
北海道 旭川商業 Ｋ・Ｒ 旭川厚生病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財
団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 旭川大学 Ｋ・Ｍ イムス札幌消化器中央総合病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

北海道 浦河 Ｓ・Ｒ 時計台記念病院 北海道

公益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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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

北海道 音更 Ｏ・Ａ 札幌西円山病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬
筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビ
ジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法
人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 音更 Ｔ・Ｙ 恵佑会札幌病院 北海道

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

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

北海道 岩見沢農業 Ｉ・Ｒ 華岡青洲記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・専門士

北海道 岩見沢農業 Ｎ・Ｓ 岩見沢北翔会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本
コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 釧路江南 Ｙ・Ｈ 札幌しらかば台病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診
療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 釧路商業 Ｎ・Ｗ ㈱ミヤイ　むつみ薬局 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3級・一般財団法人　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・医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・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・専門士

北海道 訓子府 Ｍ・Ｓ 北見赤十字病院 北海道

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

北海道 恵庭南 Ｋ・Ｍ 髙橋耳鼻咽喉科 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3級・公益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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・専門士

北海道 恵庭北 Ｓ・Ｓ センター薬局北陽店 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 恵庭北 Ｋ・Ｍ 北星病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

北海道 恵庭北 Ｏ・Ｓ さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・厚生労働省認可　
財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

1

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

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

医療秘書科

札幌医療秘書福祉専門学校　2020



北海道 根室 Ｓ・Ｒ 札幌西円山病院 北海道

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　実
務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｋ・Ａ 桑園病院 北海道 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・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｓ・Ｓ 河北リハビリテーション病院 東京都

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

北海道 札幌あすかぜ Ｉ・Ｅ 菊地内科・呼吸器科 青森県

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

北海道 札幌英藍 Ｆ・Ｒ 辻外科医院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財
団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌英藍 Ａ・Ｓ イムス札幌消化器中央総合病院 北海道

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全
国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・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

北海道 札幌英藍 Ｏ・Ａ おくで耳鼻科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｍ・Ａ 札幌禎心会病院 北海道
一般財団法人　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・公益財団法人　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調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｈ・Ｍ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本
医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｓ・Ｈ 札幌北楡病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌山の手 Ｙ・Ｎ ㈱ニチイ学館 東京都

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

北海道 札幌山の手 Ｙ・Ｈ 辻外科医院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌山の手 Ｆ・Ａ 恵佑会札幌病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・厚生労働省認
可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・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

北海道 札幌山の手 Ｉ・Ｒ 札幌円山整形外科病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌西陵 Ｋ・Ｓ 慶應義塾大学病院 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士
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北海道 札幌静修 Ｏ・Ａ 十五島内科医院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・専門士

北海道 札幌静修 Ｍ・Ｅ イムス札幌消化器中央総合病院 北海道

一般財団法人　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・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・専門士

北海道 札幌創成 Ｍ・Ｍ 石狩病院 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3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定
ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌東商業 Ｎ・Ｎ 新札幌眼科 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門
士

北海道 札幌東商業 Ｎ・Ｆ 紺野整形外科クリニック 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日
本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌東商業 Ｓ・Ｔ れいわ札幌クリニック 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌東商業 Ｍ・Ｆ 札幌歯科口腔外科クリニック 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3級・公益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

北海道 札幌東商業 Ｆ・Ａ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬
筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全
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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌東商業 Ｉ・Ｙ 恵佑会札幌第２病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌東豊 Ｓ・Ｒ EVEウィミンズクリニック 北海道

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

北海道 札幌東豊 Ｈ・Ｍ 茨戸病院 北海道

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

北海道 札幌東陵 Ｙ・Ｎ 桑園整形外科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医
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・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

北海道 札幌東陵 Ｇ・Ｓ 札幌禎心会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

北海道 札幌南陵 Ｉ・Ｎ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定
医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・日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・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・専門士

北海道 札幌南陵 Ｈ・Ｒ ㈱アインファーマシーズ 北海道

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育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・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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北海道 札幌南陵 Ｏ・Ｒ 豊平眼科クリニック 北海道

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　実
務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

