
大阪府 クラーク記念国際　大阪天王寺キャンパス Ｉ・Ｙ 中野脳神経外科クリニック 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力検
定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 阿武野 Ｄ・Ｍ 社会医療法人 愛仁会 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 河南 Ｎ・Ｍ 小室歯科近鉄あべのハルカス診療所 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１
級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

大阪府 貝塚 Ｋ・Ｋ 葛城病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求
事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス
検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 貝塚 Ｔ・Ｗ 大阪府済生会中津病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技
能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・
電卓計算能力検定　３級

大阪府 貝塚 Ｉ・Ｍ 別所デンタルクリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 関西福祉科学大学 Ｎ・Ａ 東朋八尾病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコ
ン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２
級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 岸和田市立産業 Ｎ・Ｒ みなみ耳鼻咽喉科クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス
接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 岸和田市立産業 Ｍ・Ｅ 大阪暁明館病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョ
ブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　
２級・専門士称号

大阪府 近畿大学泉州 Ｈ・Ｈ 堺若葉会病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検
定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓
計算能力検定　３級

大阪府 好文学園女子 Ｋ・Ｎ みずのクリニック 大阪府 医療事務検定　２級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 工芸 Ｔ・Ｍ コープ大阪病院 大阪府 医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号

大阪府 港 Ｆ・Ｍ 武内小児科 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 港 Ｈ・Ｍ とおやま耳鼻咽喉科 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 港 Ｎ・Ｍ キヤノンマーケティングジャパン株式会社大阪事業所 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３
級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能
力検定　３級

大阪府 港南造形 Ｋ・Ｔ 古林内科 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　２級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 高槻北 Ｉ・Ａ 第一東和会病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技
能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・
電卓計算能力検定　３級

大阪府 堺上 Ｆ・Ａ 大仙病院 大阪府
医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコ
ン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３
級

大阪府 堺上 Ｎ・Ｍ さくら会病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医
科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコ
ン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス
接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 堺西 Ｆ・Ｋ 和泉市立総合医療センター 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技
能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号
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大阪府 堺西 Ｔ・Ａ 大阪市立総合医療センター 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力
検定　３級

大阪府 柴島 Ｈ・Ｍ 趙診療所 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネ
ス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 守口東 Ｏ・Ｆ 東日本メディアコム株式会社 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定 3 級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力
検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 昇陽 Ｔ・Ｙ 天満 SORA クリニック 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 信太 Ｙ・Ａ 社会医療法人　啓仁会　咲花病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 吹田 Ｅ・Ｒ 本多眼科医院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　
２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 吹田 Ｓ・Ｃ 高槻やまもとクリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級

大阪府 吹田東 Ｎ・Ｈ 淀川キリスト教病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブ
パス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 成城 Ｔ・Ａ 南大阪音声クリニック 大阪府 医療事務検定　２級・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　
３級

大阪府 扇町総合 Ｙ・Ｅ 医療法人清翠会 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇
検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪成蹊女子 Ｕ・Ｓ 大阪市立総合医療センター 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算
能力検定　３級

大阪府 大阪成蹊女子 Ｈ・Ｒ 重光眼科医院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇
検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪偕星学園 Ｔ・Ｅ 松井歯科 大阪府 医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

大阪府 長尾 Ｔ・Ａ 畷生会脳神経外科病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 長尾 Ｓ・Ｍ 関西医科大学くずは病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・介護報酬請求事務技能検定・パソコン技能検
定３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 鶴見商業 Ｏ・Ａ 長谷川歯科医院 大阪府 医療事務検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 鶴見商業 Ｏ・Ｙ 河野眼科クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 東大阪大学敬愛 Ｓ・Ｍ 野崎徳洲会病院 大阪府 医療秘書技能検定　３級・パソコン技能検定３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 東百舌鳥 Ｋ・Ｒ こんどう整形外科クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 東百舌鳥 Ｈ・Ｓ 生長会　ベルランド総合病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・サービス接遇
検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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大阪府 東百舌鳥 Ｏ・Ｍ 森ファミリークリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 汎愛 Ｋ・Ｎ 山中クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　
２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 汎愛 Ｋ・Ａ あいはら歯科・矯正歯科 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネ
ス能力検定　３級・専門士称号

