
福岡県 KTCおおぞら高等学院　福岡キャンパス Ｔ・Ａ 株式会社中央薬局 福岡県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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・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

福岡県 クラーク記念国際　久留米キャンパス Ａ・Ｒ 株式会社エスシーグループ 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・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・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・
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　
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

福岡県 稲築志耕館 Ｋ・Ｈ 医療法人幸雄会　古原医院 福岡県

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・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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 稲築志耕館 Ｈ・Ａ 宮嶋耳鼻咽喉科 福岡県
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　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・日本医療事務協会認定
調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 稲築志耕館 Ｉ・Ｎ 飯塚市立病院 福岡県

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　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・公益財
団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 沖学園 Ｏ・Ｓ むらかわ歯科クリニック 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・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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 嘉穂総合 Ａ・Ｈ 医療法人社団研英会　林眼科病院 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・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・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・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・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・専門士

福岡県 久留米学園 Ｙ・Ｍ 医療法人城野産婦人科クリニック 福岡県

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　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・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・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2級・専門士

福岡県 九州産業大学付属九州産業 Ｓ・Ｓ 医療法人ながえクリニック 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・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・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・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・公益財団法人　
実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 玄界 Ｂ・Ｍ みやざき整形外科 福岡県

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・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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 玄界 Ｙ・Ａ 医療法人前進会　まえだ整形外科　博多ひざ・スポーツクリニック 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・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・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・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

福岡県 光陵 Ｔ・Ｋ せたがや仙川クリニック 東京都

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 香椎 Ｍ・Ａ 医療法人輝栄会福岡輝栄会病院 福岡県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・専門士

福岡県 若松商業 Ｋ・Ｓ 有限会社八幡西調剤薬局 福岡県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・専門
士

福岡県 純真 Ｈ・Ｍ 医療法人竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県

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・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・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・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

1

卒業生の就職先・取得資格一覧（2020年3月卒業生）
※掲載されている個人データにつきましては、承諾を得て掲載しております。 ※氏名に関しましては個人情報保護の観点より、イニシャルにて掲載しております。

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

福岡医療秘書福祉専門学校　2020



福岡県 須恵 Ｔ・Ｍ 医療法人誠信会　甲斐クリニック 福岡県

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・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
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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 須恵 Ｍ・Ｎ 杉原レディースクリニック 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・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・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・専門士

福岡県 須恵 Ｙ・Ｍ 医療法人高坂会　篠栗たかさき脳神経外科クリニック 福岡県

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・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・
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・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・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

福岡県 西日本短期大学附属 Ｓ・Ｒ 社会医療法人社団高野会　くるめ病院 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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 折尾 Ｓ・Ｎ 産業医科大学病院 福岡県

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・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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 太宰府 Ｕ・Ｍ 医療法人社団邦生会　高山病院 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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・専門士

福岡県 太宰府 Ｓ・Ｍ 医療法人竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県

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・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・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

福岡県 太宰府 Ｔ・Ａ 株式会社中央薬局 福岡県

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　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・公益財
団法人　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 大川樟風 Ｔ・Ｒ 平成堂薬局 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・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・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・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　実務技能検定協会秘書検
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

福岡県 築上西 Ｋ・Ｍ 医療法人　岸本クリニック 大阪府

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・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・専門士

福岡県 朝倉東 Ｉ・Ｍ 社会医療法人天神会　古賀病院21 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・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・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

福岡県 朝倉東 Ｓ・Ｕ 医療法人　三原医院 福岡県

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・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・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・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

福岡県 東鷹 Ｕ・Ｍ 美咲薬局 福岡県

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・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 東鷹 Ｔ・Ｃ 株式会社アガペ 福岡県
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　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・日本医療事務協会認定
調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 東鷹 Ｔ・Ｈ 有限会社ピー・エフ調剤薬局　別府店 福岡県

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・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・
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・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
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福岡県 南筑 Ｍ・Ｅ 社会医療法人天神会　古賀病院21 福岡県

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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 博多 Ｋ・Ａ 医療法人安川皮膚科医院 福岡県

