
埼玉県 羽生第一 Ｈ・Ｙ 慶友整形外科病院 群馬県

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・公益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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
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・医
療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 羽生第一 Ｔ・Ｍ 羽生総合病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
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・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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

埼玉県 浦和実業学園 Ｋ・Ｍ フクダクリニック 埼玉県

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・公益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・医
療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・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・専門士

埼玉県 滑川総合 Ｔ・Ａ 武蔵野総合病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

埼玉県 吉川美南 Ｓ・Ｙ ㈱富士薬品 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 吉川美南 Ｕ・Ｔ 永井マザーズホスピタル 埼玉県

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・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

埼玉県 吉川美南 Ｋ・Ｍ ㈱セキ薬品 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・専門士

埼玉県 栗橋北彩 Ｔ・Ｍ パーク病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｋ・Ｍ 寿谷歯科医院 埼玉県

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　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　職業教育・キャ
リア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会
認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｙ・Ｋ 上尾中央総合病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｙ・Ｍ ㈱飛鳥薬局 埼玉県

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・一般財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会
認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｓ・Ｙ ㈲エム・アイ・イー（ひまわり薬局） 埼玉県

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・一般財団法人　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　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医事
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・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・専門士

埼玉県 鴻巣女子 Ｕ・Ｒ 上尾中央総合病院 埼玉県

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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定
医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 細田学園 Ｋ・Ｃ ふじみの救急クリニック 埼玉県

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・公益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・一般財団法人　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・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・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・専門士

埼玉県 細田学園 Ｕ・Ｍ ブレインピア坂戸西 埼玉県

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・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス
能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・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・公益財団法
人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

医療秘書科

大宮医療秘書専門学校　2020



埼玉県 埼玉栄 Ｕ・Ｒ 上尾中央総合病院 埼玉県

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　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　職業教育・キャリア教育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・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・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2級・専門士

埼玉県 埼玉栄 Ｋ・Ｎ ㈱アイセイ薬局 東京都

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

埼玉県 山村学園 Ｉ・Ｋ ブレインピア坂戸西 埼玉県

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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請
求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・専門士

埼玉県 秋草学園 Ｈ・Ｋ 東京北医療センター 東京都

公益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・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3
級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 春日部女子 Ｕ・Ａ くでこどもクリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 上尾 Ｕ・Ｎ 上尾中央総合病院 埼玉県

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・公益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3級・一般財団法人　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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育
財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

埼玉県 上尾南 Ｎ・Ｍ おおたけ眼科 埼玉県

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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育
協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 上尾南 Ｙ・Ｍ 佐藤整形外科クリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医
療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

埼玉県 深谷 Ｓ・Ｎ 第一さくらい医院 埼玉県

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　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　職
業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能
検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 深谷第一 Ｋ・Ｙ さいたま中央クリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 深谷第一 Ｓ・Ｍ 上尾中央総合病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・専門士

埼玉県 進修館 Ｏ・Ｙ しらさきクリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・専門士

埼玉県 進修館 Ｔ・Ａ ねもと内科 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 川越 Ｋ・Ｒ 埼玉石心会病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・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

埼玉県 川越初雁 Ｋ・Ｋ ファミリー歯科医院 埼玉県
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・一般財団法人　職業教育・キャリア
教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・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・専門士
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埼玉県 川越総合 Ｔ・Ａ 恵愛病院 埼玉県

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・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・一般財団法人　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2級・専門士

埼玉県 川口東 Ｔ・Ｋ 川口総合病院 埼玉県

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　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　職
業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
専門士

埼玉県 草加 Ｉ・Ｈ 吉川中央総合病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務
能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療
秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 大宮商業 Ｋ・Ｐ さいたま赤十字病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

埼玉県 北本 Ｓ・Ａ 北本中央クリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

埼玉県 本庄第一 Ｕ・Ｍ 堀川病院 埼玉県

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・一般財団法人　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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・専門士

栃木県 さくら清修 Ｉ・Ｋ あいあいクリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団
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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

栃木県 宇都宮短期大学附属 Ｔ・Ｍ 十文堂調剤㈱ 東京都

医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・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・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

栃木県 佐野東 Ｋ・Ｍ 佐野厚生総合病院 栃木県

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

栃木県 上三川 Ｓ・Ｎ 江本眼科 東京都

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・一般財団法人　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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