北海道 札幌南陵 Ｔ・Ｒ れいわ札幌クリニック 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国
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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌南陵 Ｃ・Ｎ 札幌駅南眼科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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

北海道 札幌日本大学 Ａ・Ｈ 恵佑会札幌病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法
人　実務技能検定協会秘書検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認
定医療秘書技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・専門士

北海道 札幌白石 Ｔ・Ｒ 美園おかだ眼科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 札幌龍谷学園 Ｉ・Ｎ 手稲病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 市立札幌啓北商業 Ｈ・Ａ 恵佑会札幌病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試
験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 市立札幌清田 Ｓ・Ｒ 華岡青洲記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

北海道 室蘭東翔 Ｓ・Ｙ 北海道内科リウマチ科病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 新得 Ｍ・Ｈ 札幌臨床検査センター㈱ 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・専門士

北海道 静内 Ｓ・Ｉ 札幌山の上病院 北海道

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

北海道 石狩南 Ｉ・Ｙ 札幌南三条病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団
法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認
定試験・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

北海道 石狩翔陽 Ｏ・Ｈ 石狩病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協
議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国
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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ｒ 石狩病院 北海道

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

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ａ おおさき内科 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・医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　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジ
ネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　
実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士
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北海道 石狩翔陽 Ｋ・Ｙ 手稲渓仁会病院 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ａ 耳鼻咽喉科麻生病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 千歳 Ｍ・Ｈ 市立千歳市民病院 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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

北海道 双葉 Ｏ・Ｒ 手稲渓仁会病院 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビ
ジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法
人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 帯広農業 Ｆ・Ｒ 札幌北楡病院 北海道

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

北海道 滝川西 Ｓ・Ｓ ㈱ニチイ学館 東京都

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

北海道 稚内大谷 Ｙ・Ｎ 玉川病院 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・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・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

北海道 登別青嶺 Ｎ・Ａ 札幌つきさむ中央整形外科 北海道

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

北海道 東海大学付属札幌 Ｈ・Ｎ 華岡青洲記念病院 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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門
士

北海道 苫小牧南 Ｉ・Ｒ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コ
ンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 奈井江商業 Ｓ・Ｍ 札幌徳洲会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事
務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・専門士

北海道 函館 Ｋ・Ｋ 西岡病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財
団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 函館西 Ｎ・Ｒ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 美幌 Ｙ・Ｍ 南11条眼科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・専門士

北海道 富良野緑峰 Ｃ・Ｙ 日之出調剤薬局 北海道

公益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2級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会
認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士
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北海道 富良野緑峰 Ｆ・Ｒ さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医
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　職業教育・キャリア教育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

北海道 北海道科学大学 Ｓ・Ｒ ひきち眼科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 北見緑陵 Ｉ・Ｃ 札幌白石産科婦人科病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 北広島西 Ｏ・Ａ 小椋こどもクリニック 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス
能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

北海道 北広島西 Ｔ・Ｋ 札幌禎心会病院 北海道

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・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医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　職業教育・キャリア教育財団文
部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本
医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

北海道 北広島西 Ａ・Ｍ 医療保険経理研究所 北海道

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

北海道 北広島西 Ｔ・Ｓ 札幌みらいクリニック 福岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・専門士

北海道 本別 Ｈ・Ｓ 帯広徳洲会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育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

北海道 野幌 Ｔ・Ｍ ㈲コクア 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3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定
ジョブパス3級・日本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・専門士

北海道 野幌 Ｈ・Ｒ EVEウィミンズクリニック 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3級・公益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・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　実務技能検定協会秘書検定3級・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｍ イムス札幌消化器中央総合病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本
コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益
財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

6

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

札幌医療秘書福祉専門学校　2020



北海道 エコ・動物自然専門学校 Ｓ・Ｓ コアファルマ㈱ 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3級・一般財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事
務技能検定

北海道 とわの森三愛 Ｔ・Ｍ エルク保険薬局 北海道 一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 旭川龍谷 Ｎ・Ｋ 愛育病院 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・医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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 岩見沢緑陵 Ｔ・Ｙ 空知病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 恵庭南 Ｈ・Ｍ オムニデンティックス 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 恵庭北 Ｉ・Ｙ おおやち耳鼻咽喉科クリニック 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3級・一般財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級

