
愛知県 ルネサンス豊田　豊田駅前キャンパス＜通信制＞ Ｕ・Ｎ 弘青会早瀬病院 愛知県

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・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

愛知県 愛知啓成 Ｔ・Ｍ 医療法人 糖友会 愛知県

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・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・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・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

愛知県 愛知産業大学三河 Ｓ・Ｍ 医療法人FUKUJIN　新知台耳鼻咽喉科 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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　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・専門士

愛知県 愛知産業大学三河 Ｔ・Ｓ しいの木こどもクリニック 愛知県

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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

愛知県 愛知商業 Ａ・Ｎ 名鉄病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 安城学園 Ｏ・Ｈ にしじま歯科 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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・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

愛知県 安城学園 Ｍ・Ｎ まついこどもクリニック 愛知県

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・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・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

愛知県 安城学園 Ｉ・Ｒ 藤井内科胃腸科 愛知県

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・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・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

愛知県 安城学園 Ｙ・Ａ 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・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・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・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

愛知県 安城 Ｎ・Ｙ 珪山会鵜飼リハビリテーション病院 愛知県

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・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・専門士

愛知県 安城南 Ｋ・Ｍ 新和会八千代病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 安城南 Ｋ・Ｍ 新和会八千代病院 愛知県

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・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・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1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事コンピュータ技能検定3級・専門士

愛知県 安城南 Ａ・Ｙ わかば内科 愛知県

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・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・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・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

愛知県 安城農林 Ｏ・Ｃ 新和会　八千代病院 愛知県

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・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・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・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療秘書技能検定3級・専門士

愛知県 安城農林 Ｓ・Ｙ 斎藤眼科 愛知県

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・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・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1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・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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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

名古屋医療秘書福祉専門学校　2020



愛知県 安城農林 Ｎ・Ｒ あいちハートクリニック 愛知県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検
定協会秘書検定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・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

愛知県 杏和 Ｎ・Ａ 名鉄病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 惟信 Ｋ・Ｔ 偕行会城西病院 愛知県

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・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
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・専門士

愛知県 惟信 Ｎ・Ｈ 医療法人 ごきそレディスクリニック 愛知県

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・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・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・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

愛知県 惟信 Ｍ・Ｍ うえだ皮フ科内科 高杉院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 衣台 Ｋ・Ｒ 立松クリニック 愛知県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

愛知県 一色 Ａ・Ｍ とね耳鼻咽喉科クリニック 愛知県

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・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・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・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・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・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2級・専門士

愛知県 稲沢東 Ｋ・Ｒ 一宮西病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 栄徳 Ｔ・Ｒ 株式会社フォーブレイン 愛知県

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・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　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・専門士

愛知県 栄徳 Ｉ・Ｍ 医療法人聖生会　介護福祉老人施設リハビリス日進 愛知県

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・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・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

愛知県 猿投農林 Ｏ・Ｍ 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 岡崎学園 Ｎ・Ｒ 医療法人ココイロ　とみや歯科診療所 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・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・
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

愛知県 岡崎商業 Ｎ・Ｙ みみ・はな・のど長坂クリニック 愛知県

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・
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

愛知県 加茂丘 Ｏ・Ｒ 豊寿会斉藤病院 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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・専門士

愛知県 加茂丘 Ｔ・Ｍ 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・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・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・専門士
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愛知県 蒲郡 Ｍ・Ａ 医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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

愛知県 蒲郡 Ｍ・Ｎ 医療法人進英会 かんだ整形外科リウマチ科 愛知県

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・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

愛知県 岩倉総合 Ｋ・Ｒ 尾張健友会千秋病院 愛知県

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・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　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

愛知県 岩倉総合 Ｕ・Ｓ 野村眼科 愛知県

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・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・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・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

愛知県 岩倉総合 Ｋ・Ｎ アイ眼科クリニック 愛知県

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・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・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・専門士

愛知県 岩津 Ｆ・Ｍ みみ・はな・のど長坂クリニック 愛知県

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・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　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

愛知県 吉良 Ｉ・Ｋ 宇野耳鼻咽喉科 愛知県

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・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・専門士

愛知県 啓明学館 Ｍ・Ｎ こんどうクリニック 愛知県

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・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・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・専門
士

