
東京都 芦花 Ｈ・Ｍ ツカハラ薬局 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 安部学院 Ｉ・Ｓ 愛友会上尾中央総合病院 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　２級・専門
士称号

東京都 安部学院 Ｉ・Ｎ 小滝橋整形外科 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士
称号・電卓計算能力検定１級

東京都 安部学院 Ｋ・Ｙ 永寿総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン検定３級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定１級

東京都 王子総合 Ｙ・Ｍ 博慈会記念総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 葛飾商業 Ｎ・Ｙ 江本眼科 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・チャイルドボディセラピスト 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

東京都 江東商業 Ｏ・Ｈ 東京脳神経センター病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビ
ジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 篠崎 Ｈ・Ａ あそか会あそか病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 世田谷総合 Ｊ・Ｈ 株式会社 HuCAM 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計
算能力検定　３級

東京都 石神井 Ｔ・Ｎ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコ
ン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能
力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 足立新田 Ｋ・Ｎ 博慈会記念総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 大江戸 Ｎ・Ｓ 株式会社トモズ 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソ
コン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓
計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 大東学園 Ｓ・Ｒ タケダ株式会社 神奈川県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定準１級・パソコン技能検定３級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 第三商業 Ｍ・Ｈ 井上医院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
チャイルドボディセラピスト 3 級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　
２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 竹台 Ｉ・Ｍ 済安堂井上眼科病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・介護報酬
請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パ
ソコン技能検定準１級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 帝京 Ｉ・Ｋ 東京洋菓子健康保険組合 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士
称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 南葛飾 Ｍ・Ｎ 医療法人社団　唱和会　橋本医院 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・ペン字　２級・ペン字　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 忍岡 Ｈ・Ｓ 博慈会記念総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定２級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

東京都 忍岡 Ｕ・Ａ メディカルスキャニング 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソ
コン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 農産 Ｏ・Ｋ 東葛クリニック野田 千葉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２
級・電卓計算能力検定　３級
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東京都 八潮 Ｍ・Ｈ 東京品川病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 立川女子 Ｉ・Ｍ 工藤眼科クリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 クラーク記念国際　所沢キャンパス Ｏ・Ｒ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・秘書技能検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・チャイルドボディセラピスト 3 級・ビジ
ネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペ
ン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 浦和麗明 Ｈ・Ｎ 八潮駅前よつば耳鼻咽喉科 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン技能検定２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 滑川総合 Ｋ・Ａ 聖路加国際病院 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビ
ジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 志木 Ｍ・Ａ IMS グループ板橋中央総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 新座 Ａ・Ｈ 医療法人社団武蔵野会　TMG あさか医療センター 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検
定　３級・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　
３級

埼玉県 新座総合技術 Ｎ・Ｅ 武蔵野赤十字病院 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 新座総合技術 Ｉ・Ｍ 医療法人社団武蔵野会　TMG あさか医療センター 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計
算能力検定　３級

埼玉県 川越西 Ｓ・Ｈ 埼玉医科大学附属病院 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 草加南 Ｋ・Ａ ダイヤ連合健康保険組合 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士
称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 富士見 Ｔ・Ｍ たなか耳鼻咽喉科 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・
電卓計算能力検定　３級

埼玉県 武南 Ｈ・Ｈ 赤羽リハビリテーション病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　３級・介
護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョ
ブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・サービス接遇検定　準 1 級・サー
ビス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

茨城県 牛久 Ｍ・Ａ 株式会社 HuCAM 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・秘書技能検定　２級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・普通救命講習Ⅰ・パソコン
技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
準 1 級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

茨城県 取手第二 Ｉ・Ｈ 河北総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

茨城県 土浦湖北 Ｕ・Ｍ アガペ神谷町薬局 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

茨城県 藤代紫水 Ｏ・Ｍ 東京医科大学病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・専門士称号

茨城県 藤代紫水 Ｍ・Ｍ アガペ新宿薬局 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソ
コン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓
計算能力検定　３級