北海道 恵庭北 Ｓ・Ｈ 北広島おぎの眼科 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3級・一般財団法人　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

北海道 江別 Ｈ・Ｍ 札幌東徳洲会病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌英藍 Ｍ・Ｍ しろくま調剤薬局 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌丘珠 Ｙ・Ｕ 藤田医院 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 札幌丘珠 Ｓ・Ｓ 札幌東徳洲会病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌丘珠 Ｍ・Ｍ クラーク病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌山の手 Ｉ・Ａ こぶしクリニック 北海道 一般財団法人　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3級

北海道 札幌静修 Ｏ・Ｍ ㈲プリスクリプションアルファ　アルファ調剤薬局 北海道 一般財団法人　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

北海道 札幌大谷 Ｓ・Ａ 奥泉整形外科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級
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北海道 札幌東豊 Ｓ・Ａ おおこうち産科婦人科 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌東豊 Ｗ・Ｋ ㈱クラフト　さくら薬局 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3級・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 札幌東陵 Ｋ・Ｙ 篠路整形外科 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌南陵 Ｙ・Ｒ 萬田記念病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌白石 Ｎ・Ｒ せんば内科医院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌白陵 Ｉ・Ｍ 北郷眼科クリニック 北海道 一般財団法人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

北海道 札幌白陵 Ｋ・Ａ 石橋胃腸病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 札幌白陵 Ｋ・Ｋ リジョン薬局 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級

北海道 札幌平岡 Ｆ・Ｋ 木村医院 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3級・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 三幸学園飛鳥未来札幌キャンパス Ｋ・Ｎ 札幌西整形外科 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3級・一般財団法人　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

北海道 市立札幌啓北商業 Ｎ・Ｈ ㈲碑文谷薬局 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

北海道 市立札幌啓北商業 Ｙ・Ｍ すずき歯科クリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 市立札幌大通 Ｔ・Ａ ともこレディースクリニック 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3級・一般財団法人　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・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3級

北海道 小樽桜陽 Ｋ・Ｍ 北海道社会事業協会小樽病院 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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

北海道 小樽商業 Ｉ・Ａ 北川眼科医院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級
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北海道 石狩翔陽 Ｎ・Ｓ センチュリー病院 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3級・一般財団法人　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・医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

北海道 石狩翔陽 Ａ・Ｍ 栄町ウェル歯科クリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ｍ 小児科高橋医院 北海道 一般財団法人　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

北海道 石狩翔陽 Ｍ・Ｎ 札幌禎心会病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 足寄 Ｗ・Ｍ 恵佑会札幌第２病院 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3級・一般財団法人　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・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2級

北海道 帯広大谷 Ｋ・Ｙ 開西病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 大麻 Ｍ・Ｓ 北星病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 稚内 Ｓ・Ｙ ㈱アインファーマシーズ 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3級・一般財団法人　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

北海道 稚内大谷 Ｎ・Ａ 市立稚内病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 中標津 Ｔ・Ｎ 町立中標津病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 白老東 Ａ・Ｎ J.FUKUDA DENTAL CLINIC 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3級・一般財団法人　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

北海道 函館商業 Ｓ・Ｙ 恵佑会札幌病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 函館商業 Ｉ・Ｙ 札幌南三条病院 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3級・一般財団法人　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・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

北海道 飛鳥未来高校札幌キャンパス Ｙ・Ｓ 札幌里塚病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス　＜通信制＞ Ｔ・Ａ 安間眼科 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医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
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北海道 飛鳥未来札幌キャンパス Ｋ・Ｎ 札幌スポーツクリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 美唄尚栄 Ｓ・Ｈ 森元皮膚科 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療
秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事
務技能検定

北海道 北海道科学大学 Ｋ・Ｓ にひら小児科 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3級・一般財団法人　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

北海道 北海道芸術　札幌サテライトキャンパス Ｔ・Ｒ 小椋こどもクリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 北海道芸術　札幌サテライトキャンパス　＜通信制＞ Ｏ・Ｍ 浜田内科消化器科クリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 北見商業 Ｔ・Ｓ 恵佑会札幌病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 北見商業 Ｓ・Ｈ 五輪橋整形外科病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・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3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務
能力認定試験・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 北見藤女子 Ｈ・Ｓ NTT東日本札幌病院 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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブ
パス3級・日本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2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級