愛知県 犬山 Ｓ・Ｍ 医療法人医仁会　デイケアセンタ－御嶽 愛知県

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・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・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・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介護報酬請求事務技能検定・専門士

愛知県 犬山 Ｎ・Ａ 総合上飯田第一病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 犬山 Ｍ・Ｍ 株式会社ビー・アンド・ディー 愛知県

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・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・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・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

愛知県 犬山 Ｋ・Ｒ さくら総合病院 愛知県

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・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

愛知県 犬山南 Ｙ・Ａ スマイル調剤薬局 愛知県

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・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・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

愛知県 犬山南 Ｎ・Ｍ 名古屋桜通デンタルクリニック 愛知県

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・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・専門士

愛知県 古知野 Ｔ・Ａ 医療法人恒陽会　松浦歯科 矯正歯科 愛知県

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・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・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・専門士
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愛知県 古知野 Ｙ・Ｒ 山和会山口病院 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定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・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

愛知県 高浜 Ｉ・Ｓ 吉浜クリニック 愛知県

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・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・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・専門士

愛知県 三好 Ｈ・Ｍ 株式会社ビー・アンド・ディー 愛知県

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・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・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

愛知県 三好 Ｓ・Ｓ 清慈会鈴木病院 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 至学館 Ｗ・Ａ 医療法人 吉田医院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 至学館 Ｍ・Ｋ 有限会社大有　大有あおい薬局 愛知県

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・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・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

愛知県 至学館 Ｓ・Ａ クリニックいとう 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 若宮商業 Ｎ・Ｈ 同心会遠山病院 三重県

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2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・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

愛知県 守山 Ｔ・Ｒ わたなべ耳鼻咽喉科 愛知県

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・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　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

愛知県 修文女子 Ｎ・Ａ 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 愛知県

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・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・専門士

愛知県 春日井西 Ｉ・Ｍ 知邑舎　岩倉病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 小牧 Ｕ・Ｎ 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県

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・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・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・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・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・公
益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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

愛知県 小牧 Ｉ・Ａ 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 常滑 Ｙ・Ｍ 大曽根皮フ科・形成外科 愛知県

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・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・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

愛知県 瀬戸 Ｉ・Ｒ 加藤眞二クリニック 愛知県

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・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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愛知県 瀬戸 Ｓ・Ｍ おくむら耳鼻科クリニック 愛知県

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・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・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・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

愛知県 瀬戸西 Ｍ・Ｒ わたらい眼科 愛知県

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・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・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・専門士

愛知県 瀬戸西 Ｔ・Ｍ 医療法人　あらかわ医院 愛知県

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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・専門士

愛知県 瀬戸北総合 Ａ・Ｎ 医療法人順秀会　守山内科・小児科　守山健康管理センター 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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

愛知県 成章 Ｋ・Ｃ 渥美病院 愛知県

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

愛知県 成章 Ｈ・Ｒ 渥美病院 愛知県

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・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・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・専門士

愛知県 成章 Ｉ・Ｃ 同潤会眼科杉田病院 愛知県

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・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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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介護報酬請求事務技能検定・専門士

愛知県 清林館 Ｉ・Ｋ 純正会名古屋西病院 愛知県

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・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・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・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・専門士

愛知県 清林館 Ｗ・Ｍ 株式会社浅井薬局 愛知県

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・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・専門士

愛知県 大府 Ｓ・Ｙ 学校法人　三幸学園 愛知県

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・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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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

愛知県 大府 Ｓ・Ｒ ゆりクリニック 愛知県

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・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・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・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

愛知県 大府東 Ｙ・Ｙ まつおか整形外科 愛知県

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・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・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

愛知県 丹羽 Ｔ・Ｍ 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・専門士

愛知県 知立 Ｓ・Ｙ もりした整形外科 愛知県

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・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・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・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

愛知県 知立 Ｉ・Ｎ 医療法人三九会　三九朗病院 愛知県

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・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・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　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・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
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愛知県 知立 Ｎ・Ｈ 富士通エフサス・クリエ株式会社 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・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・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・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

愛知県 中川商業 Ｋ・Ｙ 医療法人 小林皮膚科 愛知県

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・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・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・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

愛知県 中川商業 Ｓ・Ｃ 戸田ファミリークリニック 愛知県

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・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・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・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

