
東京都 愛国 Ｓ・Ｍ 医療法人社団凛咲会／さくらクリニック 東京都
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定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・東京消防庁救命技能認定・学校法
人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・専門士

東京都 愛国 Ｃ・Ｒ 玉城眼科 東京都
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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京消防庁救命技能認定・学
校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日本コンピュータ
能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

東京都 葛飾野 Ｋ・Ｍ 博慈会記念総合病院 東京都

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・公益財団法
人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務
協会認定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準2級・東京消防庁救命技能認定・公益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（医科）・日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

東京都 葛飾野 Ｈ・Ｍ 社会福祉法人 三井記念病院 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 葛西南 Ｓ・Ｎ 下総中山整形外科クリニック 千葉県

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・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・日本医療事務
協会認定介護報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 関東第一 Ｔ・Ｓ こやま耳鼻咽喉科 東京都

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・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・日本医療事務
協会認定介護報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 関東第一 Ｋ・Ｍ 泉ウィメンズクリニック 東京都

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・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・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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 京華商業 Ｋ・Ｎ 森谷医院 東京都
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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京消防庁救命技能認定・学校法
人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 佼成学園女子高校 Ｍ・Ｓ 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 東京都
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・公益財団法人　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・日本コ
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

東京都 麹町学園女子 Ｔ・Ｎ 藤野医院 東京都
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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 青井 Ｉ・Ｓ 医療法人社団新潮会／足立慶友整形外科 東京都

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全
国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京
医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 足立西 Ｈ・Ｒ 加藤産婦人科医院 東京都

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・公益財団法人　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・
東京消防庁救命技能認定・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・日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

東京都 大智学園　東京校 Ｉ・Ｍ 岡田皮膚科クリニック 東京都

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・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・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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 竹台 Ｗ・Ｎ 医療法人社団たいな／TAINA渋谷クリニック 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間
基礎講習修了・日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

東京都 中央学院大学中央 Ｔ・Ｒ 学校法人日本医科大学／日本医科大学付属病院 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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士
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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

東京医療秘書福祉専門学校　2021



東京都 帝京 Ｉ・Ａ 東京警察病院 東京都

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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法
人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介
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・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・公益財団法人日本
医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験（医科）・日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

東京都 帝京 Ｓ・Ｓ メディカルスキャニング 東京都

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・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・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・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東
京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 東京女学館 Ｙ・Ｎ 株式会社HuCAM／慶應義塾大学病院 東京都
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・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・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

東京都 二松學舍 Ｙ・Ｓ 新井薬師駅前歯科・こども歯科 東京都

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・公益財団法人　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　実務技能検定協会ビジネス文書検定3級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 日本橋 Ｓ・Ａ 井上歯科医院 東京都

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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉
専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 白百合学園 Ｍ・Ｈ 永寿総合病院 東京都

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・公益財団法人　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・東京消防庁救命
技能認定・公益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（医科）・日本医療
事務協会認定調剤薬局事務検定・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・専門士

東京都 飛鳥未来きずな　お茶の水キャンパス　＜通信制＞ Ｋ・Ｋ ユアクリニックお茶の水 東京都
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・東京消防庁救命技能
認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・専門士

東京都 飛鳥未来きずな　立川キャンパス　＜通信制＞ Ｓ・Ａ 医療法人社団国立あおやぎ会／八王子診療所・八王子健康管理センター 東京都
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・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・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

東京都 武蔵野女子学院 Ｉ・Ｎ 社会福祉法人 三井記念病院 東京都

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・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・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3級・一般財団
法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定準2級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘
書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 堀越 Ｓ・Ｓ おおこし歯科クリニック 東京都

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・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・東京消防庁救
命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日
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

東京都 堀越 Ｈ・Ｍ 医療法人社団恵仁会／366リハビリテーション病院 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3級・公益財
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（医科）・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・日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

東京都 本所 Ｓ・Ｅ 寺田病院 東京都

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・
公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・日本医療事務協会認定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
医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学
校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