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・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・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・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・専門士

福岡県 八女農業 Ｏ・Ｍ 医療法人八女発心会　姫野病院 福岡県

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
検定協会秘書検定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・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・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・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・専門士

福岡県 八幡南 Ｋ・Ｈ 社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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

福岡県 福岡魁誠 Ｋ・Ｍ 医療法人うえの病院 福岡県

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・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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

福岡県 福岡魁誠 Ｍ・Ｍ 医療法人アイブイエフ詠田クリニック 福岡県

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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・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

福岡県 福岡魁誠 Ｏ・Ｍ 医療法人櫻井会　谷小児科医院 福岡県

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・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・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・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・専門士

福岡県 福岡工業大学附属城東 Ｍ・Ｋ 医療法人青陵会　たにざわこどもクリニック 兵庫県

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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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

福岡県 福岡農業 Ｎ・Ａ 株式会社メディブレーン 大阪府

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・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・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

佐賀県 杵島商業 Ｙ・Ｍ 一般社団法人巨樹の会新武雄病院 佐賀県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

佐賀県 杵島商業 Ｉ・Ａ おかざきマタニティクリニック 兵庫県

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・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・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・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事コンピュータ技能検定3級・専門士

佐賀県 杵島商業 Ｎ・Ｋ 社会福祉法人　みのり保育園 佐賀県

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

佐賀県 佐賀清和 Ｔ・Ｈ 品川内科クリニック 佐賀県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

佐賀県 佐賀清和 Ｍ・Ｙ 有限会社エイト薬局 山口県

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・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・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・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

佐賀県 佐賀東 Ｓ・Ａ 医療法人斎藤内科医院 佐賀県

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・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・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・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3
級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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
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佐賀県 神埼 Ｋ・Ｒ 笹塚駅前こたろ形成皮ふ科クリニック 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・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・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・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・専門士

佐賀県 神埼 Ｓ・Ｍ 医療法人福翔会　福岡病院 福岡県

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・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・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・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・専門士

佐賀県 鳥栖商業 Ｍ・Ｍ 社会医療法人シマダ　嶋田病院 福岡県

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・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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

佐賀県 唐津西 Ｙ・Ｓ 医療法人元生會　脇山内科 佐賀県

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・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・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・専門士

佐賀県 唐津西 Ｉ・Ｎ 医療法人　いとしまクリニック 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・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　実務技能検定協会秘書検定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

佐賀県 龍谷 Ｙ・Ｎ 医療法人中央レディスクリニック 福岡県

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・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・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・専門士

長崎県 壱岐商業 Ｈ・Ｙ 長崎県壱岐病院 長崎県

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・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・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・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

長崎県 五島海陽 Ｓ・Ｙ 医療法人瀬尾記念会　瀬尾クリニック 兵庫県

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・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・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・専門士

長崎県 佐世保商業 Ｙ・Ｋ みまつ小児科皮膚科医院 福岡県

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・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・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・専門士

長崎県 純心女子 Ｎ・Ｍ 株式会社楠公堂薬局 大阪府

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・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・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・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

長崎県 聖和女子学院 Ｍ・Ｒ みやぞえ薬局 長崎県

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・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

長崎県 対馬 Ｉ・Ｍ ロンフーダイニング 福岡県

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・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・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・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・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

長崎県 中五島 Ｎ・Ｎ 長崎県上五島病院 長崎県

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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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

長崎県 長崎商業 Ｆ・Ｍ 医療法人櫻井会　谷小児科医院 福岡県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

長崎県 島原商業 Ｍ・Ｒ 医療法人社団披雲会　いとう整形外科 長崎県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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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長崎県 北松農業 Ｙ・Ｙ きのした小児科クリニック 福岡県

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・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・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・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・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

長崎県 猶興館 Ｍ・Ａ 医療法人純健会　しおざわ内科消化器科 長崎県

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・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　実務技能検定協会秘書検定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

鹿児島県 れいめい Ｋ・Ａ 医療法人岡田小児科医院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・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・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