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｅ・Ａ 醍醐渡辺クリニック 京都府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能
力検定　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 福泉 Ｍ・Ｒ 生長会　ベルランド総合病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・サービス
接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 平野 Ｉ・Ｃ 大阪市立総合医療センター 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 豊島 Ｔ・Ｋ 大阪医科大学附属病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 豊島 Ｍ・Ｓ 照葉の里箕面病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 北かわち皐が丘 Ｔ・Ｒ 大阪レインボー薬局 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力
検定　３級

大阪府 北淀 Ｍ・Ｓ 白山クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・サービス接遇検定　準 1 級・サービ
ス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 枚方津田 Ｈ・Ｔ 弘道会　寝屋川生野病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 枚方津田 Ｍ・Ｒ たかばたけウィメンズクリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 門真なみはや Ｓ・Ｙ 株式会社メディブレーン 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネ
ス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号

奈良県 五條 Ｓ・Ｋ 大阪暁明館病院 大阪府
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブ
パス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

奈良県 香芝 Ａ・Ｙ 加納総合病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力
検定１級・電卓計算能力検定　３級

奈良県 香芝 Ｆ・Ｒ 大阪府済生会中津病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

奈良県 香芝 Ｏ・Ｃ 高井病院 奈良県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

奈良県 高取国際 Ｉ・Ｙ 辻賢太郎クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力
検定　２級・電卓計算能力検定　３級

奈良県 高取国際 Ｉ・Ｕ ナカノ初芝歯科クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力
検定　３級

奈良県 榛生昇陽 Ｈ・Ｒ 香芝生喜病院 奈良県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級
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奈良県 青翔 Ｙ・Ｙ 大阪警察病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネ
ス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号

京都府 久御山 Ｗ・Ｃ 荻窪病院 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジ
ネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇
検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

京都府 京都精華学園 Ｋ・Ｍ あべ耳鼻咽喉科 大阪府 サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

京都府 南丹 Ｉ・Ｙ 武田病院 京都府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

京都府 福知山成美 Ｓ・Ｙ うらいさみ整形外科 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓
計算能力検定　３級

京都府 木津 Ｙ・Ｈ ほりうち医院 京都府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１
級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計
算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

京都府 木津 Ｎ・Ｅ 中産婦人科 緑ヶ丘クリニック 三重県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 県立伊丹 Ｎ・Ｋ 渡部眼科 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 神戸星城 Ｙ・Ｒ 西宮今津みどり皮ふ科 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペ
ン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検
定　３級

兵庫県 西宮甲山 Ｋ・Ｍ 尚和会 宝塚第一病院 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 氷上 Ｍ・Ｋ 蒼龍会 井上病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専
門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 和田山 Ｓ・Ａ 安倍内科クリニック 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 和田山 Ｉ・Ｓ きもと眼科 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・
サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓
計算能力検定　２級

和歌山県 神島 Ｋ・Ｙ 千船病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力
検定　３級

和歌山県 神島 Ｎ・Ｍ 橋本クリニック　みみはなのど 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

和歌山県 和歌山盲学校 Ｋ・Ｍ 株式会社グランマーブル 京都府 医療秘書技能検定　３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

鳥取県 青谷 Ｍ・Ｎ 西宮今津みどり皮ふ科 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス
能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

鳥取県 米子北 Ｔ・Ｈ ふなこし眼科 鳥取県 ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・サービス接遇検定　２級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

鳥取県 米子北 Ｋ・Ｈ 白根眼科 島根県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・専門
士称号・電卓計算能力検定　３級

岡山県 井原 Ｏ・Ｈ 福山循環器病院 広島県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級
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岡山県 岡山学芸館 Ｋ・Ｓ 森岡歯科 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇
検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

岡山県 津山商業 Ｓ・Ｍ 岩間クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

滋賀県 高島 Ｈ・Ｒ ニチイ学館 長浜支店 滋賀県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョ
ブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

