
大阪府 みどり清朋 Ｔ・Ｙ 医療法人貴島会 ダイナミックスポーツ医学研究所・貴島会クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・
日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

大阪府 みどり清朋 Ｆ・Ａ たかばたけウィメンズクリニック 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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認
定医療事務検定1級・専門士

大阪府 羽衣学園 Ｕ・Ｍ 株式会社きぼう 大阪府
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・専門士

大阪府 羽衣学園 Ｔ・Ａ 津田診療所 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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 英真学園 Ｗ・Ｋ 田坂皮フ科クリニック 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2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚
生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

大阪府 芥川 Ｎ・Ａ せお内科クリニック 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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
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・専門士

大阪府 貝塚 Ｋ・Ｍ 医療法人医敬会安藤外科・整形外科医院 大阪府

公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財
団法人　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・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・専門士

大阪府 貝塚南 Ｙ・Ｍ 株式会社ココカラファイン 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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定
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・専門士

大阪府 岸和田市立産業 Ｕ・Ｙ 医療法人ゆうあい会　しんやしき産婦人科 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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　職業教育・キャリア教育財団文部
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・医
療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

大阪府 久米田 Ｎ・Ｓ 医療法人良秀会高石藤井病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・医療秘書教育全国
協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
公益財団法人　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・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・専門士

大阪府 交野 Ｗ・Ｊ 医療法人　寺嶋・塚田こどもクリニック 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・専門士

大阪府 交野 Ｙ・Ｒ 橋本クリニック 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・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・専門士

大阪府 好文学園女子 Ｋ・Ｋ 医療法人やまもと耳鼻咽喉科 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・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・一般財団法人　職業
教育・キャリア教育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

大阪府 港 Ｋ・Ｙ 医療法人社団かつた眼科クリニック 兵庫県

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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　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・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・専門士

大阪府 高石 Ｎ・Ｒ 皮ふ科眼科　くめクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
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・専門士
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大阪府 高石 Ｉ・Ｍ 社会医療法人生長会阪南市民病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・公益財団法
人　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・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・専門士

大阪府 堺 Ｈ・Ｅ 株式会社きぼう 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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　職業教育・キャリア教育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・専門士

大阪府 堺 Ｆ・Ｓ 清恵会病院 大阪府

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・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

大阪府 堺上 Ｋ・Ａ 医療法人慈心会あびこ病院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・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・専門士

大阪府 山本 Ｋ・Ｓ 医療法人竹村医学研究会（財団）小阪産病院 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・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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
2級・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

大阪府 住吉商業 Ｋ・Ｍ 医療法人敬英会　介護老人保健施設さくらがわ 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コン
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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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介護報酬請求事務技
能検定・専門士

大阪府 渋谷 Ｉ・Ｎ メディカルサービス株式会社さくら薬局 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 昇陽 Ｉ・Ｎ 医療法人社団あんしん会　あんしんクリニック 兵庫県
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・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 松原 Ｔ・Ｓ キャノンITSメディカル株式会社 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3級・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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 城南学園 Ｋ・Ｍ ファーマライズホールディングス㈱ 東京都 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・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・専門士

大阪府 信太 Ｋ・Ｍ 株式会社グランドブレインエンジェル薬局 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・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　職業教育・キャリア教育財団文部
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・専
門士

大阪府 信太 Ｎ・Ｈ 医療法人錦秀会 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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1級・専門士

大阪府 信太 Ｈ・Ｙ 株式会社メディコムサカイ 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・専門士

大阪府 信太 Ｋ・Ｒ 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・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

大阪府 信太 Ｓ・Ａ 医療法人医敬会安藤外科・整形外科医院 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・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・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療
事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士
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大阪府 清明学院 Ｉ・Ｈ かねしろクリニック 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

大阪府 西寝屋川 Ｋ・Ｍ 社会医療法人彩樹　守口敬仁会病院 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事コンピュータ技能検定3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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介護報酬請求事務技能検定・専門士

大阪府 西寝屋川 Ｔ・Ｅ 医療法人山中クリニック 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技
能検定3級・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・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・専門士

