮西学院 Ｉ・Ｒ 特定医療法人　八木厚生会　八木病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コン
ピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求
事務技能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

長崎県 平戸 Ｙ・Ｓ 医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 尚志館 Ｎ・Ｙ 横浜市立大学附属病院 神奈川県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　１級

鹿児島県 川内商工 Ｋ・Ｓ 日本赤十字社　高槻赤十字病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療
事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

熊本県 球磨商業 Ｍ・Ｈ 医療法人　西福岡病院 福岡県
医療秘書技能検定　２級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・
調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　
３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大分県 国東 Ｓ・Ｙ 大分市医師会立アルメイダ病院 大分県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コン
ピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求
事務技能検定・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ａ 社会医療法人社団　至誠会　木村病院 福岡県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　
３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　２級・
秘書技能検定　３級・パソコン技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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