愛知県 中川商業 Ｋ・Ａ こうさか眼科 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計
算能力検定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1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

愛知県 津島北 Ｍ・Ｈ 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 東浦 Ｔ・Ｎ 医療法人FUKUJIN 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 東郷 Ｉ・Ｓ 名古屋記念病院 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 東邦 Ｋ・Ｎ 名古屋記念病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 東邦 Ｓ・Ｍ 名古屋記念病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 東邦 Ｎ・Ａ 徳洲会名古屋徳洲会総合病院 愛知県

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・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・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・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

愛知県 南陽 Ｓ・Ｒ 偕行会名古屋共立病院 愛知県

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・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　
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

愛知県 日本福祉大学付属 Ｎ・Ｙ 茶谷内科・皮フ科 愛知県

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・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　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

愛知県 半田商業 Ｔ・Ｔ 斎藤眼科 愛知県

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1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・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

愛知県 半田商業 Ｍ・Ｋ 乙川さとうクリニック 愛知県

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・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・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四段・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・公
益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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

愛知県 半田農業 Ｍ・Ｍ ふくおか耳鼻咽喉科 愛知県

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・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・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・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
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愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｎ・Ｍ あかね医院 愛知県

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・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・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｍ・Ｙ 株式会社ロピア 愛知県

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・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・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・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定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

愛知県 碧南 Ｋ・Ｒ ひさだ眼科 愛知県

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・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・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事コンピュータ技能検定3級・専門士

愛知県 碧南 Ｅ・Ｍ さがら整形外科 愛知県

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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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

愛知県 豊橋商業 Ｓ・Ｈ 浅野内科 愛知県

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・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・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・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・日本コンピュータ能力教育協
議会パソコン技能検定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

愛知県 豊明 Ｍ・Ｋ 徳重整形外科クリニック 愛知県

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・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・
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

愛知県 豊野 Ｏ・Ｍ 立松クリニック 愛知県

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・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・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・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

愛知県 豊野 Ｙ・Ｃ 豊田整形外科 愛知県

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・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・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・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・専門士

愛知県 豊野 Ｎ・Ｒ ふなはし内科クリニック 愛知県

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・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・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

愛知県 北 Ｏ・Ｍ 徳洲会名古屋徳洲会総合病院 愛知県

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・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・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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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

愛知県 名古屋商業 Ｈ・Ａ はしもと内科 愛知県

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・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・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・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

愛知県 名古屋大谷 Ｙ・Ａ 医療法人涼真会　茶屋ヶ坂眼科クリニック 愛知県

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・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

愛知県 名古屋大谷 Ｈ・Ａ 佐藤病院 愛知県

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・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・専門士

愛知県 名古屋大谷 Ｓ・Ｎ 順正会てしがわら病院 愛知県

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・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・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事コンピュータ技能検定3級・専門士

愛知県 名城大学附属 Ｈ・Ａ 伊勢田中病院 三重県

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・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・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・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
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愛知県 名古屋市立工業 Ｋ・Ｍ 聖霊会聖霊病院 愛知県

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・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・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・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・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

愛知県 鳴海 Ａ・Ｋ 小林内科・胃腸科 愛知県

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・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・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

岐阜県 羽島北 Ｈ・Ｍ 岐阜ハートセンター 岐阜県

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・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・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・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

岐阜県 益田清風 Ｎ・Ｒ 同潤会眼科杉田病院 愛知県

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・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・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・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

岐阜県 益田清風 Ｆ・Ｓ あいち健康クリニック 愛知県

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・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・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
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・専門士

岐阜県 益田清風 Ｉ・Ｋ 杉山こどもクリニック 岐阜県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定1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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定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

岐阜県 加茂農林 Ｈ・Ｙ 医療法人舘出張佐藤会　フィーカレディースクリニック 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・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事コンピュータ技能検定3級・専門士

岐阜県 各務原 Ｈ・Ｙ 明日香調剤薬局 岐阜県

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・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・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・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

岐阜県 岐阜各務野 Ｈ・Ｎ さはし内科 愛知県

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・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・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・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

岐阜県 岐阜女子 Ｉ・Ｎ 医療法人大慶会　おおかわ整形外科 岐阜県
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・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・専門士