大阪府 宣真 Ｓ・Ａ 医療法人社団　頭司歯科口腔外科クリニック 兵庫県
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・公益財団法人　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・専門士

大阪府 宣真 Ｔ・Ａ 医療法人若葉会昭和病院 大阪府 専門士

大阪府 宣真 Ｓ・Ｎ 医療法人社団敬誠会　合志病院 兵庫県

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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 泉大津 Ｍ・Ｍ 社会医療法人三和会　永山病院 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・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 太成学院大学 Ｉ・Ｒ よどやばしメディカルクリニック 大阪府
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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・
専門士

大阪府 大冠 Ｎ・Ｂ 福田総合病院 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・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検
定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 大阪暁光 Ａ・Ａ 石原医院 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2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

大阪府 大阪 Ｅ・Ｍ 岩間クリニック 大阪府

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・一般財団法人　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・
厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

大阪府 大阪 Ｎ・Ｋ 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・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　職業教育・キャリア教育財団文部
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・専
門士

大阪府 大阪緑涼 Ｔ・Ｓ 清水眼科 大阪府 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2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

大阪府 大商学園 Ｍ・Ｍ 医療法人桜会　ゆたかクリニック 兵庫県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 大商学園 Ｍ・Ｙ 医療法人協和会　協立病院 兵庫県

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専
門士
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大阪府 鶴見商業 Ｔ・Ｈ 三上こどもクリニック 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・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・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介護報酬請求事
務技能検定・専門士

大阪府 鶴見商業 Ｍ・Ｃ 医療法人藤井会石切生喜病院 大阪府 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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・専門士

大阪府 東 Ｍ・Ｅ 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 大阪府

一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス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・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・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・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

大阪府 東百舌鳥 Ｉ・Ｃ 医療法人文明会　おくだ耳鼻咽喉科 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・専門士

大阪府 桃谷 Ｔ・Ａ すみれ薬局 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2級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　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・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

大阪府 日新 Ｔ・Ｒ 医療法人宝持会池田病院 大阪府

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・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・公益財団法人　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・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・専門士

大阪府 伯太 Ｔ・Ｍ 社会医療法人同仁会 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 富田林 Ｋ・Ｉ 医療法人はぁとふる運動器ケア　しまだ病院 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・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技
能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認
定医療事務検定1級・専門士

大阪府 布施 Ｋ・Ｍ 脇本産婦人科・麻酔科 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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　職業教育・キャリア教育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・専門士

大阪府 平野 Ｎ・Ｈ 橋本クリニック 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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

大阪府 豊島 Ｉ・Ａ 学校法人日本教育財団　大阪モード学園（進学） 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・専門士

大阪府 北かわち皐が丘 Ｈ・Ｍ 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院 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・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・専門士

大阪府 北かわち皐が丘 Ｔ・Ｍ 社会医療法人信愛会　畷生会脳神経外科病院 大阪府

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 北摂つばさ Ｓ・Ｈ 西浦歯科医院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

大阪府 箕面自由学園 Ｏ・Ｓ 友紘会総合病院 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・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・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・専門士
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大阪府 野崎 Ｙ・Ｎ 西村たくや皮膚科クリニック 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・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・専門士

大阪府 野崎 Ｔ・Ａ 医療法人大阪恵星会　鴻池クリニック 大阪府

日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定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・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュー
タ技能検定3級・専門士

大阪府 野崎 Ｈ・Ａ 社会医療法人信愛会　畷生会脳神経外科病院 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン
技能検定3級・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・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・専門士

大阪府 淀商業 Ｙ・Ａ メディカルサービス株式会社 大阪府

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

兵庫県 伊丹西 Ｙ・Ｙ 医療法人愛心会　東宝塚さとう病院 兵庫県

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・公益財団法
人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専
門士

兵庫県 小野工業 Ｍ・Ｎ 医療法人社団親樹会　恵泉クリニック 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
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
務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

兵庫県 西宮甲山 Ｈ・Ｋ 医療法人医誠会城東中央病院 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専
門士

兵庫県 西宮南 Ｋ・Ｔ 医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院 兵庫県

医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン
技能検定3級・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・公益財団法人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