鹿児島県 れいめい Ｙ・Ｍ ひかり調剤薬局 鹿児島県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

鹿児島県 鹿屋中央 Ｔ・Ｆ 社会医療法人緑泉会　米盛病院 鹿児島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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

鹿児島県 鹿児島女子 Ｉ・Ａ 医療法人蔵本ウイメンズクリニック 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

鹿児島県 出水商業 Ｉ・Ａ 医療法人　本多耳鼻咽喉科医院 福岡県

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・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・
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・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

鹿児島県 大口 Ｈ・Ｍ ドリーム歯科クリニック 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・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・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・
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　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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

大分県 玖珠美山 Ａ・Ａ 高松ひろこ皮フ科 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・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・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・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・公益財
団法人　実務技能検定協会秘書検定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

大分県 玖珠美山 Ａ・Ｍ 博多の森内科クリニック 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・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　実務技能検定協会秘書検定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

大分県 藤蔭 Ｎ・Ｒ 福岡リハビリテーション病院 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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

熊本県 必由館 Ｎ・Ｓ 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 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・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・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・専門士

沖縄県 西原 Ｏ・Ｙ 医療法人社団研英会　林眼科病院 福岡県

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・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・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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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・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

その他 既卒 Ｙ・Ａ 福岡大学病院 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・専門士

その他 既卒 Ｎ・Ｍ 医療法人ケンサン会　片井整形外科・内科病院 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・
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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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
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その他 既卒 Ｏ・Ｋ 地方独立行政法人　大牟田市立病院 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・公益財団法人　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定2級・専門士
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福岡県 嘉穂東 Ｈ・Ａ 株式会社新生堂薬局 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 久留米筑水 Ｋ・Ａ 白地整形外科・スポーツクリニック 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1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

福岡県 九州産業大学付属九州 Ｉ・Ｕ 社会医療法人財団池友会　福岡和白総合健診クリニック 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・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

福岡県 玄界 Ｏ・Ａ 株式会社アガペ 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1級

福岡県 古賀竟成館 Ａ・Ｒ 宮城病院 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・公益財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定3級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級

福岡県 光陵（福岡県） Ｋ・Ａ 岡田内科クリニック 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 行橋 Ｍ・Ｓ 丸岡内科小児科クリニック 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

福岡県 鹿島学園　博多キャンパス Ｋ・Ｎ 株式会社アガペ 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1級

福岡県 西日本短期大学附属 Ｋ・Ｙ サーノメディカル株式会社 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1級

福岡県 折尾 Ｕ・Ｎ 有限会社八幡西調剤薬局 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 太宰府 Ｆ・Ａ HYUGA PRIMARY CARE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・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

福岡県 太宰府 Ｍ・Ｎ 有限会社雄飛　桜坂きりん薬局 福岡県 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

福岡県 大牟田北 Ｔ・Ｍ 株式会社隆成堂 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 大和青藍 Ｍ・Ｋ 医療法人桜クリニック 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級

福岡県 第一薬科大学付属 Ｈ・Ｍ 医療法人進藤整形外科クリニック 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1級・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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福岡県 筑紫中央 Ｓ・Ａ さいつこどもクリニック 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1級

福岡県 中村学園女子 Ｆ・Ｔ 古森整形外科・外科医院 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1級

福岡県 朝倉光陽 Ｉ・Ａ 医療法人向陽会　筑後川温泉病院 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1級

福岡県 朝倉東 Ｋ・Ｓ 社会医療法人社団高野会　くるめ病院 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1級

福岡県 浮羽究真館 Ｏ・Ａ 医療法人大石整形外科眼科クリニック 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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 浮羽究真館 Ｔ・Ｍ 社会医療法人天神会　新古賀病院・古賀病院21 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・日本医療事務協会認
定介護報酬請求事務技能検定

福岡県 福岡魁誠 Ｎ・Ｒ うえむらはるこ皮膚科 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・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 福岡女子 Ｂ・Ａ 竹内産婦人科クリニック 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

福岡県 福岡女子商業 Ｔ・Ｓ 森レディースクリニック 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

福岡県 福岡常葉 Ｈ・Ａ ハート薬局 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

福岡県 福島 Ｈ・Ｎ 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・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