北海道 北広島西 Ｈ・Ｓ アンファン歯科 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3級・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

北海道 北照 Ｓ・Ｒ 小笠原記念札幌病院 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3級・一般財団法人　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

北海道 北星学園大学附属 Ｎ・Ｒ ㈱キタ調剤薬局 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3級

北海道 有朋 Ｎ・Ｈ ちあき内科・呼吸器科クリニック 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3級・一般財団法人　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

北海道 利尻 Ｋ・Ｙ 時計台記念病院 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3級・一般財団法人　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

その他 高卒認定 Ｍ・Ａ 愛心メモリアル病院 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3級・一般財団法人　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
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北海道 クラーク記念国際　札幌大通キャンパス Ａ・Ｙ 特別養護老人ホーム静苑ホーム 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士

北海道 遠軽 Ｋ・Ｒ グループホームさとほろ 北海道 普通救命講習Ⅰ・心理カウンセラー初級・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事
者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 下川商業 Ｈ・Ｄ 札幌山の手リハビリセンター障がい者支援施設栄町 北海道 普通救命講習Ⅰ・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介
護福祉士

北海道 海星学院 Ｙ・Ｃ 札幌道都病院 北海道 普通救命講習Ⅰ・心理カウンセラー初級・登録販売者・折紙講師・同行援護従事者養成研修一般過
程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 岩見沢緑陵 Ｓ・Ｎ 札幌山の手リハビリセンター障がい者支援施設栄町 北海道 普通救命講習Ⅰ・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介
護福祉士

北海道 岩見沢緑陵 Ｓ・Ｍ 介護老人保健施設友愛ナーシングホーム 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 駒澤大学附属苫小牧 Ａ・Ａ コミュニティー苫小牧デイサービスセンターこぶし 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・全身性移動介護従事者養
成研修・専門士・介護福祉士

北海道 厚真 Ｏ・Ｋ 特別養護老人ホーム豊厚園 北海道 普通救命講習Ⅰ・心理カウンセラー初級・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事
者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 札幌啓成 Ｎ・Ｔ ソーシャルパートナーズ 北海道 普通救命講習Ⅰ・心理カウンセラー初級・同行援護従事者養成研修一般過程・パソコン技能検定2
級・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 札幌厚別 Ｋ・Ｍ 禎心会介護老人保健施設ら・ぱーす 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 札幌西陵 Ｋ・Ｔ 特別養護老人ホーム静苑ホーム 北海道 介護事務検定・普通救命講習Ⅰ・住環境コーディネーター・同行援護従事者養成研修一般過程・全
身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 札幌白陵 Ｈ・Ｋ 知的障がい者支援施設　北愛館 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 小樽商業 Ｋ・Ｍ 特別養護老人ホーム静苑ホーム 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 小樽明峰 Ｆ・Ｒ 楡の会　放課後デイサービス　くりーむどーなっつ 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ｓ 禎心会介護老人保健施設ら・ぱーす 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・パソコン技能検定2級・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士
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北海道 石狩翔陽 Ｈ・Ｒ 禎心会介護老人保健施設ら・ぱーす 北海道 中高老年期運動指導員・普通救命講習Ⅰ・介護予防運動スペシャリスト・同行援護従事者養成研修
一般過程・パソコン技能検定３級・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介護福祉士

北海道 紋別 Ｋ・Ｈ 禎心会介護老人保健施設ら・ぱーす 北海道 普通救命講習Ⅰ・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介
護福祉士

北海道 紋別 Ｋ・Ｍ 特別養護老人ホーム豊厚園 北海道 普通救命講習Ⅰ・同行援護従事者養成研修一般過程・全身性移動介護従事者養成研修・専門士・介
護福祉士
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北海道 札幌琴似工業 Ｍ・Ｎ 琴似駅前歯科クリニック 北海道 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ

北海道 札幌南陵 Ｍ・Ｒ アイビー歯科クリニック 北海道 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・
日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ

北海道 札幌白陵 Ｗ・Ｒ 野幌歯科クリニック 北海道 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・
日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ

北海道 長沼 Ｕ・Ｒ 永山ファミリー歯科クリニック 北海道 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・
日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ

北海道 北海道当別 Ｎ・Ｍ 札幌しのろ歯科 北海道 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・
日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ

北海道 北広島西 Ｋ・Ｓ 南郷18丁目駅歯科クリニック 北海道 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・
日本歯科医師会認定甲種歯科助手・普通救命講習Ⅰ
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北海道 恵庭北 Ｍ・Ｍ イムス札幌消化器中央総合病院 北海道

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

北海道 恵庭北 Ｓ・Ｓ 広島天使幼稚園 北海道
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・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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 恵庭北 Ｔ・Ｒ 認定こども園えほんの森 北海道
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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
心理カウンセラー初級

北海道 札幌稲雲 Ｓ・Ｙ あずま子ども家庭クリニック 北海道
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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短
期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

北海道 札幌丘珠 Ｓ・Ａ スマイルクルーおひさまさっぽろ東保育園 北海道
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・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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 札幌山の手 Ｏ・Ｈ ストロベリーフィールド 北海道
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・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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 札幌西陵 Ｋ・Ｋ 西野札幌幼稚園 北海道
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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
心理カウンセラー初級

北海道 札幌静修 Ｋ・Ｈ 桜台いちい幼稚園・保育園 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門士・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 札幌龍谷学園 Ａ・Ｎ 麻生明星幼稚園 北海道
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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働
省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・専門士・
心理カウンセラー初級

北海道 清水 Ｔ・Ｎ むぎのこ 北海道
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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・
心理カウンセラー初級

北海道 稚内 Ｋ・Ｍ 稚内ひかり幼稚園 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門士・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許

北海道 稚内 Ｓ・Ｍ 稚内鈴蘭幼稚園 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門士・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 登別青嶺 Ｙ・Ｍ あいおい認定こども園 北海道
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・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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

北海道 南幌 Ｏ・Ｋ 認定こども園大麻まんまるこども園 北海道
一般財団法人　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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資
格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免
許

北海道 標茶 Ｋ・Ｋ 北海暁星学院 北海道

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・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・医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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育
士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許
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北海道 富良野緑峰 Ｕ・Ｍ 中央保育園 北海道
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・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・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科
学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 北海学園札幌 Ｔ・Ｍ 札幌こども保育園 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門士・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許・心理カウンセラー初級

北海道 北広島西 Ｏ・Ａ こころの保育園文京西方 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・専門士・厚生労働省認定社会福祉
主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許

北海道 北広島西 Ｈ・Ｙ 自由の森幼稚園・保育園 北海道
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・専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許

北海道 北星学園大学附属 Ａ・Ｍ 飛翔認定こども園 北海道
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・
文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主
事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・専門士

北海道 檜山北 Ａ・Ｍ せたな町立保育園 北海道
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・社団法人　国際ホリスティックセ
ラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・NPO法人　日本グッドトイ委員会おもちゃインス
トラクター・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短期大学士・文部科学省認定幼稚園教
諭二種免許・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士・心理カウンセラー初級

その他 既卒 Ｓ・Ｙ 新発寒たんぽぽ保育園 北海道 専門士・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定短
期大学士・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許
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北海道 倶知安 Ｓ・Ｙ 札幌東徳洲会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団
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3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス
3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘
書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定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

北海道 札幌丘珠 Ｓ・Ｃ ㈱アインファーマシーズ 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書
教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｙ・Ｍ 札幌禎心会病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教
育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能
検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医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・専門士

北海道 札幌光星 Ｉ・Ｈ 札幌北楡病院 北海道

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

北海道 札幌真栄 Ｔ・Ｓ 土田病院 北海道

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

北海道 札幌西陵 Ｕ・Ｒ 北海道大野記念病院 北海道

医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定準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3級・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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定2級・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・専門士

北海道 札幌平岡 Ｍ・Ｈ 三愛病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国
経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・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準1級・専門士

北海道 札幌北斗 Ｏ・Ｃ 北星病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益財団法人　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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本
医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

北海道 市立札幌平岸 Ｍ・Ａ 札幌禎心会病院 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・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3
級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学
省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定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・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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・専門士