東京都 本所 Ｓ・Ｙ 神尾記念病院 東京都

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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療
事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・東京
消防庁救命技能認定・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・専門士

東京都 野津田 Ｈ・Ｋ 医療法人社団KNI 東京都

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介護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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

千葉県 鎌ケ谷西 Ｋ・Ｙ 医療法人社団煌星会 千葉県

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・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・公益財団法人
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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士
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千葉県 習志野 Ｔ・Ｃ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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（医科）・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3級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・公益
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（歯科）・日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

千葉県 松戸 Ｏ・Ｋ 有限会社コレクト 東京都

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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事
務協会認定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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

千葉県 松戸馬橋 Ｓ・Ｎ 柏整形外科クリニック 千葉県
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・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・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・東京消防庁救命技
能認定・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・専門士

千葉県 柏陵 Ｓ・Ｈ 医療法人社団煌星会 千葉県

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・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・公益財団法人
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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

千葉県 不二女子 Ｋ・Ｈ 墨田中央病院 東京都
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3級・東京消防庁救命技能認
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・専門士

千葉県 野田中央 Ｍ・Ｒ 医療法人社団煌星会 千葉県

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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療
事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定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事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

千葉県 野田中央 Ｓ・Ａ 花井クリニック 千葉県
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・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・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

茨城県 ルネサンス　＜通信制＞ Ｏ・Ｒ 船越内科医院 福岡県

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・公益財団法人　
実務技能検定協会秘書検定3級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介
護報酬請求事務技能検定・公益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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・公益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（歯科）・日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

茨城県 岩井 Ｋ・Ｍ 株式会社HuCAM／慶應義塾大学病院 東京都

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全
国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

茨城県 藤代 Ｉ・Ｙ 柏整形外科クリニック 千葉県

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能
検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定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事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

埼玉県 大宮武蔵野 Ｈ・Ｍ 吉野整形外科 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・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・公益財団法人　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・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

埼玉県 秩父 Ｆ・Ｋ おかもとこどもクリニック 東京都
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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サー
ビス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

埼玉県 八潮南 Ｔ・Ｎ ミアヘルサ株式会社 東京都
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・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事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能
認定・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・専門士

長野県 エクセラン Ｏ・Ｙ 九十九里ホーム病院 千葉県
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認
定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事コンピュータ技能検定3級・東
京消防庁救命技能認定・専門士

長野県 小海 Ｓ・Ｍ 医療法人社団新潮会／足立慶友整形外科 東京都

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・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・日本医療事務
協会認定介護報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘
書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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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長野県 小諸商業 Ｍ・Ｍ アレックス佐久平整形外科クリニック 長野県
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・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・東京消防庁救
命技能認定・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・専門士

静岡県 星陵（静岡県） Ｍ・Ｍ 医療法人大阪恵星会／鴻池クリニック 大阪府
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1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事
コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

静岡県 池新田 Ｓ・Ｍ サンタハウスこどもクリニック 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

静岡県 磐田農業 Ｉ・Ａ 東龍堂鈴木医院 東京都

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・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
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療
秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

山梨県 甲斐清和 Ｔ・Ｙ 博済会池田医院 静岡県

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

山梨県 東海大学付属甲府 Ｍ・Ｍ 緑成会横浜総合病院 神奈川県

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・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・東京消防庁救
命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日
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 八戸学院光星 Ｙ・Ｃ 医療法人恵愛会／恵愛病院 埼玉県

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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定
協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命
技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日本
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 名取 Ｈ・Ｎ 社会医療法人社団正志会 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・専門士

栃木県 黒磯南 Ｔ・Ｒ 表参道ARTクリニック 東京都

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・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・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事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

群馬県 太田 Ｏ・Ｈ 特定医療法人慶友会 群馬県

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・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・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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専
門学校　医師事務32時間基礎講習修了・日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

神奈川県 高木学園女子 Ｏ・Ｙ 株式会社うさぎ薬局 東京都
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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・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・専門士