兵庫県 多可 Ｆ・Ｎ 医療法人桜寿会　たかだクリニック 大阪府
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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

兵庫県 猪名川 Ｉ・Ｓ 医療法人晋真会　ベリタス病院 兵庫県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専
門士

兵庫県 尼崎 Ｏ・Ｒ 塚口駅前デンタルクリニック 兵庫県
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・一般財団
法人　職業教育・キャリア教育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・専門士

兵庫県 尼崎双星 Ｕ・Ａ 医療法人田中歯科医院 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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3
級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

兵庫県 尼崎双星 Ｔ・Ｙ うらいさみ整形外科 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・専門士

兵庫県 氷上 Ｏ・Ｋ 医療法人社団アシダメディカルパートナーズ 兵庫県
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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般社団法人　公開経
営指導協会認定POP広告クリエイター・専門士

和歌山県 貴志川 Ｋ・Ｙ 医療法人稲祥会 稲田病院 和歌山県

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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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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和歌山県 熊野 Ｔ・Ｋ 社会医療法人愛仁会　井上病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブ
パス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療
保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

和歌山県 日高 Ｈ・Ｓ 医療法人警和会大阪警察病院 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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　職業教育・キャリア教育財団文部科
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・専門
士

和歌山県 有田中央 Ｏ・Ｒ 森ノ宮医療学園附属みどりの風クリニック 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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・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　職業教育・キャリア教育財団文部
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・専
門士

和歌山県 和歌山 Ｎ・Ｔ 医療法人社団彦星会健都よねだスポーツ整形外科 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・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・専門士

和歌山県 和歌山北 Ｙ・Ａ すみれ薬局 大阪府

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・公益財団法
人　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・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・専門士

滋賀県 安曇川 Ｉ・Ｙ 株式会社ファースト 滋賀県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専
門士

滋賀県 安曇川 Ｍ・Ｋ あらい整形外科 滋賀県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・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1級・
専門士

滋賀県 大津商業 Ｔ・Ａ 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能
検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能
検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療
事務協会認定介護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・専門士

滋賀県 日野 Ｉ・Ｋ 医療法人修真会　福井整形外科 大阪府
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・一般社団法人　公開
経営指導協会認定POP広告クリエイター・専門士

滋賀県 野洲 Ｎ・Ｙ 社会福祉法人恩賜財団済生会　滋賀県病院 滋賀県

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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・公益財団法人　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・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・専門士

奈良県 香芝 Ｔ・Ｅ 社会医療法人寿会富永病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・専門士

奈良県 高取国際 Ｎ・Ｈ ながやま皮膚科 奈良県

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・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

奈良県 西の京 Ｏ・Ｔ 公益財団法人天理よろづ相談所病院 奈良県

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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育
財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1
級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

奈良県 西の京 Ｗ・Ｙ 医療法人藤井会石切生喜病院 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コン
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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・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

広島県 盈進 Ｔ・Ｍ 医療法人社団清和会笠岡第一病院 岡山県

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・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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・専門士
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広島県 盈進 Ｍ・Ｍ 株式会社みはらメディカルグループ 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・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・専門士

広島県 飛鳥未来　広島キャンパス Ｉ・Ｈ 医療法人いわさか皮フ科クリニック 大阪府

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

広島県 福山葦陽 Ｎ・Ｙ 大阪府済生会千里病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計
算能力検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブ
パス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協
会認定診療報酬請求事務能力認定試験・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・専門士

徳島県 穴吹 Ｄ・Ｍ 医療法人山紀会山本第三病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

徳島県 生光学園 Ｓ・Ｎ 医療法人東和会第一東和会病院 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・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

徳島県 鳴門渦潮 Ｍ・Ｙ 医療法人優優会　高槻やまもとクリニック 大阪府
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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定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

福井県 若狭 Ｓ・Ｒ 医療法人若永会 田中病院 福井県

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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　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・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・専門士

福井県 美方 Ｈ・Ｋ 医療法人あきの整形外科 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・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・専
門士