佐賀県 伊万里商業 Ｆ・Ｙ 株式会社回生薬局 佐賀県
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

佐賀県 嬉野 Ｕ・Ｈ 医療法人恵光会原病院 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1級

佐賀県 杵島商業 Ｙ・Ｓ 医療法人恵山会　丸山病院 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1級・日本医療事務協会認
定介護報酬請求事務技能検定

佐賀県 佐賀商業 Ｍ・Ｎ 株式会社GROWTHRING 佐賀県 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
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佐賀県 佐賀商業 Ｙ・Ｙ さかえまち整形外科 佐賀県 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

佐賀県 神埼清明 Ｙ・Ｎ 池田眼科クリニック 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

佐賀県 唐津商業 Ｉ・Ｒ 株式会社あさひ薬局 佐賀県
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

佐賀県 唐津商業 Ｎ・Ｍ 医療法人　かわのキッズ・クリニック 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1級

鹿児島県 串良商業 Ｈ・Ｒ どんぐり薬局 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・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

鹿児島県 鹿屋女子 Ｏ・Ｈ 株式会社アガペ 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

鹿児島県 鹿屋中央 Ｅ・Ｒ 福岡山田病院 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

鹿児島県 鹿児島 Ｔ・Ｎ 公益社団法人昭和会　今給黎総合病院 鹿児島県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

鹿児島県 出水商業 Ｅ・Ｓ 福岡大学博多駅クリニック 福岡県 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

鹿児島県 霧島 Ｋ・Ｒ 株式会社サティスファーマ　ピッコロ調剤薬局 鹿児島県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

山口県 光丘 Ｈ・Ｅ りえ歯科医院 山口県
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

山口県 大津緑洋　日置キャンパス Ｔ・Ｒ フラワー薬局 山口県
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

山口県 中村女子 Ｈ・Ｆ 医療法人社団　かわかみ整形外科・小児科クリニック 山口県 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

山口県 萩 Ｓ・Ｒ どんぐり薬局 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

宮崎県 宮崎学園 Ｗ・Ｈ 中村眼科医院 福岡県 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
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宮崎県 宮崎学園 Ｈ・Ｍ 医療法人博多駅東クリニック 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1級

宮崎県 高鍋 Ｈ・Ｒ 医療法人蔵本ウイメンズクリニック 福岡県 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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

宮崎県 日向 Ｆ・Ｍ 株式会社大賀薬局 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1級

長崎県 清峰 Ｍ・Ｍ 株式会社ニチイ学館 長崎県
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

長崎県 長崎日本大学 Ｆ・Ｒ 株式会社メディブレーン 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1級

長崎県 島原翔南 Ｙ・Ｙ 医療法人クリスタルビルクリニック 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1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

熊本県 水俣 Ｎ・Ｋ 医療法人伸和会　宮島医院 熊本県 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

熊本県 水俣 Ｍ・Ａ 医療法人　三徳会　東医院 熊本県 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

熊本県 天草拓心　本渡校舎 Ｏ・Ｍ 天草郡市医師会天草地域医療センター 熊本県 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

愛知県 栄徳 Ｈ・Ｎ 医療法人社団日晴会　久恒病院 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

沖縄県 八重山商工 Ｎ・Ｓ 医療法人クリスタルビルクリニック 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1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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福岡県 鞍手竜徳 Ｙ・Ｒ 社会福祉法人宮若市鞍手郡社会福祉協会　養護老人ホーム白寿園 福岡県 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福岡県 玄界 Ｋ・Ａ あなぶきメディカルケア株式会社 福岡県 全国心理学教育協議会認定心理カウンセラー初級コース・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福岡県 純真 Ｎ・Ｙ 社会福祉法人順和　特別養護老人ホーム鹿助荘 福岡県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・厚生労働省認定介護福祉
士・専門士

福岡県 星槎国際　福岡東学習センター Ｔ・Ｋ 医療法人社団正信会介護老人保健施設ニューライフ須恵 福岡県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・厚生労働省認定介護福祉
士・専門士

