
宮城県 伊具 Ｙ・Ｋ ㈱メディラック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓
計算能力検定2級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

宮城県 塩釜 Ｉ・Ｓ 奥口内科クリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益
社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日
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・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ｏ・Ｍ 森洋子クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　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・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ｓ・Ａ つるがやバランス整骨院・整体院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力
検定2級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュー
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・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ｔ・Ｎ 時計台クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・日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

宮城県 宮城広瀬 Ｓ・Ｔ さくらクリニック武蔵小杉内科小児科 神奈川県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブ
パス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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・日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3級・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ｋ・Ｙ 高島平２丁目整形外科 東京都

日本医療事務協会認定介護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・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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法
人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ａ・Ｈ 東あおば整形外科 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・日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・専門士

宮城県 宮城広瀬 Ｅ・Ｋ つるがやバランス整骨院・整体院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　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・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・日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

宮城県 桜坂 Ｓ・Ｋ 奥口内科クリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
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3級・専門士

宮城県 志津川 Ｏ・Ｎ ㈱メディラック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3
級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇
検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会
認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

宮城県 小牛田農林 Ｏ・Ｍ 高木外科内科胃腸科医院 宮城県

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

宮城県 小牛田農林 Ｃ・Ａ おおのだ田中クリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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・医療秘書教育
全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

宮城県 松山 Ｋ・Ｓ 中山クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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・専門士

宮城県 松山 Ｕ・Ｍ 古川青葉調剤薬局 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・日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
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卒業生の就職先・取得資格一覧（2020年3月卒業生）
※掲載されている個人データにつきましては、承諾を得て掲載しております。 ※氏名に関しましては個人情報保護の観点より、イニシャルにて掲載しております。

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

医療秘書科

仙台医療秘書福祉専門学校　2020



宮城県 聖ドミニコ学院 Ｕ・Ｓ せきこどもクリニック 宮城県

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・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・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　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・専門士

宮城県 聖和学園 Ｓ・Ｎ みやぎ健診プラザ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・専門士

宮城県 聖和学園 Ｔ・Ｈ 月島ふれあいクリニック 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・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・一般財団法人　日本書写技能検
定協会硬筆書写技能検定3級・専門士

宮城県 聖和学園 Ｍ・Ｎ ㈱ニチイ学館 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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3級・日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

宮城県 聖和学園 Ａ・Ａ 長町三好耳鼻咽喉科医院 宮城県

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

宮城県 聖和学園　三神峯キャンパス Ｋ・Ｎ 守健診内科 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

宮城県 石巻工業 Ｅ・Ｍ さくらクリニック武蔵小杉内科小児科 神奈川県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

宮城県 石巻商業 Ｓ・Ｈ 仙石病院 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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3級・日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

宮城県 石巻西 Ｅ・Ｍ ㈱エイジェック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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　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・専門士

宮城県 石巻西 Ｈ・Ｙ 東北公済病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力
検定2級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュー
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・専門士

宮城県 石巻北 Ａ・Ｓ 駅前北きし内科クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門
士

宮城県 仙台育英学園 Ｋ・Ｈ 黒松内科すぎもとクリニック 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般財団法人　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・専門士

宮城県 仙台育英学園 Ｓ・Ｓ 岩切中央クリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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

宮城県 仙台育英学園 Ｈ・Ｓ はらやゆうマタニティクリニック 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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3級・日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

宮城県 仙台育英学園 Ｃ・Ｙ けやき薬局 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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
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宮城県 仙台育英学園 Ｓ・Ｍ 森消化器内科外科 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・日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

宮城県 仙台三桜 Ｓ・Ｔ 泉整形外科病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　
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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2
級・日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

宮城県 仙台商業 Ｓ・Ｈ 西村アレルギー科小児科 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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・専門士

宮城県 仙台商業 Ｎ・Ａ 仙台北部整形外科 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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

宮城県 仙台商業 Ｔ・Ｍ ブランクリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・日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・専門士