三重県 伊賀白鳳 Ｔ・Ａ 医療法人潤優会松谷クリニック 大阪府

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・一般財団法人　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・一般財団法人　職業教育・キャリア
教育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 紀南 Ｈ・Ｒ ヒューマンライフケア東住吉の湯 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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

京都府 向陽 Ｏ・Ｍ 医仁会武田総合病院 京都府

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・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3
級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3
級・専門士

京都府 木津 Ｎ・Ｍ なかむら眼科 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・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・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1級・専門士

鳥取県 第一学院　鳥取キャンパス Ｏ・Ｋ 大阪府済生会茨木病院 大阪府 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・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・専門士

鳥取県 鳥取敬愛 Ｎ・Ｍ 高田医院　整形外科・内科 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・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・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介護報酬請求事
務技能検定・専門士

茨城県 つくば開成 Ｔ・Ｓ 辻村矯正歯科 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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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岡山県 岡山学芸館 Ｈ・Ｍ 田辺薬局株式会社 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　職業教育・キャリア教
育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

愛媛県 小松 Ｏ・Ａ 医療法人社団宏久会　泉岡医院 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定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

高知県 岡豊 Ｓ・Ｍ 医療法人あきの整形外科 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・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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大阪府 みどり清朋 Ｙ・Ｍ にしかわ耳鼻咽喉科 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・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

大阪府 英真学園 Ｆ・Ｍ 医療法人社団彦星会健都よねだスポーツ整形外科 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級

大阪府 柴島 Ｎ・Ｋ 医療法人桜会　ないとうクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

大阪府 柴島 Ｙ・Ｒ 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 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・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

大阪府 柴島 Ｗ・Ｍ ニコニコ訪問看護ステーション　長居事務所 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・一般財団法人　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

大阪府 守口東 Ｋ・Ｙ 三上こどもクリニック 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・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

大阪府 渋谷 Ｓ・Ｒ 医療法人友愛会　松本病院 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・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

大阪府 初芝富田林 Ｍ・Ｎ 医療法人秀香会　山本クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 昇陽 Ｔ・Ａ 株式会社中央薬局 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級

大阪府 松原 Ｕ・Ａ 医療法人貴島会　ダイナミックスポーツ医学研究所 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・一般財団法人　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

大阪府 松原 Ｔ・Ｒ こうもと内科・消化器内視鏡クリニック 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・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

大阪府 信太 Ｏ・Ａ おおとりウイングス株式会社 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

大阪府 吹田東 Ｋ・Ａ 医療法人　康生会 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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・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・日
本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

大阪府 成城 Ｓ・Ｍ 医療法人友愛会　松本病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級

大阪府 精華 Ｓ・Ｋ 総合メディカル株式会社 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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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大阪府 精華 Ｎ・Ｙ 株式会社サエラ 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

大阪府 西 Ｍ・Ｋ 株式会社互恵会　大阪回生病院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 西寝屋川 Ｉ・Ｍ ジーク株式会社 京都府 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

大阪府 大冠 Ａ・Ｓ 医療法人社団彦星会岩橋クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

大阪府 大阪ビジネスフロンティア Ｍ・Ｒ 有限会社イマトクメディック　リーフ薬局 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

大阪府 大阪国際滝井 Ｋ・Ａ ファーマライズホールディングス株式会社 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・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

大阪府 大阪商業大学 Ｇ・Ａ 医療法人社団めぐみ会 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

大阪府 長吉 Ｋ・Ｙ 加藤乳腺クリニック草津 滋賀県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定

大阪府 長尾 Ｙ・Ｍ ふくろう歯科 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

大阪府 島本 Ｈ・Ａ 医療法人貴島会 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級

大阪府 東淀川 Ｎ・Ａ 西谷歯科クリニック 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

大阪府 東淀川 Ｙ・Ｙ 医療法人社団彦星会岩橋クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

大阪府 布施 Ｉ・Ｒ 大阪医専（進学） 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

大阪府 豊島 Ｎ・Ｙ 医療法人仁和会　吉原眼科医院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

奈良県 香芝 Ｏ・Ｒ 医療法人桜希会　東朋八尾病院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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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奈良県 大和広陵 Ｋ・Ｎ 医療法人飯岡会　飯岡形成外科ひふ科 奈良県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