福岡県 筑紫台 Ｓ・Ｔ 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 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福岡県 東福岡 Ｙ・Ｍ 社会福祉法人仁風会　高齢者総合ケアセンターかすがの郷 福岡県 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福岡県 飛鳥未来　福岡キャンパス Ａ・Ｙ 社会福祉法人　桜花会　ライフケア大手門 福岡県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・公益財団法人　日本スポー
ツクラブ協会認定介護予防運動スペシャリスト・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福岡県 福岡農業 Ｍ・Ｎ 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 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・公益財団法人　日本スポー
ツクラブ協会認定介護予防運動スペシャリスト・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

長崎県 壱岐商業 Ｉ・Ｎ 社会医療法人玄州会　介護老人保健施設　光風 長崎県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・厚生労働省認定介護福祉
士・専門士

長崎県 島原商業 Ｗ・Ｍ 社会福祉法人松風会　清華学園 長崎県 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

長崎県 島原農業 Ｂ・Ｏ あなぶきメディカルケア株式会社 福岡県 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

佐賀県 佐賀東 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人　野菊の里 佐賀県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・厚生労働省認定介護福祉
士・専門士

佐賀県 鹿島実業 Ａ・Ａ あなぶきメディカルケア株式会社 福岡県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・厚生労働省認定介護福祉
士・専門士

熊本県 牛深 Ｉ・Ｙ 社会福祉法人順和　特別養護老人ホーム鹿助荘 福岡県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・公益財団法人　日本スポー
ツクラブ協会認定介護予防運動スペシャリスト・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮崎県 高鍋 Ｋ・Ｍ 社会福祉法人　福岡ろうあ福祉会 福岡県 福祉住環境コーディネーター協会認定福祉住環境コーディネーター・日本医療事務協会認定介護
報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・専門士
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介護福祉科

福岡医療秘書福祉専門学校　2020



鹿児島県 古仁屋 Ｍ・Ａ 合同会社平岡内装 鹿児島県 日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定介護福祉士・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
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介護福祉科



福岡県 玄界 Ｈ・Ｈ まこと歯科・矯正歯科 福岡県 公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検
定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

福岡県 博多青松 Ｏ・Ｋ 吉川歯科医院 福岡県 公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検
定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

福岡県 福岡女子 Ｓ・Ａ 久保デンタルクリニック 福岡県 全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

長崎県 島原翔南 Ｕ・Ｓ 古澤歯科医院 福岡県 公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検
定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

宮崎県 宮崎日本大学 Ｓ・Ｙ たけだ歯科医院 福岡県 公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検
定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級
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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

福岡医療秘書福祉専門学校　2020

歯科アシスタント科



福岡県 玄界 Ｍ・Ｓ 医療法人社団わかば会 和白ヶ丘レディースクリニック 福岡県
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・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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2
級・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・専門士

福岡県 糸島農業 Ｙ・Ｍ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業本部 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・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期
大学士・専門士

福岡県 大和青藍 Ｈ・Ｍ 社会福祉法人水巻みなみ保育所 福岡県
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・NPO法人　日本
グッドトイ委員会おもちゃインストラクター・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学
教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

福岡県 筑紫台 Ｓ・Ｔ 社会福祉法人相和会なかがわ保育園 福岡県
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・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免
許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会
認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

福岡県 筑紫台 Ｙ・Ａ 社会福祉法人聖会 福岡県
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・NPO法人　日本グッドトイ委員会
おもちゃインストラクター・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会認定
子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

福岡県 福岡工業 Ｉ・Ａ 学校法人松栄学園　はらきた幼稚園 福岡県
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・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期
大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

鹿児島県 神村学園高等部 Ｔ・Ａ 認定こども園　みなみの風こども園 福岡県
厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主
事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初
級コース修了証・専門士

鹿児島県 神村学園高等部 Ｗ・Ｈ 学校法人アゼリー学園　なぎさ幼稚園 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・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免
許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会
認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

鹿児島県 徳之島 Ｋ・Ｈ 社会福祉法人路交館 大阪府
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・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期
大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