茨城県 日立第二 Ｋ・Ｍ くにかた眼科 茨城県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

千葉県 敬愛学園 Ｎ・Ｎ 北千葉整形外科美浜クリニック 千葉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・普通救命講習Ⅰ・ビ
ジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・
ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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千葉県 小見川 Ｓ・Ｒ 医療法人財団石心会　川崎幸クリニック 神奈川県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定準１級・パソコン技能検定３級・ペン字　２
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

千葉県 千葉経済大学附属 Ｏ・Ｍ 北千葉整形外科 千葉県 医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

千葉県 日本体育大学柏 Ｈ・Ｍ 東葛クリニック病院 千葉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・パソコン検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

静岡県 星陵 Ｈ・Ｓ 小滝橋整形外科 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検
定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

静岡県 日本航空  静岡学習センター Ｕ・Ｓ 株式会社日本生科学研究所日生薬局 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技
能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・専門士称号

静岡県 富士市立 Ｋ・Ｍ あさい歯科クリニック 静岡県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定２級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

山形県 羽黒 Ｍ・Ｆ 佐藤整形外科 千葉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命講習Ⅰ・パソコ
ン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力検定　２
級

山形県 酒田光陵 Ｓ・Ｙ 医療法人社団晴晃会　育良クリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

新潟県 久比岐 Ｕ・Ｍ 清水クリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パ
ソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

新潟県 小出 Ｋ・Ｙ 株式会社エム・エス・シー 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定
試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・サービス接遇検定　２
級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

山梨県 北杜 Ｈ・Ｈ 山梨大学医学部附属病院 山梨県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・普通
救命講習Ⅰ・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

山梨県 北杜 Ｎ・Ｒ 医療法人社団碧明会　大沢眼科 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソ
コン技能検定２級・パソコン検定２級・ペン字　２級・ペン字　３級・専門士称号・電卓計算能
力検定１級・電卓計算能力検定　２級

栃木県 佐野 Ｓ・Ｓ 獨協医科大学病院 栃木県
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・診療報酬請求事
務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命
講習Ⅰ・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービ
ス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス Ｓ・Ａ エムズクリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン検定２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・電卓計算能力
検定　２級・電卓計算能力検定　３級

青森県 八戸商業 Ｍ・Ｍ 株式会社トンボメディカル 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級

秋田県 平成 Ｆ・Ｓ ユアクリニックお茶の水 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービ
ス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

長野県 小諸商業 Ｙ・Ｒ 永寿総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・
ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・
専門士称号・電卓計算能力検定　３級

広島県 可部 Ｋ・Ｎ 山王総合株式会社 神奈川県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソ
コン検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算
能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

香川県 高松南 Ｍ・Ａ 国立がん研究センター中央病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
２級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ｈ みみ・はな・のどメディカルクリニック 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定２級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計
算能力検定　３級
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その他 既卒 Ｓ・Ｍ 株式会社エムエイチアイ 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講
習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン検定２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｍ・Ｍ 済安堂井上眼科病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介
護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・普通救命講習Ⅰ・ビジ
ネス能力ジョブパス検定　３級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・パソコン検定
３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ｈ 株式会社 HuCAM 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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東京都 羽村 Ｋ・Ｙ 榊原記念病院 東京都 医療事務検定　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

東京都 羽村 Ｉ・Ｙ 羽村歯科医院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級

東京都 蒲田 Ｆ・Ｔ 株式会社東京調剤ｾﾝﾀｰ 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・サービス接遇検定　３級

東京都 第四商業 Ｓ・Ａ さいとう小児科内科クリニック 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技
能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

東京都 竹台 Ｋ・Ｍ 愛里病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技
能認定・サービス接遇検定　３級