宮城県 仙台商業 Ｈ・Ｍ 中嶋病院 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬
筆書写技能検定2級・公益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事コンピュータ技能検定3級・専門士

宮城県 仙台西 Ｙ・Ｈ Ｍ．Ｋクリニック 神奈川県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・専門士

宮城県 泉松陵 Ｋ・Ｎ 台原駅前耳鼻いんこう科 宮城県

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・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・医療秘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

宮城県 村田 Ｗ・Ａ ふなばさま医院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・専門士

宮城県 大河原商業 Ｓ・Ｋ ウエルシア薬局㈱ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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
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　
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・専門士

宮城県 大河原商業 Ｓ・Ｎ 森の都 福島県

日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2
級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

宮城県 築館 Ａ・Ｈ 松田病院 宮城県

日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2
級・日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

宮城県 中新田 Ｓ・Ｎ ほそごえ整形外科 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電
卓計算能力検定2級・公益財団法人　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・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・日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・専門士

宮城県 中新田 Ｓ・Ｋ 荻窪病院 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・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・専門士

宮城県 田尻さくら Ｓ・Ｙ 丸山アレルギークリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コ
ンピュータ技能検定3級・専門士
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宮城県 登米 Ｍ・Ｓ ㈱わかさ生活 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　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・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・日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

宮城県 登米 Ｆ・Ｍ いまいメディカルサポート㈱ 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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・日本コン
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・専門士

宮城県 登米 Ｇ・Ｓ 内科萱場クリニック 宮城県

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・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法
人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定2級・日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

宮城県 登米 Ｓ・Ｙ こまつ皮膚科クリニック北仙台 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益
社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財
団法人　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医
療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定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

宮城県 東北 Ｏ・Ｓ ファーマライズホールディングス㈱ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・専門
士

宮城県 東北 Ｏ・Ａ Ｍ．Ｋクリニック 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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

宮城県 東北生活文化大学 Ｍ・Ｋ みやぎ健診プラザ 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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3級・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ａ・Ｍ 福室みみはなのどクリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ｋ・Ｉ ㈱ファーコス 宮城県
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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3級・専門士

宮城県 名取 Ｓ・Ｎ 守健診内科 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
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・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・専門士

宮城県 名取北 Ｍ・Ｍ 角田ふれあいクリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財
団法人　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・厚生労働省認
可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本
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・専門士

宮城県 利府 Ａ・Ｓ 松田病院 宮城県

日本医療事務協会認定介護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　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3級・一般財団法人　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・医療秘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

宮城県 亘理 Ｉ・Ｃ いまいメディカルサポート㈱ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　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・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

福島県 あさか開成 Ｓ・Ｍ 星総合病院 福島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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・専門士

福島県 郡山商業 Ｍ・Ｓ 星総合病院 福島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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
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　
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
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福島県 小高産業技術 Ｓ・Ａ 大町病院 福島県

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・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

福島県 相馬東 Ｓ・Ｊ 浅生原クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・専門士

福島県 相馬東 Ｏ・Ｎ いまいメディカルサポート㈱ 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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3級・一般財団法人　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・専門士

福島県 相馬東 Ｈ・Ｍ 東北公済病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議
会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・専門士

福島県 相馬農業 Ｈ・Ｍ しのぶ病院 福島県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・専門士

福島県 猪苗代 Ｉ・Ａ 飯塚病院附属有隣病院 福島県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団
法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一般財団法
人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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・専門士

福島県 帝京安積 Ｗ・Ｓ しかない整形外科クリニック 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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　
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・医療秘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

福島県 磐城第一 Ｓ・Ａ 常磐病院 福島県

日本医療事務協会認定介護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・
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　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

福島県 福島東稜 Ｃ・Ａ ピーチパイながさわ整形外科 福島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・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・専門士

福島県 福島東稜 Ｔ・Ｙ （独）地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請
求事務技能検定・専門士

福島県 福島明成 Ｉ・Ａ 慶應義塾大学病院 東京都

日本医療事務協会認定介護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・
公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検
定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能
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・専門士