宮崎県 妻 Ｇ・Ｍ 医療法人三幸会　ハイジア病児保育室 福岡県

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・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・NPO法人　日本グッドトイ委員会おもちゃインス
トラクター・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定
社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウ
ンセラー初級コース修了証・専門士

宮崎県 都城西 Ｉ・Ｃ 医療法人社団わかば会 和白ヶ丘レディースクリニック 福岡県
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・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期
大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

山口県 厚狭 Ｉ・Ｅ 社会福祉法人　焼野保育園 山口県
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・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働
省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・専門士

佐賀県 佐賀東 Ｔ・Ｓ 認定こども園　バディスポーツ幼育園筑紫野校 福岡県

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・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　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認
定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・全国心理学教育協議会認定子育て心理
カウンセラー初級コース修了証・専門士

熊本県 多良木 Ｙ・Ｓ 医療法人たかき　あいここどもクリニック 福岡県
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・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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2
級・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・専門士

大分県 藤蔭 Ｕ・Ａ 学校法人白百合学園　白百合幼稚園 福岡県
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・厚生労働省認定保育士資
格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認
定短期大学士・専門士
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医療保育科



沖縄県 八重山商工 Ｎ・Ｃ 社会福祉法人凜の会　清水保育園 福岡県

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・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　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・厚生労働省認定保育士資格・文
部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短
期大学士・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｃ 株式会社グローバルキッズCOMPANY 東京都

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・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・NPO法人　日本グッドトイ委員会おもちゃインストラクター・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・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教
諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・文部科学省認定短期大学士・専門士
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医療保育科



福岡県 ありあけ新世 Ｎ・Ｎ 医療法人社団高邦会　高木病院 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・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・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・公
益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定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・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介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

福岡県 純真 Ｋ・Ｓ ユニタ整形外科・形成外科クリニック 福岡県

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・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・公益財団法人　実務技能検定
協会秘書検定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・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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

福岡県 博多青松 Ｙ・Ｋ 医療法人社団研英会　林眼科病院 福岡県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

福岡県 武蔵台 Ｋ・Ａ 医療法人正明会　諸岡整形外科病院 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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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・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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

福岡県 福翔 Ｏ・Ｎ 社会医療法人財団池友会　福岡和白病院 福岡県

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・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　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・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・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・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事コン
ピュータ技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

福岡県 門司大翔館 Ｓ・Ａ 医療法人社団やまびこ　新横浜整形外科・リウマチ科 神奈川県

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療秘書技能検定準
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・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・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

長崎県 壱岐商業 Ｎ・Ｒ 福岡山王病院 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・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　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　実務技能検定協会秘書検定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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

長崎県 壱岐商業 Ｈ・Ｋ 社会医療法人玄州会　光武内科循環器科病院 長崎県

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・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　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・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

長崎県 島原農業 Ｙ・Ｙ 一般社団法人平成紫川会　小倉記念病院 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・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・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・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　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　実務技能検定協会秘書検定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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

佐賀県 唐津青翔 Ｆ・Ｒ 医療法人正明会　諸岡整形外科病院 福岡県

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・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　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・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

佐賀県 唐津青翔 Ｙ・Ｙ 医療法人修腎会 藤崎病院 佐賀県

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・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・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大分県 玖珠美山 Ａ・Ｙ 医療法人啓燈会　玖珠記念病院 大分県

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・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・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・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・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・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

大分県 昭和学園 Ｅ・Ｒ 有限会社朝倉薬局 大分県

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・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　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・公益財団法人　実務技能検定
協会秘書検定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・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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

鹿児島県 串良商業 Ｍ・Ｒ 医療法人友愛会　前田病院 鹿児島県

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・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・公益財団法人　実務技能
検定協会秘書検定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1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

鹿児島県 鹿屋中央 Ｙ・Ｍ 医療法人相生会 宮田病院 福岡県

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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士
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熊本県 球磨商業 Ｍ・Ｋ 医療法人回生会 堤病院 熊本県

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・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　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　実務技能検定協会秘書検定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1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士
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