東京都 日本橋 Ｈ・Ｍ 千葉西総合病院 千葉県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

東京都 八王子実践 Ｙ・Ｍ 榊原記念病院 東京都 普通救命技能認定・サービス接遇検定　３級

東京都 八潮 Ｋ・Ｓ 小滝橋整形外科 東京都
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　３級

東京都 飛鳥未来　池袋キャンパス Ｋ・Ｓ 慶應義塾大学病院 東京都
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・診療報酬請求事務能力認定試験（歯科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤
報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技能認定・パソコン技
能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

茨城県 取手松陽 Ｙ・Ａ 東京リバーサイド病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級

茨城県 神栖 Ｅ・Ｙ 白十字総合病院 茨城県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

茨城県 水海道第二 Ｎ・Ａ 柏整形外科クリニック 千葉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　
３級

茨城県 大成女子 Ｓ・Ｙ 岩間歯科医院 東京都 医療事務検定　２級・普通救命技能認定

千葉県 浦安 Ｎ・Ｒ 東京ベイ・浦安市川医療センター 千葉県
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技能認定・
パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

千葉県 松戸馬橋 Ｓ・Ｒ 千葉西総合病院 千葉県 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

千葉県 松戸馬橋 Ｆ・Ｒ 鎌ヶ谷バースクリニック 千葉県 医療事務検定　２級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・サービス接遇検
定　３級

新潟県 十日町総合 Ｉ・Ｍ なかそねデンタルクリニック牛込柳町 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・サービ
ス接遇検定　３級

新潟県 柏崎常盤 Ｔ・Ｍ ミューズスキンクリニック 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級

埼玉県 西武台 Ｉ・Ｈ 青柳診療所 埼玉県
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・普通救命技能認定・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級

北海道 帯広北 Ａ・Ｋ 宮澤医院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級
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岩手県 花巻東 Ｓ・Ｍ 榊原記念病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級

秋田県 増田 Ｔ・Ｓ エムズクリニック 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・サービス接遇検定　３級

山梨県 東海大学付属甲府 Ｈ・Ｓ 慶應義塾大学病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・ペ
ン字　３級・サービス接遇検定　３級

岐阜県 華陽フロンティア Ｍ・Ａ 日本大学医学部付属板橋病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　
３級

愛媛県 川之石 Ｍ・Ｎ 森谷医院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力
認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命
技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

宮崎県 宮崎日本大学 Ｋ・Ｓ 板橋区役所前診療所 東京都 医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認
定・ペン字　２級・サービス接遇検定　３級

鹿児島県 樟南 Ｙ・Ｈ 山田記念病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級

沖縄県 N　沖縄伊計本校 Ａ・Ｍ 榊原記念病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・
サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｙ・Ａ 株式会社オベロン 東京都
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｔ・Ａ 墨田中央病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｙ・Ｔ 一般社団法人 衛生文化協会 城西病院 東京都 医療事務検定　２級・普通救命技能認定・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｔ・Ｙ 孝建株式会社 東京都 普通救命技能認定・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｈ・Ｓ 神尾記念病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・パ
ソコン技能検定３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｋ・Ｎ 社会医療法人　河北医療財団 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能
検定・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｉ・Ｍ 新渡戸記念中野総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１
級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・診療報酬請求事務能力認定試験（歯科）・調剤報
酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｍ・Ｓ いがらしクリニック 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・パ
ソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｋ・Ｓ 株式会社イーピービズ 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技能認定・
チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定２級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ａ・Ａ 小滝橋整形外科 東京都
医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　２級・歯科医療事務検定　１級・診療報酬請求事務
能力認定試験（医科）・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接
遇検定　３級

その他 既卒 Ｔ・Ｍ 眼科かじわらアイ・ケア・クリニック 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・パソ
コン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｕ・Ｍ 博慈会記念総合病院 東京都 医療秘書技能検定　３級・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級
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その他 既卒 Ｏ・Ｊ 光眼科医院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・普通救命
技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｋ・Ａ 玉城眼科 東京都
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・医事コン
ピュータ技能検定試験 3 級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サー
ビス接遇検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ａ 日本医科大学附属病院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・普通救命技能認定・ペン字　３級・サービス接遇検
定　３級