滋賀県 国際情報 Ｙ・Ｍ 済生会滋賀県病院 滋賀県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力ジョブ
パス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

愛媛県 帝京第五 Ｗ・Ｙ 森岡歯科 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

愛媛県 南宇和 Ｙ・Ｋ 大塚歯科 第 3 ビル診療所 大阪府 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福井県 美方 Ｏ・Ｒ あろは保育園 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

徳島県 吉野川 Ｋ・Ａ 老人保健施設恵愛荘 徳島県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　２級・サービス
接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

香川県 高松南 Ｋ・Ｙ 岩橋クリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技
能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・
電卓計算能力検定　３級

福岡県 クラーク記念国際　久留米キャンパス Ｙ・Ｓ 大阪医科大学附属病院 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力
検定　２級・電卓計算能力検定　３級

鹿児島県 鹿児島女子 Ｍ・Ｋ 愛仁会植村医院 鹿児島県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネ
ス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称
号・電卓計算能力検定　３級

その他 高卒認定 Ｍ・Ｍ 森耳鼻咽喉科医院 兵庫県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 日本教育学院 Ｋ・Ｋ ナカムラクリニック 大阪府
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス能力検定　３級・パソコン技能検定３級・
ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

5

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

大阪医療秘書福祉専門学校　2019



大阪府 英真学園 Ｎ・Ｔ 守口生野記念病院 大阪府
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　３
級

大阪府 懐風館 Ｏ・Ｍ 城山病院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 懐風館 Ｏ・Ｒ ヒューマンリソシア株式会社 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定

大阪府 芥川 Ｋ・Ｙ 川村産婦人科 大阪府
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬
請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級

大阪府 岸和田市立産業 Ｙ・Ｒ 阪和いずみ病院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

大阪府 岸和田市立産業 Ｍ・Ｅ 咲花病院 大阪府 医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 岸和田市立産業 Ｓ・Ａ 医療法人脇浜診療所 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 港 Ｔ・Ｒ 総合メディカル株式会社 福岡県 医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　３級

大阪府 香ヶ丘リベルテ Ｓ・Ｒ 青洲会診療所 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・介護報酬請求事務技能
検定・サービス接遇検定　３級

大阪府 堺西 Ｍ・Ｍ ふくろく整形外科クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 吹田 Ｎ・Ｋ いのうえクリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級

大阪府 吹田 Ｋ・Ｋ 楠山クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 西寝屋川 Ｍ・Ｎ 山中クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 千里青雲 Ｉ・Ｍ 有限会社たつなみ 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 千里青雲 Ｋ・Ｍ 恵愛クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級

大阪府 千里青雲 Ｙ・Ｎ 野田げんきクリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
２級・サービス接遇検定　３級

大阪府 扇町総合 Ｓ・Ｙ 松谷クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 扇町総合 Ｔ・Ｓ 大間知クリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　２級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 大阪暁光 Ｎ・Ｍ パートナー大美野薬局 大阪府 医療事務検定　２級

大阪府 大阪薫英女学院 Ｍ・Ｍ 武庫川女子大学中央キャンパス 兵庫県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級
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大阪府 大阪国際滝井 Ｔ・Ｈ サンプラザ薬局 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・サービス接遇検定　３級

大阪府 長吉 Ｍ・Ｍ 南大阪蔦耳鼻咽喉科 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技
能検定試験 3 級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 長尾谷 Ｈ・Ｍ サエラ薬局株式会社 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・サービス接遇検定　３級

大阪府 東住吉総合 Ｎ・Ｓ いぬいクリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 梅花 Ｋ・Ｍ 小西病院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
３級

大阪府 八尾北 Ｉ・Ｃ とくはら耳鼻咽喉科 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

大阪府 汎愛 Ｓ・Ｉ 整形外科　もりたクリニック 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級

大阪府 美原 Ｕ・Ｗ 眞鍋耳鼻咽喉科医院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
３級

兵庫県 県立伊丹 Ｅ・Ａ 淀川キリスト教病院 大阪府
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬
請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコ
ン技能検定 3 級・サービス接遇検定　３級

兵庫県 多可 Ｍ・Ｓ 株式会社ソラスト　京滋支社 滋賀県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
３級