岐阜県 市立岐阜商業 Ｏ・Ｋ 岐阜清流病院 岐阜県

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・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

岐阜県 岐阜商業 Ｔ・Ｓ 志朋会加納渡辺病院 岐阜県

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・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・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・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

岐阜県 岐阜商業 Ｉ・Ｎ 清友会笠松病院 岐阜県

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・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

岐阜県 岐阜農林 Ｏ・Ｍ 安江病院 岐阜県

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2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・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

岐阜県 吉城 Ｔ・Ｍ 西春歯科 愛知県

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・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・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・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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岐阜県 済美 Ｎ・Ｋ 医療法人 敬栄会 大野整形外科クリニック 岐阜県
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・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

岐阜県 大垣商業 Ｔ・Ｍ 長沢整形外科 岐阜県

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・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・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・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

岐阜県 大垣商業 Ｍ・Ｓ 森整形外科 愛知県

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・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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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

岐阜県 大垣日本大学 Ｙ・Ｍ アメニティ歯科 岐阜県

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・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・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

岐阜県 大垣養老 Ｈ・Ａ まつばら眼科 岐阜県

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・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・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・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

岐阜県 中津商業 Ｋ・Ｓ おにたけ整形外科 愛知県

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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・専門士

岐阜県 土岐紅陵 Ｔ・Ｙ ただこし歯科クリニック 岐阜県

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・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・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・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・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

岐阜県 東濃実業 Ｍ・Ｙ 医療法人こころ　みのかも西クリニック 岐阜県

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2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・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

岐阜県 東濃実業 Ｏ・Ａ 医療法人ALES おくだ歯科 岐阜県

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・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・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

岐阜県 東濃実業 Ｎ・Ｓ 梶の木内科医院 岐阜県

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・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1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

岐阜県 富田 Ｓ・Ｍ いなづみ眼科 岐阜県

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・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・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・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

三重県 いなべ総合学園 Ｎ・Ｍ 有限会社プライム　エンゼル薬局 三重県

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・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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・専門士

三重県 伊勢学園 Ｗ・Ｒ 中島医院 三重県

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・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・専門士

三重県 稲生 Ｔ・Ｎ すずか泌尿器科腎クリニック 三重県

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・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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

三重県 学法津田学園 Ｙ・Ｃ ひだまり眼科 三重県

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・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・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・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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三重県 学法津田学園 Ｙ・Ｓ しょうなん調剤薬局 三重県

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・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・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・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

三重県 学法津田学園 Ｗ・Ｃ 康誠会東員病院 三重県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定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・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

三重県 学法津田学園 Ｓ・Ｓ ブランクリニック 愛知県

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・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・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・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

三重県 学法津田学園 Ｋ・Ｙ とういん眼科クリニック 三重県

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・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・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・専門士

三重県 学法津田学園 Ｉ・Ｍ 四日市内科ハートクリニック 三重県

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・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・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

三重県 学法津田学園 Ｋ・Ｍ いなベ眼科 三重県

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・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・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

三重県 久居 Ｕ・Ｍ はやしクリニック 愛知県

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・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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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

三重県 三重 Ｔ・Ｈ 恩賜財団済生会松阪総合病院 三重県

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・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・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　実務技能検定協会秘書検定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

三重県 四日市四郷 Ｎ・Ｍ 株式会社ニチイ学館 三重県

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・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・専門士

三重県 四日市四郷 Ｔ・Ｋ 医療法人社団　岩崎歯科医院 三重県
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・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・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

三重県 四日市四郷 Ｈ・Ｒ 中尾産婦人科 三重県

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・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・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　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

三重県 四日市四郷 Ｈ・Ｓ 川戸レディースクリニック 三重県

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・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・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　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

三重県 四日市四郷 Ｍ・Ｍ たるさかこどもクリニック 三重県

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・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・専門士

三重県 四日市商業 Ｍ・Ｍ 有限会社プライム　エンゼル薬局 三重県

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・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

三重県 四日市商業 Ｋ・Ｋ あかね小児科クリニック 三重県

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・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・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
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三重県 四日市農芸 Ｉ・Ｋ 四日市眼科クリニック 三重県

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・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

三重県 鳥羽 Ｙ・Ｋ いど胃腸科クリニック 三重県

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1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・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