新潟県 十日町総合 Ｏ・Ｓ 日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県
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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

三重県 三重 Ｋ・Ａ 東京大学医学部附属病院 東京都

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・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・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3級・東京消防庁救命技能認定・学校法人三幸学園東京医療秘書福祉専門学校　医師事務32
時間基礎講習修了・日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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東京都 久留米西 Ｋ・Ｙ 安部医院 東京都
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・一般財団法人　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薬
局事務検定

東京都 松が谷 Ｋ・Ｍ 医療法人社団宏友会／栗原整形外科 埼玉県
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・一般財団法人　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介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認
定調剤薬局事務検定・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

東京都 足立 Ｏ・Ｓ 玄クリニック 東京都
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・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
定調剤薬局事務検定・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

東京都 足立西 Ｋ・Ｓ 医療法人社団忠医会／大高病院 東京都 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介護報酬請求事務技能
検定

東京都 第一商業 Ｈ・Ｈ 日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 東京都

東京都 東京立正 Ｏ・Ｍ 西府すこやかこどもクリニック 東京都
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・一般財団法人　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薬局事務検定

東京都 日本橋 Ｙ・Ｓ 有限会社コレクト／あさかげ眼科 東京都
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・一般財団法人　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介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認
定調剤薬局事務検定・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

東京都 板橋有徳 Ｗ・Ｎ 藤澤こどもクリニック 東京都
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・一般財団法人　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

東京都 目黒日本大学 Ａ・Ｍ 秋田大学医学部附属病院 秋田県
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・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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定調
剤薬局事務検定

千葉県 行徳 Ｙ・Ｗ 高根町整形外科 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

千葉県 松戸馬橋 Ｋ・Ｈ 飯島整形外科 千葉県
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歯科医療事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・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薬局事務検定

千葉県 二松學舍大学附属柏 Ｋ・Ａ 医療法人社団同友会／春日クリニック 東京都
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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療
事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会
認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定調剤薬局事務検定

千葉県 流山おおたかの森 Ｓ・Ｍ 柏整形外科クリニック 千葉県
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・一般財団法人　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
歯科医療事務検定1級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認
定調剤薬局事務検定・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

千葉県 翔洋学園　柏学習センター Ｋ・Ｙ H2 STATION 株式会社 宮城県

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・一般財団法人　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介護報
酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定調剤薬局事務検定・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級

福島県 いわき海星 Ｎ・Ｍ 公益財団法人ときわ会／常磐病院 福島県
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・一般財団法人　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・日本医療事務協会認定調剤薬局事務検定
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福島県 尚志　郡山駅前キャンパス Ｓ・Ｒ 光眼科医院 東京都

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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療
事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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薬局事務検定・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

埼玉県 寄居城北 Ｔ・Ｓ 本強矢整形外科病院 埼玉県
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・一般財団法人　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
務協会認定調剤薬局事務検定

神奈川県 日本女子大学附属 Ｋ・Ａ 藤枝市立総合病院 静岡県
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・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（医科）・日本医療事務協会認定調剤薬局事務検定

静岡県 常葉大学 Ｉ・Ｒ 池上総合病院 東京都 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

愛媛県 新田 Ｙ・Ｋ 神尾記念病院 東京都

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・全国医療事務教育協議会認定歯科医療
事務検定1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・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薬局事務検定

高知県 高知東 Ｕ・Ｍ 医療法人財団明理会 東京都
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・一般財団法人　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薬
局事務検定
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東京都 関東第一 Ａ・Ｍ スターツケアサービス株式会社 東京都 介護福祉士・全国心理学教育協議会認定福祉心理カウンセラー初級コース修了・専門士