兵庫県 多可 Ｎ・Ｎ 株式会社ソラスト　京滋支社 滋賀県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

兵庫県 尼崎西 Ｆ・Ｈ 西宮今津みどり皮ふ科 兵庫県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

兵庫県 明石商業 Ｆ・Ａ しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 兵庫県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

三重県 名張桔梗丘 Ｍ・Ｙ うえなみ内科 三重県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

三重県 名張桔梗丘 Ｎ・Ｓ アップル歯科クリニック 三重県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

三重県 名張桔梗丘 Ｍ・Ａ 前沢歯科クリニック 三重県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

三重県 名張西 Ｍ・Ｍ 中産婦人科 緑ヶ丘クリニック 三重県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

京都府 加悦谷 Ｍ・Ｍ 丹後中央病院 京都府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
３級

京都府 京都芸術 Ｋ・Ｓ ゆうき歯科 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

京都府 桂 Ｍ・Ｋ 京都警察病院 京都府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・サービス接遇検定　３級
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京都府 木津 Ｅ・Ｍ 総合メディカル株式会社 福岡県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級

奈良県 高円 Ｔ・Ｓ とくはら耳鼻咽喉科 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

奈良県 奈良情報商業 Ｍ・Ｎ さくらレディースクリニック 奈良県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　２級・サービ
ス接遇検定　３級

奈良県 奈良情報商業 Ｋ・Ｙ かつらぎクリニック 奈良県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

奈良県 奈良大学附属 Ｓ・Ｓ 松倉病院 奈良県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

岡山県 岡山県作陽 Ｈ・Ｎ まえかわこどもクリニック 兵庫県 医療事務検定　１級・サービス接遇検定　３級

岡山県 明誠学院 Ｎ・Ｓ 医誠会病院 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

滋賀県 八幡商業 Ｉ・Ａ 金田医院 滋賀県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

和歌山県 有田中央 Ｈ・Ｋ ニチイ学館 奈良県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

福井県 啓新 Ｍ・Ｓ 永井歯科医院 福井県 医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

岐阜県 益田清風 Ｉ・Ｍ 富田眼科クリニック 愛知県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

島根県 石見智翠館 Ｈ・Ｋ 岩橋クリニック 大阪府 医療事務検定　２級・サービス接遇検定　３級

愛媛県 三島 Ａ・Ａ ニューロンネットワーク株式会社 大阪府 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　
３級

その他 既卒 Ｔ・Ｒ 医療法人小杉整形外科 大阪府 調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３
級

その他 既卒 Ｔ・Ｙ アスモ介護サービス堺 大阪府 医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・ペン字　３級

その他 留学生 Ｍ・Ａ 近江草津徳洲会病院 滋賀県 医療事務検定　２級・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級
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大阪府 金剛 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人　八尾隣保館　特別養護老人ホーム 大阪府 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・専門士称号

大阪府 四條畷学園 Ｏ・Ｋ 医療法人社団　景翠会　介護老人保健施設　ふるさと 神奈川県 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・専門士称号

大阪府 鶴見商業 Ｓ・Ｎ 医療法人　清水会　介護老人保健施設　おひさま園 大阪府 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・専門士称号

大阪府 鶴見商業 Ｙ・Ｍ 社会福祉法人　松柏会　特別養護老人ホーム　エバーグリーン 大阪府 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・専門士称号

大阪府 門真なみはや Ｎ・Ｔ 社会福祉法人　真清福祉会　特別養護老人ホーム　天寿苑 大阪府 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・専門士称号

兵庫県 クラーク記念国際　姫路キャンパス Ｍ・Ｍ 社会福祉法人　栗栖の荘　特別養護老人ホーム栗栖の荘 兵庫県 専門士称号

兵庫県 神戸常盤女子 Ｏ・Ａ 社会福祉法人　加島友愛会　特別養護老人ホーム　加寿苑 大阪府 介護福祉士・中高老年期運動指導士・介護予防運動スペシャリスト・専門士称号