三重県 木本 Ｙ・Ｎ 恒川薬局本店 愛知県

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・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

三重県 鈴鹿 Ｎ・Ｋ 医療法人 位田内科循環器科 三重県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
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・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

富山県 上市 Ｊ・Ａ 坂東矯正歯科 富山県

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・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・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・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

長野県 東京都市大学塩尻 Ｇ・Ｒ 医療法人 研恵会 ふじた形成外科・皮膚科クリニック 長野県

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・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・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・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

大阪府 向陽台　＜通信制＞ Ｉ・Ｓ 知邑舎　岩倉病院 愛知県

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・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・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 鹿児島第一 Ｆ・Ｍ 栄和会寺田病院 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・
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・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・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療秘書技能検定2級・専門士
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愛知県 愛知県三好 Ｋ・Ｎ あかね医院 愛知県 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

愛知県 安城 Ｔ・Ｍ すぎもとクリニック 愛知県
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

愛知県 安城南 Ｔ・Ｈ ハピネス歯科こども歯科クリニック 愛知県
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

愛知県 安城南 Ｍ・Ｋ 上田整形外科・内科 愛知県
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

愛知県 一色 Ｏ・Ｗ やすい小児科 愛知県 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

愛知県 岡崎商業 Ｋ・Ｓ ぬまた皮フ科クリニック 愛知県
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

愛知県 海翔 Ｈ・Ｍ ひらざわクリニック 愛知県 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 岩津 Ｋ・Ｋ あかね医院 愛知県
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・全国医
療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

愛知県 犬山南 Ｋ・Ｙ みやた整形外科 愛知県
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・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定1級

愛知県 犬山南 Ｗ・Ｙ かとう皮フ科クリニック 愛知県 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 犬山南 Ｋ・Ｒ しぶや歯科クリニック 愛知県 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 幸田 Ｉ・Ｍ 成信会さくら病院 愛知県 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 幸田 Ｋ・Ｒ 山武会岡崎南病院 愛知県
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

愛知県 国府 Ｈ・Ｓ こざわ小児科 愛知県 全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

愛知県 佐屋 Ｗ・Ａ ナーシングホーム寿々 愛西 愛知県 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・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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愛知県 山田 Ｋ・Ｎ 中切パークサイドクリニック 愛知県 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 山田 Ｍ・Ａ 横井医院 愛知県
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

愛知県 山田 Ｙ・Ａ ひまわりクリニック・ひまわり健診センタ－ 愛知県
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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

愛知県 若宮商業 Ｓ・Ｈ 田森整形外科 愛知県 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

愛知県 若宮商業 Ｔ・Ｒ ウォルナットファ－マシ－ズ株式会社 愛知県
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

愛知県 瀬戸 Ｋ・Ｍ むぎ歯科 愛知県
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

愛知県 星城 Ｋ・Ｔ 上田整形外科・内科 愛知県
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
議会認定医療秘書技能検定3級

愛知県 聖カピタニオ女子 Ｙ・Ａ 世田谷記念病院 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1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

愛知県 知多翔洋 Ｋ・Ｍ 医療法人宗和　三和歯科クリニック 愛知県 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 知多翔洋 Ｕ・Ａ 石黒歯科医院 愛知県 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 鶴城丘 Ｍ・Ｒ 碧南整形外科 愛知県
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・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

愛知県 東浦 Ｏ・Ｙ 乙川パ－ク歯科 愛知県 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 東浦 Ｙ・Ｓ じんのクリニック 愛知県
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

愛知県 藤ノ花女子 Ｋ・Ｍ 海岸通り皮フ科 愛知県
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

愛知県 飛鳥未来きずな　名古屋キャンパス　＜通信制＞ Ｋ・Ｎ しばた歯科 岐阜県
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・全国医療事務教育協
議会認定歯科医療事務検定1級
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愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｈ ないとうクリニック 愛知県 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 尾北 Ｓ・Ｓ あさひ内科・小児科クリニック 愛知県
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介護報酬請求事務技能検定・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

愛知県 碧南 Ｔ・Ｈ 篠原産婦人科医院 愛知県
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

愛知県 名古屋商業 Ｈ・Ｙ 株式会社白鳩 愛知県
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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

愛知県 名古屋商業 Ｙ・Ａ 蜂友会はちや整形外科病院 愛知県
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