東京都 駒場学園 Ｓ・Ｔ 洛和会ヘルスケアシステム 東京都 介護福祉士・専門士

東京都 浅草 Ｋ・Ｙ 社会福祉法人三幸福祉会 東京都 介護福祉士・全国心理学教育協議会認定福祉心理カウンセラー初級コース修了・専門士

東京都 帝京 Ｓ・Ｓ ミアヘルサ株式会社 東京都 介護福祉士・専門士

東京都 飛鳥未来きずな　お茶の水キャンパス＜通信制＞ Ｉ・Ｒ 東四ツ木在宅サービスセンター 東京都 全国心理学教育協議会認定福祉心理カウンセラー初級コース修了・専門士

埼玉県 戸田翔陽 Ｋ・Ｈ 社会福祉法人安心会／介護老人福祉施設 さいたまやすらぎの里 埼玉県 介護福祉士・専門士

埼玉県 川口青陵 Ｓ・Ｙ 社会福祉法人晴山会 東京都 専門士

茨城県 竜ケ崎第二 Ｎ・Ｍ 社会福祉法人すこやか福祉会 東京都 介護福祉士・専門士

千葉県 柏中央 Ｕ・Ｗ 社会福祉法人三幸福祉会 東京都 介護福祉士・専門士

神奈川県 菅 Ｓ・Ｙ 社会福祉法人正吉福祉会 東京都 介護福祉士・全国心理学教育協議会認定福祉心理カウンセラー初級コース修了・専門士
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東京都 葛西南 Ａ・Ｓ 医療法人社団ITS／勝どきザ・タワー歯科 東京都 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・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級

東京都 武蔵野 Ｓ・Ｈ わらび駅前歯科 埼玉県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・
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

岩手県 遠野 Ｈ・Ｙ 三空歯科 埼玉県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・
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

福島県 南会津 Ｈ・Ｙ 高島平　ふじさき歯科医院 東京都 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・
公益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（歯科）

茨城県 つくば国際大学 Ｙ・Ｈ けやき歯科医院 千葉県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

新潟県 佐渡総合 Ｎ・Ｍ 医療法人おけさ会／佐和田病院歯科診療部 新潟県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級・全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級

長野県 松川 Ｋ・Ｙ 健秀会みわ歯科クリニック 東京都 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・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級
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東京都 あずさ第一　渋谷キャンパス　 Ｓ・Ｙ 社会福祉法人どろんこ会 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・全国心理学教育協議会認定子育て心
理カウンセラー初級コース修了証・専門士

東京都 一橋 Ｙ・Ｋ 株式会社ポピンズ 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 葛飾総合 Ａ・Ｈ 六町あづま保育園 東京都

厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・東京消防庁救命技
能認定・専門士

東京都 京華 Ｎ・Ｈ 学校法人菊地学園／認定こども園　しらこばと幼稚園 埼玉県
厚生労働省認定保育士資格・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・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・東京消防庁
救命技能認定・専門士

東京都 東京学園 Ｓ・Ｋ ハートテラス中野弥生町 東京都 厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 板橋 Ｙ・Ｔ 社会福祉法人豊友会／さいたま保育園 埼玉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 飛鳥未来　池袋キャンパス　＜通信制＞ Ｈ・Ｍ 飯能市立加治東保育所 埼玉県
厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・全
国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・東京消防庁救命技能認定・
専門士

東京都 宝仙学園 Ｆ・Ｙ 株式会社ポピンズ 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 宝仙学園 Ｙ・Ａ 社会福祉法人埼玉現成会／杉並元氣保育園 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手松陽 Ａ・Ｎ 社会福祉法人明徳福祉会 茨城県

厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手松陽 Ｋ・Ｙ 社会福祉法人鹿鳴福祉会／草深こじか第二保育園 千葉県

厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・全国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手松陽 Ｈ・Ｍ 学校法人柏こばと学園／流山こばと保育園 千葉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手第一 Ｎ・Ｙ 株式会社第一住宅／みらいくほいくえん 埼玉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 石岡第一 Ｓ・Ａ 医療法人新青会 川口総合工業病院／ひまわり保育園 茨城県
厚生労働省認定保育士資格・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・一般財団法人　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・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・東
京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 石下紫峰 Ｔ・Ｍ 社会福祉法人どろんこ会 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士
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埼玉県 松伏 Ｓ・Ｓ FLAP YARD 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 上尾 Ｏ・Ｅ 学校法人しろがね学園／しろがね幼稚園 埼玉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 川越総合 Ｓ・Ｋ 牧田総合病院 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・全
国心理学教育協議会認定子育て心理カウンセラー初級コース修了証・東京消防庁救命技能認定・
専門士