京都府 洛東 Ｍ・Ｙ 社会福祉法人　フジの会 京都府 介護福祉士・介護報酬請求事務技能検定・専門士称号
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大阪府 みどり清朋 Ｍ・Ｍ ないとう歯科 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪情報コンピュータ高等専修学校 Ｋ・Ａ ひげた おとなこども歯科 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪偕星学園 Ｉ・Ｎ はりなかの歯科＆矯正歯科 大阪府 ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大正 Ｎ・Ｔ よねだ歯科医院 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

福井県 啓新 Ｍ・Ｎ 勝間歯科医院 大阪府

福井県 敦賀工業 Ｋ・Ｍ 福西歯科クリニック 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

和歌山県 神島 Ｈ・Ｃ いぬい歯科 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｔ・Ｍ 川井歯科 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｉ・Ｙ 有元歯科医院 岡山県 秘書技能検定　３級・ペン字　３級

その他 既卒 Ｉ・Ｋ 小林歯科クリニック 大阪府 秘書技能検定　３級・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級
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大阪府 みどり清朋 Ｍ・Ｓ 学校法人 鴻池学園 鴻池学園幼稚園 大阪府 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・チャイ
ルドボディセラピスト 3 級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 勝山 Ｎ・Ｎ 聖和病院 大阪府 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・ペン字　
３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 西寝屋川 Ｈ・Ｓ 学校法人　城地学園　楠京阪幼稚園 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・パソコン技能検定 3 級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・介護報
酬請求事務技能検定

大阪府 泉尾 Ｔ・Ｍ みどりヶ丘病院 大阪府 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・パソコ
ン技能検定 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 大阪成蹊女子 Ｓ・Ｍ 株式会社メディブレーン 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・
調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検定 3 級・ペ
ン字　３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 大商学園 Ｈ・Ｒ 社会福祉法人信愛学園 兵庫県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・ペン字　
３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 鶴見商業 Ｓ・Ｙ 桃の里幼稚園 大阪府 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・短期大
学士・専門士称号

大阪府 八洲学園　梅田キャンパス Ｈ・Ｃ 香芝市職員　下田幼稚園 奈良県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・パソコ
ン技能検定 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 門真なみはや Ｎ・Ｍ 学校法人 石田学園 なかよし幼稚園 静岡県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・パソコ
ン技能検定 3 級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

大阪府 門真西 Ｎ・Ｍ たちばな幼稚園 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・パソコン技能検定 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・介護報酬請求事務技能
検定

岡山県 岡山南 Ｙ・Ｙ 楠公堂調剤薬局 芦屋浜店 兵庫県
保育士・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務
技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検定 3 級・短期大学士・専門士
称号・介護報酬請求事務技能検定

岡山県 新見 Ｆ・Ｈ さくらんぼ保育園 岡山県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・チャイ
ルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

兵庫県 姫路商業 Ｆ・Ｃ サンこども園 兵庫県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・ペン字　
３級・短期大学士・専門士称号

鳥取県 米子北 Ｎ・Ｈ 夜見保育園 鳥取県 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

愛媛県 新居浜東 Ｍ・Ａ 社会福祉法人 南友会　幼保連携型こども園　かんらんこども園 大阪府 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・子育て心理カウンセラー初級コース・パソコ
ン技能検定 3 級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

高知県 高知商業 Ｔ・Ｆ サンプラザ薬局 大阪府
保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・
調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・ペン字　２級・ペン字　３
級・短期大学士・専門士称号

鹿児島県 奄美 Ｆ・Ｙ ぽけっとランド 東京都 保育士・幼稚園教諭二種・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・介護報酬請求事務技能検定
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大阪府 交野 Ｍ・Ｙ 大阪暁明館病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コン
ピュータ能力検定試験　２級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事
務技能検定・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 阪南 Ｓ・Ｓ いぬいクリニック 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬
請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 2
級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪国際滝井 Ｋ・Ｋ 淀川キリスト教病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　
１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 大阪府教育センター付属 Ｔ・Ｙ 医療法人徳洲会　和泉市立総合医療センター 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準1級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検
定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョ
ブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 長野 Ｙ・Ｈ 城山病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準1級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・
医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検
定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン
字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 桃谷 Ｍ・Ｓ 大阪府済生会茨木病院 大阪府
医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・医事コンピュータ技能検定試
験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検
定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定2級・パソコン技能検定2級・パソコン技能検定3級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