栃木県 上三川 Ｉ・Ｙ 牛久愛和総合病院 茨城県

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

栃木県 真岡北陵 Ｉ・Ａ 栃木県立がんセンター 栃木県

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・公益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・一般財団法人　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・専門士

栃木県 栃木翔南 Ｔ・Ａ おだかキッズクリニック 栃木県

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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医
療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

栃木県 那須拓陽 Ｋ・Ｍ 菅間記念病院 栃木県

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　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　職
業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定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・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

群馬県 伊勢崎清明 Ｉ・Ｍ 南新宿クリニック耳鼻科小児科 東京都

医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・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・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・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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群馬県 関東学園大学附属 Ｙ・Ａ 石井クリニック 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・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・専門士

群馬県 関東学園大学附属 Ｈ・Ｍ 慶友整形外科病院 群馬県

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・一般財団法人　職
業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・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・
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

群馬県 桐生市立商業 Ｙ・Ｎ 慶友整形外科病院 群馬県

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・公益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・一般財団法人　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・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・専門士

群馬県 高崎商科大学附属 Ｓ・Ａ 上尾中央総合病院 埼玉県

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

群馬県 高崎商業 Ｔ・Ｓ 前橋赤十字病院 群馬県

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・公益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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専
門士

群馬県 大泉 Ｋ・Ｒ 佐野西村眼科クリニック 栃木県

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・公益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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定3級・専門士

群馬県 大泉 Ｔ・Ｍ 石田整形外科医院 群馬県

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・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会
認定医療秘書技能検定3級・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

茨城県 岩井 Ｋ・Ｓ 友愛記念病院 茨城県

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

茨城県 古河第一 Ｎ・Ｍ ㈱セキ薬品 埼玉県

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・公益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・一般財団
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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

茨城県 古河第一 Ｍ・Ｙ 松井クリニック 神奈川県

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・公益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・一般財団法人　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・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

茨城県 古河第一 Ａ・Ｍ 倉田内科クリニック 茨城県

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・公益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・一般財団法人　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・専門士

茨城県 古河第一 Ａ・Ｍ 利根川橋クリニック 茨城県

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・公益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・一般財団法人　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・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・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・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・専門士

茨城県 古河第一 Ｋ・Ｍ しらさきクリニック 埼玉県

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・公益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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定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・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

茨城県 古河第一 Ｍ・Ａ おのぼりクリニック 茨城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　職業
教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・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

福島県 若松商業 Ｋ・Ｓ とくまる耳鼻咽喉科 埼玉県

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・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・一般財団法人　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・専門士
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福島県 若松商業 Ｋ・Ｈ ㈱ヒロタ薬局 東京都

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

福島県 第一学院　郡山キャンパス Ｈ・Ｙ 横浜医療秘書歯科助手専門学校（進学） 神奈川県
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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定
ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

千葉県 西武台千葉 Ｆ・Ａ キッコーマン総合病院 千葉県

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

千葉県 野田中央 Ｓ・Ｎ 武里病院 埼玉県

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・公益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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

長野県 丸子修学館 Ｏ・Ｙ 相澤病院 長野県

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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・一般財団法人　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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

長野県 小海 Ｏ・Ｍ 中澤眼科クリニック 長野県
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・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・専門士

岩手県 一関第二 Ｓ・Ｍ 彩の国東大宮メディカルセンター 埼玉県

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・公益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・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・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2級・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｍ 久喜すずのき病院 埼玉県

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・公益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・一般財団法人　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・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・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ａ ㈱トマト（トマト薬局） 愛媛県

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・公益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・一般財団法人　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・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1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・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2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・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・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・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｙ 新都心たざわクリニック 埼玉県

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・公益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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・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・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ａ 埼玉県立がんセンター 埼玉県

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・公益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・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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1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・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2級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・日本医療事務協会
認定介護報酬請求事務技能検定・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2級・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｍ ㈱ノーザ 東京都

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・一般財団法人　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
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技
能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・専門士
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埼玉県 あずさ第一　大宮キャンパス　＜通信制＞ Ｅ・Ｙ フクダクリニック 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 あずさ第一　大宮キャンパス　＜通信制＞ Ｓ・Ａ ㈱アイセイ薬局 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