福島県 保原 Ｏ・Ｅ 田島整形外科 福島県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・日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・専門士

福島県 保原 Ｇ・Ｎ ただき耳鼻咽喉科クリニック 福島県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般
財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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

福島県 勿来 Ｔ・Ｍ ㈱わかさ生活 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

岩手県 一関修紅 Ｃ・Ｍ いまいメディカルサポート㈱ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会
認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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3級・専門士
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岩手県 花北青雲 Ｓ・Ｍ 一番町堀耳鼻咽喉科 宮城県

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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定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

岩手県 岩谷堂 Ｍ・Ａ ありすみ内科クリニック 岩手県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・日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・専門士

岩手県 岩谷堂 Ｓ・Ｒ 福田内科クリニック 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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・専門士

岩手県 久慈東 Ｓ・Ｍ おのでら耳鼻咽喉科 岩手県

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　職業教育・キャリア教
育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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘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

岩手県 久慈東 Ｍ・Ｙ （独）地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・日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

岩手県 高田 Ｋ・Ａ 中嶋病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・日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・専門士

岩手県 高田 Ｋ・Ｋ 気仙中央薬局 岩手県

日本医療事務協会認定介護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・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・一般財団法人　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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認
定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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

岩手県 水沢商業 Ｔ・Ｒ 名取駅西口クリニック 宮城県

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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定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

岩手県 専修大学北上 Ｏ・Ｆ 東京警察病院 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・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・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　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・公益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

青森県 五所川原商業 Ａ・Ｍ 弘前豊徳会 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・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3級・日
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

青森県 黒石商業 Ｋ・Ｍ 八幡レディースクリニック 宮城県
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能
検定協会硬筆書写技能検定2級・日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

青森県 三沢 Ｙ・Ａ さわかみ薬局 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・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・日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

青森県 青森山田 Ｓ・Ｙ 馬場眼科 宮城県
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・専門士

青森県 青森商業 Ｎ・Ｍ ウエルシア薬局㈱ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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
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　
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・専門士

青森県 八戸学院光星 Ｔ・Ｈ 中嶋病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　
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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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3級・専門士
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青森県 六戸 Ｔ・Ｍ 草加内科呼吸ケアクリニック 埼玉県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・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　職業教育・キャリア教育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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3
級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・専門士

秋田県 クラーク記念国際　秋田キャンパス Ｋ・Ｓ 青木内科クリニック 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・公益財団法人　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・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・専門士

秋田県 横手城南 Ｆ・Ｃ 横手ファミリー薬局 秋田県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会
認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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3級・専門士

秋田県 金足農業 Ｉ・Ｒ 城東整形外科 秋田県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財
団法人　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・医療秘書教育
全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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・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

秋田県 聖霊女子短期大学付属 Ｏ・Ｙ ウエルシア薬局㈱ 新潟県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　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・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・専門士

秋田県 湯沢 Ｔ・Ｍ 仙台星陵クリニック 宮城県

日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育
協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
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・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・日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・専門士

秋田県 明桜 Ｈ・Ｍ 仙台徳洲会病院 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　
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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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3級・専門士

秋田県 由利 Ｓ・Ｍ シップヘルスケアファーマシー東日本㈱ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会主催電卓計算能力
検定2級・公益財団法人　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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュー
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・専門士

山形県 山形市立商業 Ｋ・Ｍ 東北公済病院 宮城県

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
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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技
能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・専門士

山形県 山形城北 Ａ・Ａ 片桐皮膚科医院 山形県
公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定2級・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・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

山形県 酒田光陵 Ｓ・Ｍ ㈱ニチイ学館 山形県

日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス
接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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・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・日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・専門士

新潟県 柏崎総合 Ｋ・Ａ 中嶋病院 宮城県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教
育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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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

その他 既卒 Ａ・Ｔ トミタ医療㈱ 福島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　全国経理教育
協会主催電卓計算能力検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
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・厚生労働
省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日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3級・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｍ いまいメディカルサポート㈱ 宮城県