大阪府 美原 Ｈ・Ｋ 城山病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

大阪府 門真西 Ｓ・Ｍ 関西医科大学附属病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・調剤報酬請求事務技能
検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョ
ブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓
計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 豊岡総合 Ｋ・Ｔ 交野病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソ
コン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 有馬 Ｕ・Ｙ 大阪市立総合医療センター 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・医
事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　
１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

兵庫県 有馬 Ｋ・Ｓ 社会医療法人　中央会　尼崎中央病院 兵庫県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・医事コ
ンピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求
事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 2 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

京都府 京都共栄学園 Ｔ・Ｍ 茨木医誠会病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２
級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検
定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

京都府 木津 Ｒ・Ｒ 弘道会　寝屋川生野病院 大阪府 医療秘書技能検定　３級・専門士称号

奈良県 桜井 Ｔ・Ｎ 奈良県立医科大学附属病院 奈良県
医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・医事コンピュー
タ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

奈良県 奈良情報商業 Ｋ・Ｒ 小阪産病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試
験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検
定　２級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

滋賀県 近江 Ｈ・Ａ 大阪府済生会茨木病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　２級・
パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

鳥取県 鳥取湖陵 Ｍ・Ｎ 今里胃腸病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・医事コン
ピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医
療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

沖縄県 八重山商工 Ｍ・Ｙ 加古川中央市民病院 兵庫県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　
２級・医事コンピュータ技能検定試験2級・医事コンピュータ技能検定試験3級・介護報酬請求事務技能検定・
調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ｙ コープ大阪病院 大阪府
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・パソコン技能検定 3 級・ビ
ジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓
計算能力検定　３級

その他 大学生 Ｈ・Ａ 浅香山病院 大阪府
医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　
２級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・
パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 2 級・パソコン技能検定 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級
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大阪府 羽衣学園 Ｙ・Ｋ ウエルシア薬局株式会社 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

大阪府 相愛 Ｍ・Ｍ 株式会社 東海セイムス 三重県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　２級・
専門士称号

大阪府 東海大学付属仰星 Ｙ・Ｈ 株式会社アカカベ 大阪府 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

兵庫県 夙川学院 Ｙ・Ａ ウェルシア薬局株式会社 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

兵庫県 八鹿 Ａ・Ｍ 株式会社キリン堂 大阪府 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　２級・
専門士称号

兵庫県 武庫荘総合 Ｅ・Ｍ ウエルシア薬局株式会社 東京都 調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　２級・専門士称号

和歌山県 県立和歌山 Ｏ・Ｃ ウエルシア薬局株式会社 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

和歌山県 那賀 Ｇ・Ｒ サエラ薬局株式会社 大阪府 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

和歌山県 日高 Ｓ・Ａ 株式会社 ココカラファイン 神奈川県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・ペン字２級・サービス接遇
検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・専門士称号

京都府 京都光華 Ｙ・Ｈ 株式会社ツルハホールディングス 北海道 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

奈良県 榛生昇陽 Ｓ・Ｋ 株式会社コスモス薬品 福岡県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　２級・
専門士称号

鳥取県 鳥取敬愛 Ｓ・Ｎ 株式会社コスモス薬品 福岡県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　２級・
専門士称号

山口県 田布施農工 Ｙ・Ｋ 株式会社キリン堂 大阪府 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

徳島県 鳴門渦潮 Ｔ・Ｍ 株式会社アインホールディングス 北海道 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２
級・専門士称号

沖縄県 那覇商業 Ｔ・Ｙ 株式会社ミック・ジャパン 大阪府 登録販売者・サービス接遇検定　２級・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｋ ヤマネ薬局 山口県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　２級・
専門士称号

その他 社会人 Ｋ・Ａ 株式会社アカカベ 大阪府 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定 3 級・サービス接遇検定　準 1級・
サービス接遇検定　２級・専門士称号

13

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

くすりアドバイザー科

大阪医療秘書福祉専門学校　2019