その他 既卒 Ｍ・Ｆ 安澤内科医院 東京都 医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命技能認定・ペ
ン字　３級・サービス接遇検定　３級
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東京都 あずさ第一　渋谷キャンパス Ｎ・Ｙ 社会福祉法人　奉優会 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 荒川工業 Ｋ・Ｔ 日本赤十字社総合福祉センター 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 鹿島学園　北千住キャンパス Ｙ・Ｔ 社会福祉法人奉優会 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 第四商業 Ｕ・Ｓ ベネッセスタイルケア 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 東京文理学院高等部 Ｕ・Ｙ 株式会社ウイズネット 埼玉県 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 南葛飾 Ｍ・Ａ 株式会社東急イーライフサポート 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

東京都 飛鳥未来　東京キャンパス Ｋ・Ｓ 社会福祉法人　紫水会　オーネスト成増 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

埼玉県 草加東 Ｋ・Ｒ 株式会社東急イーライフサポート 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｊ 株式会社ハーフセンチュリー・モア 東京都 普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・専門士称号

その他 既卒 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 静岡県 普通救命技能認定・専門士称号

その他 既卒 Ｓ・Ｋ 東京警察病院 東京都 福祉住環境コーディネーター検定　2 級・福祉住環境コーディネーター検定　3 級・普通救命
技能認定・専門士称号

その他 既卒 Ｆ・Ｔ 株式会社日本生科学研究所日生薬局 東京都 普通救命技能認定・専門士称号

その他 既卒 Ｂ・Ｈ 日本赤十字社総合福祉センター 東京都 福祉住環境コーディネーター検定　3 級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3
級・パソコン技能検定３級・専門士称号

その他 既卒 Ｏ・Ｔ 株式会社ハーフセンチュリー・モア 東京都 普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・専門士称号
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千葉県 市原 Ａ・Ｍ ナオ歯科クリニック 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・普通救命技
能認定

千葉県 沼南高柳 Ｎ・Ｒ 医療法人社団和晃会グループ松戸ボックスヒル歯科 千葉県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・ペン字　３
級・電卓計算能力検定　３級

千葉県 日本体育大学柏 Ｙ・Ｋ きたうら歯科クリニック 千葉県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・診療報酬請求事務能力認定試験
（歯科）・秘書技能検定　３級・普通救命技能認定・ペン字　３級

埼玉県 叡明 Ｍ・Ｎ しん歯科クリニック 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・普通救命技
能認定・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 岩槻北陵 Ｙ・Ａ ヨシノ歯科クリニック 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・普通救命技
能認定・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

茨城県 霞ケ浦 Ｎ・Ｃ ルアーナデンタルクリニック 千葉県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・診療報酬請求事務能力認定試験
（歯科）・秘書技能検定　３級・普通救命技能認定・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級

東京都 瀧野川女子学園 Ｈ・Ｙ いいだ歯科クリニック 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・普通救命技
能認定・電卓計算能力検定　３級

神奈川県 川崎市立幸 Ｍ・Ｍ 吉田デンタルオフィス 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・普通救命技能認定・ペン字　３級

その他 既卒 Ｔ・Ｃ 宇田川歯科医院 東京都 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・診療報酬請求事務能力認定試験
（歯科）・秘書技能検定　３級・普通救命技能認定・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｏ・Ａ 浦安ブランデンタルクリニック 千葉県 歯科助手検定・歯科医療事務検定　１級・甲種歯科助手資格・秘書技能検定　３級・普通救命技
能認定・ペン字　３級・電卓計算能力検定　３級
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東京都 愛国 Ｈ・Ｒ 株式会社こどもの森 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 昭和第一 Ｋ・Ｎ 社会福祉法人東京児童協会 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称
号

東京都 足立東 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人　どろんこ会 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 第三商業 Ｓ・Ｓ イーピービズ 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 中野工業 Ｎ・Ｍ 西原りとるぱんぷきんず 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 東京朝鮮中高級学校 Ｋ・Ｓ 社会福祉法人風の森　Pico ナーサリ久我山 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称
号