公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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　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2級・専門士
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宮城県 塩釜 Ｋ・Ｍ 神経内科クリニック仙台 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

宮城県 塩釜 Ｔ・Ｎ ㈱アクア 宮城県
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　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

宮城県 角田 Ｍ・Ａ ㈲メディカルイトウ 宮城県
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　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
コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級

宮城県 岩出山 Ｓ・Ｍ 冨樫クリニック 宮城県
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　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

宮城県 気仙沼 Ｏ・Ｙ ㈲ウジエ調剤薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 宮城県石巻商業 Ｏ・Ｙ やもと眼科 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 宮城県石巻商業 Ｅ・Ｈ ㈱アクア 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 宮城県大河原商業 Ｓ・Ｋ 22メディカルイトウ 宮城県
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　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

宮城県 宮城県農業 Ｗ・Ｆ 仙台調剤薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

宮城県 宮城広瀬 Ｍ・Ｍ 大和耳鼻咽喉科医院 宮城県
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　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

宮城県 宮城広瀬 Ｔ・Ｒ （独）地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 古川学園 Ｓ・Ｎ ㈲中川薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 古川学園 Ｓ・Ｍ 佐藤内科クリニック 宮城県
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　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

宮城県 古川工業＜全日制＞ Ｓ・Ｒ 千葉医院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 桜坂 Ｓ・Ｍ （医）清芳会中浦内科医院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級
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宮城県 松山 Ｙ・Ｓ ㈱ほなみ薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級

宮城県 石巻市立女子（既卒） Ｉ・Ｃ ㈲ウジエ調剤薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

宮城県 石巻北 Ｃ・Ｍ ㈱メディラック 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 仙台育英学園　多賀城校舎 Ｈ・Ｍ 三浦りょう内科クリニック 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 泉松陵 Ｓ・Ｍ （独）地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県
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　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

宮城県 村田 Ｓ・Ｙ たかはし内科クリニック 宮城県
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　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

宮城県 東北 Ｉ・Ｋ あかいし台眼科 宮城県
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　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

宮城県 東北 Ｓ・Ｒ （独）地域医療機能推進機構　仙台病院 宮城県 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級

宮城県 東北生活文化大学 Ｏ・Ｍ わだゆうこ眼科クリニック 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 迫桜 Ｏ・Ｓ ㈱センティスト 宮城県

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス　＜通信制＞ Ａ・Ｋ わたなべ皮ふ科 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級

宮城県 本吉響 Ｙ・Ｒ 移川哲仁会三峰病院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 明成 Ｔ・Ａ しかない整形外科クリニック 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

宮城県 亘理 Ｍ・Ｈ 将道会総合南東北病院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級

秋田県 角館 Ｋ・Ｎ 協和病院 秋田県
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　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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秋田県 金足農業 Ｉ・Ｋ 小泉耳鼻咽喉科 秋田県
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・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

秋田県 金足農業 Ｉ・Ｙ （医）三愛会　皮ふ科・小児皮ふ科 お肌のクリニック 秋田県
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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級

秋田県 増田 Ｓ・Ｊ 小坂歯科医院 秋田県 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

秋田県 大曲 Ｄ・Ｍ 大仙眼科クリニック 秋田県
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　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
コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級

秋田県 平成 Ｋ・Ｋ ゆあさ整形外科クリニック 秋田県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

秋田県 本荘高校＜全日制＞ Ａ・Ｒ 葵会仙台看護専門学校（進学） 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

岩手県 一関修紅 Ａ・Ｙ あさの眼科医院 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

岩手県 花巻東 Ｋ・Ｍ 金子整形外科医院 岩手県 全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

岩手県 岩谷堂 Ｋ・Ｃ ㈱くすりの福太郎 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3級・一般財団法人　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

岩手県 高田 Ｔ・Ｍ （資）マルヤ薬局 岩手県 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

岩手県 盛岡商業 Ｎ・Ｋ おざわ女性総合クリニック 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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

岩手県 盛岡大学附属 Ｈ・Ｈ めぶき調剤薬局 宮城県 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

福島県 相馬 Ｈ・Ｙ 森内科クリニック 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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