奈良県 奈良情報商業 Ｆ・Ａ 株式会社リールステージ 奈良県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級

奈良県 奈良情報商業 Ｓ・Ｎ 医療法人まつおかクリニック 奈良県 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

奈良県 奈良情報商業 Ｔ・Ｒ 医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

奈良県 奈良情報商業 Ｎ・Ａ 医療法人宝持会池田病院 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

滋賀県 京都美容専門学校 Ｔ・Ｋ 社会医療法人誠光会　草津総合病院 滋賀県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

滋賀県 守山北 Ｍ・Ａ 医療法人いしべ耳鼻咽喉科 滋賀県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

滋賀県 大津商業 Ｈ・Ｎ いしだ眼科 滋賀県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

滋賀県 大津商業 Ｈ・Ｔ 社会医療法人三宝会　南港病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

滋賀県 龍谷大学　（瀬田キャンパス） Ｋ・Ｙ ももはらクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

京都府 京都明徳 Ｈ・Ｙ 医療法人いわさか皮フ科クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定介護報酬請求事務技能検定

京都府 朱雀 Ｈ・Ｍ ふじわら歯科クリニック 京都府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

京都府 東舞鶴 Ｕ・Ｎ 舞鶴医療センター 京都府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級

京都府 木津 Ｙ・Ｋ 四条河原町整骨院 京都府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定

京都府 木津 Ｎ・Ｙ わかばやし歯科クリニック 京都府
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・一般財団法人　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
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三重県 伊賀白鳳 Ｎ・Ｍ 百年整体三鷹院 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

三重県 津 Ｙ・Ｍ 医療法人グリーンスウォード 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・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・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

鹿児島県 奄美 Ｗ・Ａ 医療法人潤優会　耳鼻咽喉科小児科せんちゅうクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・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

鹿児島県 徳之島 Ｋ・Ｔ ファーマライズホールディングス株式会社 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・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

兵庫県 尼崎 Ｙ・Ａ 亀井整形外科医院 兵庫県
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・日本医療事務協会認定介護報酬
請求事務技能検定

和歌山県 橋本 Ｙ・Ｎ 医療法人英裕会　横手クリニック 和歌山県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

鳥取県 倉吉総合産業 Ｍ・Ａ 医療法人後藤レディースクリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

島根県 松江農林 Ｆ・Ａ 医療法人憲樹　橋本クリニック　みみはなのど 大阪府 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

岡山県 岡山県美作 Ａ・Ｊ 医療法人社団かつた眼科クリニック 兵庫県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　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

高知県 幡多農業 Ｋ・Ｔ 井上クリニック 大阪府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・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
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大阪府 貝塚 Ｎ・Ｓ 医療法人山紀会介護施設はるか 大阪府 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

大阪府 貝塚 Ｈ・Ｍ 社会福祉法人久義会特別養護老人ホーム高秀苑 大阪府 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

大阪府 貝塚 Ｂ・Ａ 医療法人山紀会介護施設はるか 大阪府 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

大阪府 宣真 Ｔ・Ａ 社会福祉法人　加島友愛会障害者支援施設　アンダンテ加島 大阪府 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

大阪府 大阪偕星学園 Ｏ・Ｍ 医療法人徳洲会介護老人保健施設　岸和田徳洲苑 大阪府 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

大阪府 大商学園 Ｈ・Ｋ 社会福祉法人　加島友愛会障害者支援施設　アンダンテ加島 大阪府 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

大阪府 大商学園 Ｉ・Ｓ 社会福祉法人　邦寿会特別養護老人ホーム　高殿苑 大阪府 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

大阪府 東 Ｏ・Ｓ 社会福祉法人　邦寿会特別養護老人ホーム　高殿苑 大阪府 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

大阪府 東淀川 Ｈ・Ｓ スミリンケアライフ株式会社エレガーノ西宮 兵庫県 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

大阪府 門真西 Ｉ・Ｊ 社会福祉法人真清福祉会特別養護老人ホームロイヤルライフ天寿苑 大阪府 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