東京都 藤村女子 Ｔ・Ｙ 社会福祉法人みんなぎ 埼玉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 日本女子体育大学体育学部附属二階堂 Ｍ・Ｓ 泰成幼稚園 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専
門士称号

東京都 品川エトワール女子 Ｔ・Ａ 株式会社グローバルキッズ 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・短期大学士・専門士称号

東京都 堀越 Ｏ・Ｍ 株式会社ライクアカデミー 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 堀越 Ｍ・Ｍ 医療法人社団武蔵野会　TMG あさか医療センター 埼玉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

東京都 本所 Ｋ・Ｇ 社会福祉法人みんなぎ 埼玉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

茨城県 伊奈 Ｔ・Ｙ 守谷わかば幼稚園 茨城県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

茨城県 鬼怒商業 Ｕ・Ｙ 学校法人東京音楽学院　いなほ幼稚園 茨城県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・パソコン技能検定２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

茨城県 取手松陽 Ａ・Ｒ 徳丸幼稚園 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

茨城県 取手第二 Ｔ・Ｃ 社会福祉法人山王福祉会 育英保育園 茨城県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

茨城県 竜ケ崎第二 Ｏ・Ｍ 取手市役所 茨城県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

千葉県 松戸馬橋 Ｗ・Ｍ 千葉西総合病院 千葉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称
号

千葉県 千葉経済大学附属 Ａ・Ｍ 株式会社ハイフライヤーズ 千葉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

千葉県 東海大学付属浦安 Ｎ・Ｍ 鎌ヶ谷バースクリニック 千葉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・パソコン技能検定２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・医療秘書技能検定　３
級
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千葉県 流通経済大学付属柏 Ｏ・Ｍ 社会福祉法人清香会 りとるぱんぷきんず 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称
号

神奈川県 神奈川総合産業 Ｔ・Ｋ ナーサリースクール T ＆ Y 南台 神奈川県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検
定３級・ペン字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

神奈川県 大船 Ｋ・Ｎ 東京慈恵会医科大学付属柏病院 千葉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

神奈川県 白鵬女子 Ｙ・Ｍ 株式会社こどもの森 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

神奈川県 保土ケ谷 Ｍ・Ｓ 社会福祉法人東京都社会福祉事業団 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

埼玉県 埼玉平成 Ｉ・Ｆ たかはぎ幼稚園 埼玉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・パソコン技能検定
３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

埼玉県 山村国際 Ｉ・Ａ 川越初雁幼稚園 埼玉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・医事コンピュータ
技能検定試験 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

埼玉県 本庄第一 Ｙ・Ａ TMG あさか医療センター　たまご保育園 埼玉県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検
定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

秋田県 秋田商業 Ｎ・Ａ 社会福祉法人新宿会 あおぞら水元保育園 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

秋田県 聖霊女子短期大学付属 Ｏ・Ｓ 株式会社こどもの森 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

長野県 松商学園 Ｙ・Ｍ 社会福祉法人誠心福祉協会 長野県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専
門士称号

長野県 松本第一 Ａ・Ａ 長野県立こども病院 長野県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検定３級・ペン
字　３級・短期大学士・専門士称号

群馬県 四ツ葉学園中等教育学校 Ｔ・Ｍ 認定 NPO 法人　フローレンス 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・チャイルドボディ
セラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

岩手県 千厩 Ｓ・Ｍ 南流山ちとせ保育園 千葉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・パソコン技能検定
３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

山梨県 富士河口湖 Ｗ・Ｍ 東桂保育園ふれあいの森 山梨県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　２級・普通救命技能認
定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号

静岡県 星陵 Ｅ・Ｓ 井上外科・内科 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・パソコン技能検定３級・短期大学士・専門士称号

その他 既卒 Ｋ・Ｍ 社会福祉法人柏光会柏保育園 千葉県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・普通救命技能認定・ペン字　３級・短
期大学士・専門士称号