愛知県 名古屋大谷 Ｎ・Ａ いしはら歯科クリニック 愛知県 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

愛知県 鳴海 Ｎ・Ｓ ブラザー記念病院 愛知県

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　実務技能検定協会ビ
ジネス文書検定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・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・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介護報酬請求事務技
能検定・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

愛知県 鳴海 Ａ・Ｙ 斎藤眼科 愛知県
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

愛知県 緑丘 Ｎ・Ｋ 酒井眼科 愛知県
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・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調剤報酬請求事務技能検定

岐阜県 羽島 Ｙ・Ｈ 株式会社クスリのアオキホールディングス 石川県
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

岐阜県 岐阜各務野 Ｓ・Ｓ おおのレディースクリニック 岐阜県 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

岐阜県 岐阜各務野 Ｓ・Ａ そはら永田クリニック 岐阜県 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

岐阜県 岐阜各務野 Ｉ・Ｒ 有限会社ワコウ薬局 岐阜県
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

岐阜県 岐阜各務野 Ｓ・Ｍ 歯のクリニックZERO 岐阜県 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

岐阜県 岐阜各務野 Ｈ・Ｍ ひろせ腎・泌尿器科クリニック 岐阜県
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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岐阜県 大垣桜 Ｆ・Ａ 名古屋記念病院 愛知県
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　実務技能検定協会ビ
ジネス文書検定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・一般財団法人　
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

岐阜県 池田 Ｎ・Ｈ ふじい内科クリニック 岐阜県
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

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｈ・Ｒ 純真会あんどうクリニック 岐阜県 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

岐阜県 中津商業 Ｈ・Ｍ スズムラ眼科医院 愛知県 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

三重県 いなべ総合学園 Ｓ・Ａ 陽だまりクリニック 三重県
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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

三重県 学法津田学園 Ｈ・Ｙ 有限会社かわはし 三重県 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

三重県 四日市四郷 Ｉ・Ｍ とみだ皮膚科 三重県 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

三重県 相可 Ｎ・Ｒ 松葉内科 愛知県 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

三重県 白子 Ｎ・Ｙ 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2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

三重県 北星 Ｋ・Ｋ 高士医院 三重県
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

東京都 高卒認定 Ｙ・Ｙ 知邑舎　岩倉病院 愛知県
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
議会認定医療秘書技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

東京都 高卒認定 Ｋ・Ａ 鵜飼病院 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会ビジネス文書検定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・一般財団法人　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・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・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・日本医療事務協会認定調剤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

その他 高卒認定 Ｓ・Ｍ 医療法人恵友会　森田クリニック 愛知県
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
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愛知県 稲沢 Ａ・Ｎ 社会福祉法人西春日井福祉会 愛知県 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

愛知県 加茂丘 Ｙ・Ｒ 社会福祉法人三九朗福祉会　特別養護老人ホーム三九園 愛知県 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

愛知県 加茂丘 Ｋ・Ｙ 医療法人 愛生館 愛知県 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

愛知県 海翔 Ｙ・Ｙ 社会福祉法人 愛知県厚生事業団 愛知県 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

愛知県 外語学院アドバンスアカデミー Ｃ・Ｙ 医療法人 愛生館 愛知県 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

愛知県 啓明学館 Ｉ・Ｈ 医療法人　孝慈会 愛知県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

愛知県 幸田 Ｙ・Ａ 愛知県厚生農業協同組合連合会 介護老人保健施設あおみ 愛知県 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

愛知県 誠信 Ｕ・Ｔ 医療法人知邑舎　老人保健施設洋洋園 愛知県 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

愛知県 中部大学第一 Ｎ・Ｔ 琴葉株式会社 愛知県 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

愛知県 津島北 Ｈ・Ｍ 株式会社ニチイ学館 三重県 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

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｒ 介護老人保健施設ちよだ 愛知県 日本医療事務協会認定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協会認定福祉
住環境コーディネーター・厚生労働省認定介護福祉士・専門士

愛知県 豊田大谷 Ｏ・Ａ 日進老人保健施設 愛知県 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

愛知県 豊田東 Ｋ・Ｈ 医療法人 愛生館 愛知県 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

愛知県 鳴海 Ｔ・Ａ 社会福祉法人 長寿会 特別養護老人ホーム　シルバーピアみずほ 愛知県 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