神奈川県 吉田島 Ｍ・Ｋ 伊勢原山王幼稚園 神奈川県
厚生労働省認定保育士資格・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・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・東
京消防庁救命技能認定・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｋ・Ａ 社会福祉法人賛育会 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・東京消防庁救命技
能認定・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｙ・Ｒ 株式会社ネス・コーポレーション 東京都
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 東金 Ｔ・Ｃ 社会福祉法人成田山福祉財団 千葉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

長野県 中野立志館 Ｏ・Ｈ 社会福祉法人どろんこ会／船橋どろんこ保育園 千葉県 厚生労働省認定保育士資格・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

鹿児島県 屋久島おおぞら　 Ｈ・Ｙ 株式会社マザープラネット 千葉県
厚生労働省認定保育士資格・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・一般財団法人　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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセ
ラピスト3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

10

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

医療保育科

東京医療秘書福祉専門学校　2021



東京都 蒲田 Ｓ・Ｃ 総合東京病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コ
ンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 関東第一 Ｉ・Ｊ がん研有明病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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・公益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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 国士舘 Ｓ・Ｎ 医療法人社団鳳凰会／フェニックスメディカルクリニック 東京都

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・公益財団法人　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・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2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 篠崎 Ｕ・Ａ 済安堂井上眼科病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・公益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（医科）・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 篠崎 Ｙ・Ｙ 株式会社アイソル 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 十文字 Ｎ・Ａ 帝京大学医学部附属病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定
3級・公益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事コンピュータ技能
検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技
能検定2級・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2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 第三商業 Ｋ・Ｆ 総合東京病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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
3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 第三商業 Ｓ・Ｋ 肌クリニック 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 中野工業 Ｏ・Ｔ 碑文谷病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定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・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 飛鳥未来　綾瀬キャンパス　 Ｙ・Ｍ 西村記念病院 東京都

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・公益財団法人　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・公益社団法人全国経理教
育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3
級・東京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 府中西 Ｃ・Ｓ 国立研究開発法人国立がん研究センター　中央病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 吉川美南 Ｈ・Ｓ 東京都健康長寿医療センター病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法
人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・公益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（医科）・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書
写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 県陽 Ｉ・Ｍ 帝京大学医学部附属病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3
級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 県陽 Ｎ・Ｙ 医療法人社団日明会 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・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・東京消防庁救命技能認
定・専門士

埼玉県 春日部女子 Ｈ・Ｋ 東京都健康長寿医療センター病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・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・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・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士
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埼玉県 川口東 Ｍ・Ａ 吉川中央総合病院 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人
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・公益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
科）・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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定2級・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2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 八潮南 Ｙ・Ａ 直和会平成立石病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・
公益財団法人　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・日本医療事務協会認定調
剤報酬請求事務技能検定・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定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3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 本庄第一 Ｍ・Ｙ 戸田中央医科グループ 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｓ・Ａ 医療法人社団桐和会 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財
団法人　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・
専門士

千葉県 千葉女子 Ｕ・Ａ がん研有明病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　
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・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・公益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（医科）・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘
書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 東京学館浦安 Ａ・Ｍ がん研有明病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・公益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・公益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（医科）・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 柏中央 Ｓ・Ａ 日本赤十字社さいたま赤十字病院 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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・
公益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（医科）・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益社団法
人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 流山 Ｓ・Ｍ 学校法人日本医科大学／日本医科大学付属病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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3級・公益財団法
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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手松陽 Ｓ・Ｍ 練馬総合病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検
定協会硬筆書写技能検定3級・公益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・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