福島県 大沼 Ｓ・Ｒ とんぼ薬局 宮城県 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

福島県 帝京安積 Ｓ・Ｍ 松尾けんこうクリニック 宮城県
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　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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福島県 帝京安積 Ｋ・Ｎ ささうち内科クリニック 福島県 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級

福島県 福島北 Ｓ・Ｍ しのぶ病院 福島県 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3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

福島県 福島北 Ｍ・Ｎ 児玉胃腸科内科 福島県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

山形県 新庄南（既卒） Ｏ・Ｈ 内科萱場クリニック 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

山形県 鶴岡中央 Ａ・Ｙ 千田眼科 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

山形県 南陽 Ｓ・Ｆ 片桐皮膚科医院 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3級・一般財団法人　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

青森県 弘前学院聖愛 Ｕ・Ｙ 成心会なりた内科クリニック 青森県
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・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

その他 既卒 Ｏ・Ａ まごころ調剤薬局 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級
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宮城県 KTCおおぞら高等学院　仙台キャンパス Ｍ・Ｋ 身体障害者療護施設杏友園 宮城県 専門士

宮城県 古川学園 Ｉ・Ｎ （福）みやぎ会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 桜坂 Ｓ・Ｍ （福）ノテ福祉会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 柴田 Ｏ・Ｒ （特非）もみの木会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 小牛田農林 Ｈ・Ｎ （福）田尻福祉会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 聖和学園 Ｓ・Ｙ カトリック児童福祉会パルシア 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 仙台西 Ｈ・Ａ （福）無量壽会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 泉松陵 Ｍ・Ｎ （福）無量壽会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ｏ・Ｔ （福）仙台市社会事業協会 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

山形県 新庄北 Ｓ・Ｈ 八木山翠風苑 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

山形県 天童 Ａ・Ｎ （福）やまがた市民福祉会 山形県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

山形県 天童 Ｋ・Ｔ （福）明東会 山形県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福島県 相馬東 Ｍ・Ｋ （福）しんち福祉会 福島県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

福島県 福島商業高校（既卒） Ｋ・Ｙ （福）北信福祉会 福島県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士

岩手県 福岡 Ｉ・Ｙ （福）七日会　せんだい郷六の杜 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士
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秋田県 秋田西 Ｉ・Ｍ 身体障害者療護施設杏友園 宮城県 厚生労働省認定介護福祉士・専門士
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宮城県 登米 Ｏ・Ｋ にがたけホワイト歯科 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・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

宮城県 飛鳥未来　仙台キャンパス Ｓ・Ｍ 本間記念東北整形外科・東北歯科 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・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

青森県 八戸学院光星 Ｓ・Ｒ 山口歯科医院 青森県
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・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

岩手県 大東（岩手県） Ｃ・Ｓ マサキデンタルクリニック 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・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

秋田県 仁賀保 Ｓ・Ｓ まさこ歯科クリニック 宮城県 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

山形県 天童 Ｓ・Ｓ 永澤歯科医院 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

福島県 福島 Ｏ・Ｍ けやき歯科医院 福島県
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定3級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医
療事務検定1級

岐阜県 富田 Ｋ・Ｙ はぎ歯科クリニック 宮城県 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本歯科助手協会認定歯科助手
検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

14

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

歯科アシスタント科

仙台医療秘書福祉専門学校　2020



宮城県 気仙沼西 Ｍ・Ｎ ㈱コビーアンドアソシエイツ 千葉県
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・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・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・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

宮城県 宮城広瀬 Ｃ・Ｋ （福）ひまわり福祉会 東京都
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2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

宮城県 尚絅学院 Ｍ・Ｒ ㈱コビーアンドアソシエイツ 千葉県
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2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・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・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

宮城県 聖ドミニコ学院 Ｎ・Ｍ （福）富谷福祉会　明石台わか葉保育園 宮城県
厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・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・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・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

宮城県 聖和学園 Ｋ・Ａ 仙台市公立保育所（臨時） 宮城県
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2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