その他 既卒 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人こうほうえん 鳥取県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・医療事務検定　１級・医療事務検定　
２級・普通救命技能認定・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・パソコン技能検定３級・ペン
字　２級・ペン字　３級・短期大学士・専門士称号・秘書技能検定　３級
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東京都 クラーク記念国際　秋葉原ＩＴキャンパス Ｈ・Ｍ 癌研究会有明病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医
事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事
務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定準１級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能
認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 永山 Ｉ・Ｍ 東海大学医学部付属病院 神奈川県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能
力検定試験　２級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・
調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス
能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 科学技術学園 Ｓ・Ｋ 慈生会野村病院 東京都 医療秘書技能検定　３級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務
検定　２級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

東京都 江戸川 Ｓ・Ｔ 国立がん研究センター中央病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事
コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検
定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 江北 Ｎ・Ｓ 聖路加国際病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2
級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検
定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 杉並学院 Ｔ・Ａ 河北総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤
報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソ
コン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 千早 Ｋ・Ｎ 練馬総合病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定
試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事
務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・
ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 大成 Ｔ・Ｙ 武蔵野赤十字病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ
技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・
医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

東京都 拝島 Ｗ・Ｓ 清智会記念病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介
護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能
検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 文京学院大学女子 Ｔ・Ｋ イーピービズ 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コン
ピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務
検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブ
パス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

東京都 豊南 Ｍ・Ｓ 昭和大学病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検
定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調
剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力
ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 県陽 Ｍ・Ｎ 新渡戸記念中野総合病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定準１級・パソ
コン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジ
ネス文書検定　２級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 坂戸西 Ｓ・Ｙ 川越胃腸病院 埼玉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療
事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 坂戸西 Ｋ・Ｍ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3
級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・
パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン
字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 秋草学園 Ｙ・Ｈ 所沢ロイヤル病院 埼玉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定
試験 3 級・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン検定
３級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト3級・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・
ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

埼玉県 秋草学園 Ｏ・Ｗ 新渡戸記念中野総合病院 東京都
医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・医療事務検定　２級・普通救
命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号

埼玉県 川越市立川越 Ｉ・Ｋ 株式会社ビー・エム・エル 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコ
ン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

茨城県 ルネサンス　　大子校 Ｓ・Ｍ 靍見脳神経外科 茨城県
医療秘書技能検定　３級・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　２級・パソコン技能検
定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・電卓計算能力検定　３級

茨城県 牛久 Ｍ・Ｍ 医療法人つくばセントラル病院 茨城県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事コン
ピュータ技能検定試験3級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン
字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

茨城県 牛久 Ｎ・Ｍ 日本医科大学附属病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検
定試験 2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調
剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス
能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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茨城県 境 Ｈ・Ｎ 成田赤十字病院 千葉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験
2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事
務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

千葉県 中央学院 Ｔ・Ｓ 日本医科大学附属病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験
2 級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事
務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

千葉県 柏日体 Ｋ・Ｒ 千葉西総合病院 千葉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 2 級・医事
コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパ
ス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

千葉県 流山おおたかの森 Ｓ・Ｒ 亀田京橋クリニック 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報
酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

千葉県 和洋国府台女子 Ｍ・Ｈ 東葛クリニック病院 千葉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護
報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検
定２級・パソコン検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

神奈川県 橘学苑 Ｓ・Ｙ 東京都済生会中央病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソ
コン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペ
ン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

神奈川県 高木学園女子 Ｓ・Ｍ 富士通エフサス・クリエ株式会社 神奈川県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ビジネス文書検定
１級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

宮城県 気仙沼 Ｏ・Ｎ 板橋中央総合病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・介護報酬請求事務技能検定・
調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パ
ソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・
ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

宮城県 築館 Ｉ・Ｓ 東京都健康長寿医療センター 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ペン字　２級・ペン字　３
級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

山形県 庄内総合 Ｓ・Ｓ 癌研究会有明病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・
診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定１級・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