兵庫県 宝塚東 Ｔ・Ａ 社会福祉法人　明照会特別養護老人ホームあそか苑ももか 兵庫県 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

兵庫県 既卒 Ｈ・Ａ 社会福祉法人　のぞみさくらそうデイサービスセンター 大阪府 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

滋賀県 安曇川 Ｋ・Ａ 社会福祉法人　光養会特別養護老人ホーム　ふじの里　なごみの家 滋賀県 公益財団法人　日本スポーツクラブ協会認定中高老年期運動指導士・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・専門士

和歌山県 和歌山北 Ａ・Ｋ 社会福祉法人紀伊松風苑特別養護老人ホーム紀伊松風苑 和歌山県 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
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大阪府 西 Ｋ・Ｋ 医療法人悠生会　筒井歯科 大阪府 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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級

大阪府 平野 Ｓ・Ｒ タニオ歯科クリニック 大阪府 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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級

大阪府 平野 Ｗ・Ｍ 田治米歯科クリニック 大阪府 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

福井県 敦賀 Ｔ・Ａ 医療法人悠生会　フェスティバルタワー筒井歯科 大阪府
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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

三重県 木本 Ｓ・Ｈ 医療法人宝樹会　福西歯科クリニック 大阪府
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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

滋賀県 野洲 Ｍ・Ｍ 江田歯科医院 滋賀県
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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

京都府 綾部 Ｓ・Ｎ 医療法人輝笑会　いちき歯科 大阪府
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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会秘書検定3級

奈良県 大淀 Ｏ・Ａ 医療法人白亜会　小室歯科あべのハルカス診療所 大阪府 全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定１級

岡山県 興譲館 Ｆ・Ｍ さきがけ歯科クリニック　摂津本院 大阪府 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・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級
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大阪府 英風女子高等専修学校 Ｏ・Ｍ 株式会社グローバルキッズ　グローバルキッズ上新庄園 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国心理学教育協議
会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

大阪府 守口東 Ｋ・Ｍ 株式会社フリーネイル　ふりー保育園　谷町園 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国心理学教育協議
会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

大阪府 清明学院 Ｍ・Ｈ 株式会社テノ．コーポレーション　ほっぺるランド　日本橋堀留町 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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

大阪府 西寝屋川 Ｍ・Ａ 社会福祉法人　茄子作保育所 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技
能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・専門士

大阪府 宣真 Ｉ・Ｙ 株式会社テノ．コーポレーション　ほっぺるランド　新高 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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

大阪府 大阪 Ｎ・Ａ 学校法人　三愛学園　三愛幼稚園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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証・専門
士

大阪府 東住吉総合 Ｉ・Ｃ 医療法人　上本町ヒルズ歯科クリニック 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・日本コンピュータ能力教育協
議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専門士

大阪府 東住吉総合 Ｔ・Ｙ はりなかの歯科＆矯正歯科 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・専門士

大阪府 東百舌鳥 Ｉ・Ｒ 学校法人 吉川学園　槙塚幼稚園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・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証・専門士

大阪府 藤井寺 Ｙ・Ｒ 社会福祉法人　大阪福祉事業財団　高鷲保育園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

大阪府 日新 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人　玄清会　若宮こども園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団
法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・NPO法人　日本グッ
ドトイ委員会おもちゃインストラクター・専門士

大阪府 梅花女子大学 Ｓ・Ｈ 社会福祉法人　あいく会　あそかの木保育園 兵庫県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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
心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士

大阪府 北かわち皐が丘 Ｈ・Ｋ 社会福祉法人　昭和学園　鷹塚山保育園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

大阪府 門真なみはや Ｈ・Ｍ 社会福祉法人　愛徳福祉会　大阪発達総合療育センター 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・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証・専門士

京都府 京都産業大学附属 Ｎ・Ｍ 社会福祉法人　みおつくし福祉会　助松寮 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・専門士
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京都府 京都両洋 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人　鏡陵福祉会　陵ヶ岡こども園 京都府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