埼玉県 越谷総合技術 Ｈ・Ｅ しもかわクリニック 埼玉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 幸手桜 Ｆ・Ｔ ㈱セキ薬品 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 秀明英光 Ｏ・Ｈ うちだクリニック 宮城県

埼玉県 秀明英光 Ｙ・Ｓ とだ小林医院 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・社団法人　国際ホリ
スティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定

埼玉県 深谷 Ｙ・Ｓ 岡病院 埼玉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 深谷第一 Ｓ・Ｎ はぎわら眼科 埼玉県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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・公益財団法人　実務
技能検定協会ビジネス文書検定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3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事
務技能検定

埼玉県 川越初雁 Ｍ・Ｍ 坂本クリニック 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 大宮東 Ｏ・Ｍ よこづか眼科 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 大宮武蔵野 Ｙ・Ｍ ㈱ハート薬局 埼玉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

埼玉県 鶴ヶ島清風 Ｓ・Ａ 埼玉成恵会病院 埼玉県 全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・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

群馬県 高崎健康福祉大学高崎 Ｋ・Ｓ ㈱クスリのアオキ 石川県
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　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定3級・一般財団法人　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

群馬県 西邑楽 Ｋ・Ｍ ふじ眼科クリニック 群馬県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

秋田県 平成 Ｎ・Ｎ 加藤眼科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・公益財団法人　実務
技能検定協会ビジネス文書検定3級・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
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山形県 山形学院 Ｔ・Ｍ 埼玉協同病院 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

茨城県 古河第二 Ｈ・Ｎ つるみ脳神経外科 茨城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級

栃木県 作新学院 Ｏ・Ａ 青木眼科医院 栃木県 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

千葉県 あずさ第一　＜通信制＞ Ａ・Ｍ 小張総合病院 千葉県
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・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歯科
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

新潟県 柏崎総合 Ｔ・Ｒ 西新宿レディースクリニック 東京都
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・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

長野県 佐久平総合技術 Ｋ・Ｍ 巣鴨駅前整形外科 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

その他 既卒 Ｈ・Ｍ ㈱メディク 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・一般財団法人　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・公益財団法人　実務
技能検定協会ビジネス文書検定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

その他 既卒 Ｈ・Ｍ ㈱セキ薬品 埼玉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・日本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2級

その他 既卒 Ｓ・Ｍ ウエルシア薬局㈱ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・社団法人　国際ホリ
スティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定

その他 既卒 Ｏ・Ｙ ㈱ハローコーポレーション（ハロー薬局） 埼玉県
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
サービス接遇検定3級・一般財団法人　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
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埼玉県 羽生実業 Ｋ・Ｋ 東鷲宮病院 埼玉県
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・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・一般社団法人日本病院会 診療情報管理
士・専門士

埼玉県 越谷東 Ｆ・Ｃ LE.O.VE㈱ 東京都

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・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・一般財団法人　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・一般財団法人　職
業教育・キャリア教育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

埼玉県 久喜 Ｉ・Ｒ 埼玉東部循環器病院 埼玉県

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・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3級・一般財団法人　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・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・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・専門士

埼玉県 鴻巣 Ｋ・Ｍ 新久喜総合病院 埼玉県

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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準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・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事コン
ピュータ技能検定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・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・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・専門士

埼玉県 深谷第一 Ｍ・Ｒ 行田総合病院 埼玉県

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・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・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・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・専門士

埼玉県 川越工業 Ｓ・Ｔ 総合東京病院 東京都

公益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・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定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事コンピュータ技能検定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

埼玉県 和光国際 Ｙ・Ａ 戸田中央総合病院 埼玉県

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・医療秘書教育全国協議会認
定医療秘書技能検定準1級・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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3級・一般財団法人　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事コンピュータ技能検定3級・秘書技能検定3・秘書技能検定2・専門士

栃木県 宇都宮白楊 Ａ・Ｓ 上尾中央総合病院 埼玉県

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療秘書技能検定準1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュー
タ技能検定2級・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・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・一般財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3
級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・専門士

長野県 東海大学付属諏訪 Ｍ・Ｍ 国立がん研究センター　中央病院 東京都

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・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定準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・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・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・一般財団法人　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事コンピュータ技能検定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・一般社団法人日本病院会 診療情報管理士・専門士
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