宮城県 聖和学園 Ｓ・Ｒ （福）やまとみらい福祉会　やまとみらい南光台東保育園 宮城県

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・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・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

宮城県 聖和学園 Ｓ・Ｒ deli＆wiz 宮城県 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・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

宮城県 聖和学園 Ｒ・Ｋ （福）どろんこ会 宮城県
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・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・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・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

宮城県 聖和学園 Ｗ・Ｎ （福）どろんこ会 宮城県
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・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・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・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

宮城県 聖和学園　三神峯キャンパス Ｉ・Ａ 勇樹会コスモス錦保育所 宮城県

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・医療秘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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2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

宮城県 聖和学園　三神峯キャンパス Ｋ・Ａ （一社）アイルアーク 宮城県
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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2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

宮城県 仙台 Ｓ・Ｓ ㈱ミアヘルサ　日生保育園ひびき 神奈川県

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・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・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

宮城県 仙台 Ｔ・Ｍ 学校法人三幸学園　ぽけっとランド　浅草タワー 東京都

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・一般財団法人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2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

宮城県 村田 Ｇ・Ｎ ひよこ会ひよこ保育園 宮城県
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・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・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・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

秋田県 横手城南 Ｋ・Ｙ 福田町立あしぐろ保育所 宮城県
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・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・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・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
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秋田県 花輪 Ｔ・Ｅ あすと長町こぶたの城保育園 宮城県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認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

秋田県 角館 Ｍ・Ｒ 宮城県済生会乳児院 宮城県
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2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・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・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

秋田県 西目 Ｏ・Ａ 鷹乃杜幼稚園 宮城県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2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・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

秋田県 二ツ井 Ｎ・Ｅ （福）翼友会　ナーサリーふじ 秋田県
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・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・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

岩手県 一関第二 Ａ・Ｓ （医）松田会　キッズマークトゥエイン 宮城県
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・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・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・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

岩手県 軽米 Ｎ・Ａ ㈱千趣会　えがおの森保育園 東京都
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

福島県 相馬東 Ｉ・Ｍ （福）ちいろば会　原町聖愛こども園 福島県
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・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・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・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

福島県 福島成蹊 Ｋ・Ｙ ながさわ整形外科 福島県

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・一般財団法人　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・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

北海道 福島商業 Ｓ・Ｈ （福）幸生会　太子堂すいせんこども園 宮城県

全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・全国医療事務教
育協議会認定医療事務検定1級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認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

青森県 十和田西 Ｏ・Ｍ （医）松田会　キッズマークトゥエイン 宮城県
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・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・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・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
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医療保育科



宮城県 宮城広瀬 Ｓ・Ｍ 荻窪病院 東京都

日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電子カル
テ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・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・厚生労働省認可　財団法人日
本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本病院会認定診療情報管理士・医
療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

宮城県 石巻西 Ｅ・Ｍ やもと眼科 宮城県

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・日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
電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本病院会認定診
療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

宮城県 石巻西 Ｃ・Ａ 荻窪病院 東京都

日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電子カル
テ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全
国協議会認定医療秘書技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診
療報酬請求事務能力認定試験・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日
本病院会認定診療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

宮城県 名取北 Ｙ・Ｗ 中嶋病院 宮城県

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・日本コンピュータ能
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電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定
医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保
険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益社団法人　
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

秋田県 大曲 Ｏ・Ｈ 中嶋病院 宮城県

日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定
医事コンピュータ技能検定3級・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準1級・日本病院会認定診
療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

秋田県 能代 Ａ・Ｄ ㈱ニチイ学館 東京都
日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電子カル
テ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・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・医療事務検定1級・医療
事務検定2級・専門士

山形県 上山明新館 Ｕ・Ｎ 船橋総合病院 千葉県

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・
日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電子カルテ実務検
定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試
験・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・日本病院会認定診療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

山形県 米沢中央 Ｔ・Ｙ ㈱ニチイ学館 東京都
日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電子カル
テ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・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・日本病院会認定診療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