京都府 北嵯峨 Ｉ・Ｎ 学校法人大五洋　衣笠幼稚園 京都府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・専門士

奈良県 奈良女子 Ｎ・Ｍ 株式会社キッズコーポレーション　ハートランド保育園　こうさぎの森 奈良県

文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・NPO法人　日本グッ
ドトイ委員会おもちゃインストラクター・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級
コース修了証・専門士

奈良県 奈良情報商業 Ｍ・Ｙ 学校法人 吉住学園　桜井 認定こども園　三輪学園 奈良県 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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専門士

奈良県 日本教育学院 Ｋ・Ｍ 株式会社アベニール　さつき薬局　八尾木店 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラ
ピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・専門士

和歌山県 笠田 Ｙ・Ｙ 社会福祉法人　顕陽会　すみだこども園 和歌山県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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証・専門
士

和歌山県 新翔 Ｉ・Ａ 障がい児通所支援事業　イーズきらら 大阪府 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専門士

和歌山県 南紀 Ｍ・Ｎ アートチャイルドケア株式会社　国立循環器病研究センター　おひさま保育所 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・社団法人　国際ホリスティッ
クセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定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

兵庫県 神戸北 Ｎ・Ｍ 社会福祉法人　児童養護施設　愛神愛隣舎 兵庫県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

兵庫県 姫路別所 Ｗ・Ｍ 医療法人友紘会　彩都友紘会病院　こすもす保育園 大阪府
文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定保育士資格・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・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証・専門士

岡山県 岡山県作陽 Ｈ・Ｒ 一般財団法人　津山慈風会　津山中央病院 岡山県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・専門士

岡山県 高梁城南 Ｎ・Ｍ 株式会社アイグラン　岡山市立総合医療センター内キュキュ保育園 岡山県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コー
ス修了証・専門士

茨城県 ルネサンス Ｏ・Ｍ 学校法人　河野学園　認定こども園　ひめゆりこども園　姫百合幼稚園 東京都
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・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証・専門士

滋賀県 綾羽 Ｆ・Ｍ 学校法人　草津キリスト教学園　信愛幼稚園 滋賀県
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・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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・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・専門士

鳥取県 米子北 Ｎ・Ｒ 株式会社グローバルキッズ　グローバルキッズ戎本町園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・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
心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・専門士
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愛媛県 南宇和 Ｙ・Ｒ 学校法人　竹村学園　認定こども園　長栄幼稚園 大阪府
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・文部科学省認定幼稚園教諭二種
免許・厚生労働省認定保育士資格・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コー
ス修了証・専門士
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大阪府 岸和田市立産業 Ｏ・Ｍ 医療法人大泉会大仙病院 大阪府

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

大阪府 近畿大学附属 Ｈ・Ｋ 医療法人協和会　協立病院 兵庫県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・一
般財団法人　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2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定
診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 桜塚 Ｏ・Ｍ 国家公務員共済組合連合会　大手前病院 大阪府

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・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2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定
試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務
技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 吹田東 Ｏ・Ｅ 医療法人医誠会医誠会病院 大阪府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 大阪緑涼 Ｙ・Ｙ 社会医療法人生長会ベルランド総合病院 大阪府

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・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・一般財団法人　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・専門士

大阪府 鶴見商業 Ｍ・Ｈ 北大阪医療生活協同組合照葉の里箕面病院 大阪府

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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 鶴見商業 Ｙ・Ｎ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪府

医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・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　日本書写技能検定協会硬筆書写
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・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2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認
定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 桃谷 Ｔ・Ｓ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪府

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・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・厚生労働省認可　財団法人日
本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 日根野 Ｉ・Ｙ 医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院

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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診
療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・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・医療秘書教育全国協議会
認定医事コンピュータ技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定
ジョブパス3級・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

大阪府 伯太 Ｙ・Ｋ 社会医療法人生長会ベルクリニック 大阪府
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1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・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス＜通信制＞ Ｎ・Ｍ 社会医療法人協和会　北大阪病院 大阪府

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・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・一般財団法
人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 美原 Ｓ・Ｙ 医療法人はぁとふる運動器ケア　しまだ病院 大阪府