北海道 室蘭東翔 Ｋ・Ｋ 市立室蘭総合病院 北海道

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

北海道 小樽桜陽 Ｋ・Ｍ 小樽市立病院 北海道

公益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・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2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事
務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準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3級・専門士

北海道 石狩南 Ｈ・Ｍ 天使病院 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3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技
能検定協会秘書検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定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準1級・専門士

北海道 苫小牧南 Ｏ・Ｒ 王子総合病院 北海道

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

北海道 函館商業 Ｉ・Ｈ 札幌北楡病院 北海道

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

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス＜通信制＞ Ｓ・Ｍ NTT東日本札幌病院 北海道

公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力
教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議
会認定医事コンピュータ技能検定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・専門士
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北海道 北見柏陽 Ｋ・Ｍ 市立千歳市民病院 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3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検
定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・全国医療事務教育協議会
認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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

北海道 北見柏陽 Ｋ・Ｋ 北見赤十字病院 北海道

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

北海道 北星学園大学附属 Ｏ・Ｍ 札幌北楡病院 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3級・一般財団法人　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2級・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援
ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電
卓計算能力検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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準1級・専門士
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北海道 岩見沢緑陵 Ｕ・Ｍ ㈱ツルハ 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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 岩見沢緑陵 Ｋ・Ａ ㈱ツルハ 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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 釧路北陽 Ｓ・Ｙ ㈱ツルハ 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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 江別 Ｅ・Ｊ ㈱サッポロドラッグストアー 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・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 江別 Ｓ・Ａ ㈱キタ調剤薬局 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

北海道 札幌琴似工業 Ｈ・Ｍ あお薬局 北海道

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・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・都道府県知事認可登録
販売者・専門士

北海道 札幌真栄 Ｉ・Ａ ㈱ドン・キホーテ 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・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・日本チェーンドラッグス
トア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 札幌真栄 Ｋ・Ｍ 星の国商事㈱ 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・日本コンピュータ
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

北海道 札幌真栄 Ｙ・Ｙ ㈱マツモトキヨシグループ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・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・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグストア協会認
定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 札幌静修 Ｏ・Ｓ ㈲時計台薬局 北海道 日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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 札幌東陵 Ｔ・Ｎ ㈱マツモトキヨシグループ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 札幌北陵 Ｓ・Ｎ ㈱アインファーマシーズ 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・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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイ
ザー・専門士

北海道 札幌龍谷学園 Ｙ・Ｍ ㈱マツモトキヨシグループ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 双葉 Ｓ・Ｋ ㈱サンドラッグプラス 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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 滝川西 Ｋ・Ｙ ㈱マツモトキヨシグループ 千葉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・専門士

18

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

くすりアドバイザー科

札幌医療秘書福祉専門学校　2020



北海道 滝川西 Ｆ・Ｓ 深川市立病院 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・日本コンピュータ
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

北海道 池上学院 Ｎ・Ｃ ㈱サッポロドラッグストアー 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・公益財団法人　実
務技能検定協会秘書検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグストア協会認
定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 登別青嶺 Ｍ・Ｙ ㈱ドン・キホーテ 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・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・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

北海道 南幌 Ｋ・Ｈ ㈱ジョイフルエーケー 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

北海道 南幌 Ｓ・Ａ ㈱サッポロドラッグストアー 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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録
販売者・専門士

北海道 北海学園札幌 Ｎ・Ｍ ㈱アインファーマシーズ 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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 北星学園大学附属 Ｍ・Ａ ㈱ドン・キホーテ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・都道府県知事認可
登録販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 有朋 Ｎ・Ｋ ㈱ツルハ 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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケ
アアドバイザー・専門士

北海道 有朋 Ｆ・Ｎ ㈱ドン・キホーテ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実
務技能検定協会秘書検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグストア協会認
定ビューティケアアドバイザー・専門士

北海道 留萌 Ｋ・Ａ ㈲時計台薬局 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・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｋ ㈱アインファーマシーズ 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・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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定2級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェー
ンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ ㈱ココカラファインヘルスケア 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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録
販売者・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｍ ㈱ココカラファインヘルスケア 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・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・日本チェーンドラッグスト
ア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士
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