愛知県 緑丘 Ｕ・Ｋ メディカル・ケア・サービス株式会社 愛知県 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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岐阜県 スバル学院 Ｐ・Ｒ 株式会社ニチイ学館 岐阜県 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

岐阜県 華陽フロンティア Ｋ・Ｓ 独立行政法人 可児とうのう病院付属老人保健施設 岐阜県 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

岐阜県 済美 Ｈ・Ｍ 社会福祉法人登豊会 岐阜県 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

岐阜県 清凌 Ｎ・Ｒ 一般社団法人光陽福祉会 岐阜県 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

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｍ 医療法人偕行会老人保健施設かいこう 愛知県 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

三重県 学法津田学園 Ｔ・Ｋ 医療法人普照会　介護老人保健施設ケアセンタ-・ビオト－プ 三重県 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

三重県 桑名北 Ｙ・Ｓ 医療法人偕行会老人保健施設かいこう 愛知県 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

静岡県 浜松開誠館 Ｈ・Ｓ 名古屋福祉センタ－株式会社　サンライズ志段味 愛知県 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

愛媛県 宇和島水産 Ｍ・Ｔ 株式会社ニチイ学館 愛知県 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

その他 高卒認定 Ｏ・Ｔ 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院併設 介護老人保健施設あおみ 愛知県 日本医療事務協会認定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協会認定福祉
住環境コーディネーター・厚生労働省認定介護福祉士・専門士
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愛知県 岡崎商業 Ｍ・Ａ 明陽会成田記念病院 愛知県

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

愛知県 工芸 Ｔ・Ｍ 名古屋セントラル病院 愛知県

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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 小牧 Ｋ・Ｒ 株式会社ニチイ学館 愛知県

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
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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 松平 Ｎ・Ｒ 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 愛知県

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・
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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 清林館 Ｉ・Ｃ 済衆館病院 愛知県

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・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・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

愛知県 大府 Ｋ・Ｙ 宏潤会大同病院 愛知県

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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 東浦 Ｙ・Ａ 株式会社ニチイ学館 愛知県

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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 南陽 Ｆ・Ｓ 有限会社すみれ　訪問看護ステーションすみれ 愛知県

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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｇ・Ｙ 岐阜ハートセンター 岐阜県

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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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準1級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

愛知県 名城大学附属 Ｔ・Ａ 増子記念病院 愛知県

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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

岐阜県 可児工業 Ａ・Ｔ 東海記念病院 愛知県

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・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・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

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｔ・Ｙ 山田病院 岐阜県

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・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2級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

岐阜県 鹿島朝日学園　ドリーム高等学院キャンパス Ｋ・Ｈ 新潟医療福祉大学（進学） 新潟県

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・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

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｍ・Ａ 株式会社リベルケア 愛知県

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・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

長野県 松本蟻ヶ崎 Ｏ・Ｎ 東急病院 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・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・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

18

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

診療情報管理士科

名古屋医療秘書福祉専門学校　2020



三重県 四日市商業 Ｓ・Ｙ 四日市市立四日市病院 三重県

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・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

宮崎県 延岡 Ｔ・Ｓ 名古屋記念病院 愛知県

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・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・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定準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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士
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愛知県 岩津 Ｓ・Ｍ 福岡歯科医院 愛知県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

愛知県 工芸 Ｋ・Ｙ しだみ歯科 愛知県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

愛知県 小牧 Ａ・Ｍ 医療法人社団　健誠会　ケンデンタルクリニック 愛知県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

愛知県 誠信 Ｉ・Ｓ みやもと歯科 愛知県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

愛知県 中村 Ｉ・Ｊ 岡田デンタルクリニック 愛知県
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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

愛知県 中村 Ｙ・Ａ 中川友愛歯科 愛知県
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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

愛知県 津島北 Ｈ・Ｍ ひろいし歯科クリニック 愛知県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

岐阜県 岐阜城北 Ｋ・Ｍ ほその歯科医院 岐阜県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

岐阜県 多治見西 Ｆ・Ｎ ファミリー歯科 岐阜県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級

岐阜県 池田 Ｏ・Ｍ よこやま歯科 愛知県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

三重県 相可 Ｋ・Ｆ 松崎矯正歯科医院 三重県
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2級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認
定歯科医療事務検定1級
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愛知県 阿久比 Ｉ・Ｈ 長根幼稚園 愛知県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｍ・Ａ 中央出版株式会社 愛知県
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二
種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事
任用資格・専門士