福島県 安達 Ｏ・Ｒ ㈱ニチイ学館 東京都
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本病院会認定診
療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

福島県 相馬東 Ｙ・Ａ 養高会高野病院 福島県

日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技
能検定・医療秘書教育全国協議会認定電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定
医事コンピュータ技能検定3級・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　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・日本病院会認定診療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

北海道 福島商業 Ｓ・Ｍ 敬愛会福島南循環器科病院 福島県

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・日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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・日本病院会認定診療情報
管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士

青森県 五戸 Ｓ・Ｒ きたのはら女性クリニック 宮城県
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・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・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門
士

岩手県 前沢 Ｃ・Ｓ ㈱ニチイ学館 東京都

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・医療秘書教育全国協議会認定電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定
医事コンピュータ技能検定3級・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・日本病院会認定診療情報管理士・医療事務
検定1級・医療事務検定2級・専門士

鹿児島県 屋久島おおぞら＜通信制＞ Ａ・Ｒ ㈱ニチイ学館 東京都

日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技
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・医療秘書教育全国協議会認定
電子カルテ実務検定試験・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・医療秘
書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定2級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認
定試験・日本病院会認定診療情報管理士・医療事務検定1級・医療事務検定2級・専門士
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診療情報管理士科



宮城県 気仙沼西 Ｉ・Ｍ ㈱カワチ薬品 栃木県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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

宮城県 気仙沼西 Ｋ・Ｋ ㈱薬王堂 岩手県
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・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

宮城県 古川工業 Ｏ・Ａ ㈱パンパシフィックインターナショナルホールディングス 宮城県

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・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・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

宮城県 登米総合産業 Ｍ・Ａ ㈱薬王堂 岩手県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・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

宮城県 白石工業 Ｋ・Ｍ ㈱薬王堂 岩手県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・都道府県知事認可登録販売者・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

宮城県 白石 Ａ・Ｍ ㈱薬王堂 岩手県
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

宮城県 名取 Ｓ・Ｙ ㈱薬王堂 岩手県
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

宮城県 名取 Ｔ・Ｎ ㈱マツモトキヨシ東日本販売 宮城県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可
登録販売者・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

宮城県 名取 Ｍ・Ｒ 薬日本堂㈱ 宮城県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・都道府県知事認可登録販売者・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

宮城県 名取 Ｍ・Ｓ ㈱サンドラッグ 東京都

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

宮城県 名取 Ｙ・Ｍ ㈱薬王堂 岩手県
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

秋田県 大館桂桜 Ａ・Ｎ ウエルシア薬局㈱ 東京都 日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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

秋田県 大曲農業 Ｔ・Ｓ ウエルシア薬局㈱ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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・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

秋田県 湯沢翔北 Ｓ・Ｒ ㈱カワチ薬品 栃木県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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

秋田県 平成 Ｎ・Ｓ ㈱パンパシフィックインターナショナルホールディングス 宮城県

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・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定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・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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山形県 新庄神室産業 Ｉ・Ｍ ㈱薬王堂 岩手県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・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

山形県 鶴岡中央 Ｍ・Ｎ ㈱コスモファーマ 福島県

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・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・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

青森県 弘前実業 Ｎ・Ｍ ㈱ボディワークホールディングス 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録販売者・専門士

福島県 相馬 Ａ・Ｒ ㈱マツモトキヨシ東日本販売 宮城県
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

その他 既卒 Ｗ・Ｋ ウエルシア薬局㈱ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・一般社団法人　公開経営
指導協会認定POP広告クリエイター・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・Ｙ ㈱薬王堂 岩手県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録
販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｙ ウエルシア薬局㈱ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・都道府県知事認可登録
販売者・日本チェーンドラッグストア協会認定ビューティケアアドバイザー・専門士

その他 既卒 Ｎ・Ｉ ㈱マツモトキヨシ東日本販売 宮城県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・都道府県知事認可登録販売者・専門士

その他 既卒 Ｎ・Ｈ ウエルシア薬局㈱ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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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