山形県 米沢中央 Ａ・Ｒ 荻窪病院　 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能
検定試験 3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２
級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

福島県 いわき光洋 Ｎ・Ｍ 株式会社ビー・エム・エル 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試
験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３
級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

長野県 野沢南 Ａ・Ｒ 落合駅前クリニック 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験
3 級・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２
級・パソコン技能検定準１級・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジ
ネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

静岡県 静岡商業 Ｅ・Ｎ 川越胃腸病院 埼玉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護
報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定
２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　
２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　２級・電卓計算能力検定　３級

三重県 桑名西 Ｉ・Ｈ 株式会社 DTS インサイト 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・介護報酬請求事務技能
検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検
定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　３級・サービス接遇
検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｋ・Ａ 東京都済生会中央病院 東京都
医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能
検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｏ・Ｙ 世田谷記念病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準1級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医療事務コンピュータ能力検定試験　２級・
医事コンピュータ技能検定試験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事
務検定　１級・医療事務検定　２級・パソコン技能検定準１級・パソコン技能検定２級・パソコン検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技
能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｉ・Ａ 辻仲病院柏の葉 千葉県
診療情報管理士・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試験 3 級・介護報酬請
求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・医療事務検定　２級・パソ
コン技能検定２級・パソコン技能検定３級・普通救命技能認定・ビジネス能力ジョブパス検定　
３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｋ 武蔵野赤十字病院 東京都
診療情報管理士・医療秘書技能検定　準 1 級・医療秘書技能検定　２級・医療秘書技能検定　３級・医事コンピュータ技能検定試
験 3 級・診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・介護報酬請求事務技能検定・調剤報酬請求事務技能検定・医療事務検定　１級・
医療事務検定　２級・パソコン技能検定２級・パソコン検定３級・普通救命技能認定・チャイルドボディセラピスト 3 級・ビジネ
ス能力ジョブパス検定　３級・ペン字　２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　３級・専門士称号・電卓計算能力検定　３級
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千葉県 下総 Ｍ・Ｍ 東京未来大学（進学） 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・専門士称号

千葉県 千葉県立大原　岬キャンパス Ｙ・Ｋ 株式会社クリエイト　エス・ディー 神奈川県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・秘書技能検定　３級・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能
検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号

東京都 芦花 Ａ・Ｎ 株式会社クリエイト　エス・ディー 神奈川県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・専門士称号

東京都 永山 Ｍ・Ｍ 株式会社トモズ 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・専門士称号

群馬県 館林女子 Ｙ・Ｒ 株式会社 ak ホールディングス 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・専門士称号

埼玉県 三郷 Ｋ・Ｒ 株式会社トモズ 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇
検定　２級・専門士称号

宮城県 聖ドミニコ学院 Ｉ・Ｎ 仁生堂薬局 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・専門士称号

佐賀県 佐賀商業 Ｆ・Ｒ 株式会社トモズ 東京都
登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・秘書技能検定　３級・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能
検定準１級・パソコン検定２級・パソコン技能検定２級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２
級・専門士称号

その他 既卒 Ｓ・Ｔ 株式会社カワチ薬品 栃木県 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・チャイルドボディセラピスト 3 級・
ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士称号

その他 既卒 Ｈ・Ｓ くすりの福太郎 千葉県
登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・秘書技能検定　２級・普通救命講習Ⅰ・チャイルドボ
ディセラピスト 3 級・パソコン技能検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　２級・専門士
称号

その他 既卒 Ｅ・Ｈ 株式会社　EP 綜合 東京都
登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・秘書技能検定　３級・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能
検定３級・ペン字　３級・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・専門士称号・
電卓計算能力検定　３級

その他 既卒 Ｓ・Ｍ ウェルシア薬局株式会社 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｙ 株式会社トモズ 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｍ 株式会社　トモズ 東京都 登録販売者・調剤報酬請求事務技能検定・普通救命講習Ⅰ・パソコン技能検定３級・ペン字　３
級・サービス接遇検定　２級・専門士称号
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