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

愛知県 犬山 Ｏ・Ｍ 江南市立布袋北保育園 愛知県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労
働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 古知野 Ｋ・Ｓ 天童会秋津療育園 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・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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

愛知県 佐屋 Ｙ・Ｓ 病児・病後児保育室　きのみ 愛知県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期
大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 修文女子 Ｈ・Ａ 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二
種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事
任用資格・専門士

愛知県 東浦 Ｋ・Ｃ あさひ保育園 愛知県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資
格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 東浦 Ｙ・Ａ 至学館大学附属幼稚園 愛知県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

愛知県 東海学園大学 Ｙ・Ｙ （特定）プレママクラブ 愛知県
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事コンピュータ技能検定3級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学
士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 日本福祉大学付属 Ｋ・Ｒ 株式会社nexus 愛知県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｏ・Ｒ 医療法人いつき会 愛知県
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・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・文部科学省認
定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認
定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 豊川 Ｋ・Ｈ 豊橋市福祉事業会豊橋ひかり乳児院 愛知県
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・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・文部科学省認
定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認
定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 豊明 Ｎ・Ｋ 風かおる丘幼稚園 愛知県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

愛知県 名古屋大谷 Ｈ・Ｎ 社会福祉法人道徳福祉会 愛知県
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・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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士
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三重県 亀山 Ｋ・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・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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資
格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

三重県 桑名北 Ｋ・Ｙ 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・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・文部科学省認定幼稚園教諭二
種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事
任用資格・専門士

三重県 四日市農芸 Ｕ・Ｓ 久間田福祉会くまだ保育園 三重県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資
格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

三重県 北星 Ｏ・Ａ 社会福祉法人花園福祉会　長寿認定こども園 三重県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士

三重県 鈴鹿 Ｋ・Ｍ あおばファミリ－歯科こども歯科 愛知県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・文部
科学省認定短期大学士・厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専
門士
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愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｋ・Ａ 株式会社東海セイムス 三重県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 栄徳 Ｈ・Ａ 中部薬品株式会社 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・専門士

愛知県 蒲郡 Ｙ・Ｓ 株式会社コスモス薬品 愛知県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 古知野 Ｆ・Ｍ クオール株式会社 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2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・都道府県知事認可登録
販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 山田 Ｋ・Ｙ 株式会社ビー・アンド・ディー 愛知県
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・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・都道府県知事認可
登録販売者・専門士

愛知県 松平 Ｓ・Ｃ 中部薬品株式会社 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・専門士

愛知県 瀬戸 Ｋ・Ｓ 株式会社コスモス薬品 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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 瀬戸北総合 Ｏ・Ａ 中部薬品株式会社 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・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・都道府県知事認可登録
販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 長久手 Ｍ・Ｆ 株式会社ユタカファーマシー 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 同朋 Ｈ・Ｒ たんぽぽ薬局株式会社 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 半田 Ｔ・Ｙ 株式会社マツモトキヨシホールディングス 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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｉ 株式会社ユタカファーマシー 岐阜県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

岐阜県 羽島 Ｋ・Ｓ 株式会社ユタカファーマシー 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

岐阜県 恵那農業 Ｍ・Ａ 中部薬品株式会社 岐阜県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

岐阜県 多治見北 Ｎ・Ｋ 株式会社アマノ 愛知県
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　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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士
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岐阜県 鶯谷 Ｔ・Ａ 中部薬品株式会社 岐阜県
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　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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・
専門士

三重県 いなべ総合学園 Ｈ・Ｒ ウォルナットファ－マシ－ズ株式会社 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・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・都道府県知事認可登録
販売者・専門士

三重県 桑名西 Ｗ・Ｅ ウエルシア薬局株式会社 東京都 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・都道府県知事認可登録販売者・専門士

三重県 三重 Ｔ・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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

三重県 三重 Ｈ・Ｍ 株式会社スギ薬局 愛知県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・都道府県知事認可登録販売者・専門士
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