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・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・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・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・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

大阪府 豊島 Ｈ・Ａ 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田医療福祉センター　大阪府済生会吹田病院 大阪府

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・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・日本医療事務協
会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 豊島 Ｙ・Ｙ 社会医療法人仙養会　北摂総合病院 大阪府

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　日本書写技能検定協会硬筆書写技
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・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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

大阪府 門真なみはや Ｋ・Ｍ 社会医療法人信愛会　交野病院 大阪府

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・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・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検
定ジョブパス3級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士
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大阪府 既卒 Ｋ・Ｎ 医療法人医誠会医誠会病院 大阪府

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1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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

兵庫県 芦屋 Ｍ・Ｍ 医療法人社団　西宮回生病院 兵庫県

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・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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

兵庫県 尼崎小田 Ｋ・Ｓ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪府

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・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・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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

兵庫県 播磨農業 Ｋ・Ｙ 社会医療法人仙養会　北摂総合病院 大阪府

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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請
求事務技能検定・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

京都府 東稜 Ｏ・Ｎ 医療法人徳洲会　宇治徳洲会病院 京都府

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定準1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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

京都府 峰山 Ｏ・Ｙ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪府

日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社
団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定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
能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

鳥取県 鳥取城北 Ｉ・Ａ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 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・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2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務
協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

鳥取県 鳥取中央育英 Ｏ・Ｈ 社会医療法人仙養会　北摂総合病院 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準1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・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

奈良県 飛鳥未来　奈良本校 Ｋ・Ｙ 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 大阪府

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2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・一般財団法人　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　職業教育・キャリア教育
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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

岡山県 真庭　落合校地 Ｓ・Ｍ 社会医療法人協和会　北大阪病院 大阪府

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・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請
求事務技能検定・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

宮崎県 小林秀峰 Ｋ・Ｅ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪府

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2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・厚生労働省認可　
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・一般財団法人　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準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士
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大阪府 貝塚 Ｆ・Ｓ フタツカ薬局グループ 兵庫県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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

大阪府 向陽台 Ｏ・Ａ ニューロンネットワーク株式会社 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・都道府県知事認可登録販
売者・専門士

大阪府 佐野 Ｋ・Ｋ 株式会社ココカラファイン 神奈川県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・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

大阪府 勝山 Ｏ・Ｒ 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・都道府県知事認可
登録販売者・専門士

大阪府 大冠 Ｋ・Ｍ 株式会社キリン堂 大阪府
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・都道府県知事
認可登録販売者・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定
ジョブパス2級・一般社団法人　公開経営指導協会認定POP広告クリエイター・専門士

大阪府 既卒 Ｏ・Ｋ ウエルシア薬局株式会社 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

大阪府 既卒 Ｎ・Ｓ 株式会社ココカラファイン 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・都道府県知事認可登録販売者・専門士

大阪府 既卒 Ｍ・Ｓ 株式会社コスモス薬局 山形県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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

大阪府 既卒 Ｍ・Ｔ 株式会社東海セイムス 三重県 都道府県知事認可登録販売者・専門士

和歌山県 笠田 Ｋ・Ｍ 株式会社ツルハホールディングス 北海道
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・都道府県知事認可
登録販売者・専門士

和歌山県 笠田 Ｎ・Ａ 株式会社ツルハホールディングス 北海道
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・都道府県知事
認可登録販売者・一般社団法人　公開経営指導協会認定POP広告クリエイター・専門士

和歌山県 田辺 Ｔ・Ａ 株式会社コスモス薬局 山形県
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・都道府県知事認可登録販
売者・専門士

茨城県 ルネサンス Ｗ・Ｓ 株式会社コスモス薬局 山形県
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・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・一般社団法人　公開経営
指導協会認定POP広告クリエイター・専門士

三重県 木本 Ｆ・Ｓ 株式会社ファンケル 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・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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

奈良県 桜井 Ｋ・Ｋ 株式会社コスモス薬局 山形県
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定2級・一般財団法人　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・都道府県知事認可登録販売者・一般社団法人　公開経営
指導協会認定POP広告クリエイター・専門士
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