茨城県 取手第一 Ｍ・Ｋ がん研有明病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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
本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務
協会認定調剤報酬請求事務技能検定・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経理教育協
会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 取手第二 Ｋ・Ｓ 墨田中央病院 東京都
日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 常磐大学 Ｆ・Ａ がん研有明病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・公益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（医科）・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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・医療秘書教
育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

長野県 下諏訪向陽 Ｓ・Ｙ 戸田中央医科グループ 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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（医科）・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　
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・東京消防庁救命技能認定・専門士

長野県 更級農業 Ｕ・Ｒ ジェイティービー健康保険組合 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団
法人　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・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・公益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（医科）・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

長野県 穂高商業 Ｙ・Ａ 済安堂井上眼科病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益
財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・東京消防庁救命技能認定・専門士
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群馬県 高崎健康福祉大学高崎 Ｓ・Ｓ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

神奈川県 女子美術大学　 Ｔ・Ｋ 南多摩病院 東京都

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能
検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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・公益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（医科）・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3級・東京消防庁救命技能認定・専門士

富山県 氷見 Ａ・Ｍ 董仙会恵寿総合病院 石川県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会
パソコン技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・公益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事コンピュータ技能検定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・東京消防庁救命技能認定・専門士

鹿児島県 屋久島おおぞら　 Ｋ・Ａ 行田総合病院 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益
財団法人　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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

沖縄県 八重山商工 Ｎ・Ｍ 献心会川越胃腸病院 埼玉県

日本病院会認定診療情報管理士・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・公益財団法人　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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般財団法人　
日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・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・東京消防庁救命技能認定・専門士
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東京都 桜丘 Ｓ・Ａ オルビス株式会社 東京都
都道府県知事認可登録販売者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コ
ンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能
検定・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・東京消防
庁救命技能認定・専門士

東京都 小山台 Ｆ・Ｍ 株式会社クリエイトエス・ディー 東京都 都道府県知事認可登録販売者・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・東京消防庁
救命技能認定・専門士

東京都 日出 Ｎ・Ｋ 株式会社ココカラファイン 神奈川県
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・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・東
京消防庁救命技能認定・専門士

東京都 堀越 Ｋ・Ｍ 株式会社スギ薬局 愛知県
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・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・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・東京消防庁救命技
能認定・専門士

埼玉県 あずさ第一　大宮キャンパス　＜通信制＞ Ｔ・Ｓ 株式会社コクミン 東京都
都道府県知事認可登録販売者・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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 ふじみ野 Ｙ・Ａ ウエルシア薬局株式会社 東京都 都道府県知事認可登録販売者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・東京消
防庁救命技能認定・専門士

埼玉県 滑川総合 Ｏ・Ｍ 株式会社セキ薬品 埼玉県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・東京消防庁救命技能認定・専門士

千葉県 佐原 Ｓ・Ｙ ウエルシア薬局株式会社 東京都 都道府県知事認可登録販売者・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・東京消防庁
救命技能認定・専門士

千葉県 市川南 Ｓ・Ｍ 株式会社コクミン 大阪府 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・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・専門士

青森県 鶴田 Ｉ・Ａ 株式会社ビューティーコンシャス 東京都 都道府県知事認可登録販売者・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

岩手県 水沢第一 Ｏ・Ｋ ウエルシア薬局株式会社 東京都
都道府県知事認可登録販売者・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・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・東京消防庁救命技能認定・専門士

宮城県 古川学園 Ｋ・Ｓ 株式会社サンドラッグ 東京都 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・日本医
療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・東京消防庁救命技能認定・専門士

茨城県 伊奈 Ｙ・Ｓ 株式会社サンドラッグ 東京都
都道府県知事認可登録販売者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コ
ンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能
検定・東京消防庁救命技能認定・専門士

海外 コロンビア インターナショナルスクール Ｓ・Ａ テカンジャパン株式会社 神奈川県
都道府県知事認可登録販売者・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本コ
ンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能
検定・東京消防庁救命技能認定・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・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・専門士
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