
神奈川県 アレセイア湘南 Ｉ・Ｓ 湘南リウマチ膠原病内科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 旭丘 Ｋ・Ｙ 医療法人社団亮仁会　池上整形外科 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実
務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・医療秘書教育全国協議会
認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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・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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 伊勢原 Ｋ・Ｓ 東海大学医学部付属病院 神奈川県

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

神奈川県 伊勢原 Ｕ・Ｍ 相薬薬局グループ 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算
能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会
硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア
教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 磯子 Ｎ・Ｒ 新横浜整形外科・リウマチ科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・専門士

神奈川県 横須賀明光 Ｏ・Ｓ 横須賀共済病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 横浜旭陵 Ｋ・Ｒ もみの木医院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法
人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本
書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 横浜明朋 Ｎ・Ｙ 医療法人社団　広瀬整形外科リウマチ科 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・
全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文
部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ
技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 寒川 Ｔ・Ｙ 大船中央病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定
医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検
定ジョブパス3級・医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

神奈川県 吉田島 Ｏ・Ｙ 医療法人社団　武田クリニック 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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検
定ジョブパス3級・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
定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 吉田島 Ｋ・Ｙ 東名厚木病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス
能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 吉田島 Ｔ・Ａ 中山会湯河原胃腸病院 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2級・専門士

神奈川県 金井 Ｕ・Ｍ あおのウィメンズクリニック 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算
能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育
財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 光明学園相模原 Ｍ・Ｙ 藤沢湘南台病院 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　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 厚木商業 Ｏ・Ｍ 海老名総合病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国
協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・
専門士
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神奈川県 厚木商業 Ｏ・Ｎ 菊地歯科クリニック 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・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実
務技能検定協会サービス接遇検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｈ・Ｒ みむろウィメンズクリニック 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・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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2級・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｙ・Ｙ きりが丘眼科 神奈川県

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

神奈川県 厚木商業 Ｍ・Ｈ 戸室耳鼻科 神奈川県

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

神奈川県 厚木西 Ｋ・Ｓ 邦友会小田原循環器病院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医
療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定準1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1
級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認定チャイルドボディセラピスト3級・専門士

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

神奈川県 厚木北 Ａ・Ｓ もみの木医院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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2級・専門士

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

神奈川県 高浜 Ｋ・Ｍ 田園調布中央病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技
能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 高浜 Ｎ・Ｍ 吉生会吉井整形外科医院 奈良県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定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準1級・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 高浜 Ｅ・Ｗ 株式会社ダブリュ・アイ・システム 東京都

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

神奈川県 三浦学苑 Ｋ・Ｓ 藤沢湘南台病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全
国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｏ・Ｎ かねこ耳鼻咽喉科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医
療事務検定1級・専門士

神奈川県 山北 Ｈ・Ｙ 東名厚木病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検
定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 小田原東 Ｕ・Ａ 川上医院 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　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会
主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会
認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

2

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

横浜医療秘書歯科助手専門学校　2020



神奈川県 小田原東 Ｏ・Ｒ 小澤病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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2級・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｓ・Ｒ クイーンズ・アイ・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　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議
会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｈ・Ｎ 横須賀共済病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定
2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育
協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会
認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

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

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

神奈川県 上溝 Ｍ・Ａ 学校法人　慈恵大学 東京都

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

神奈川県 川崎 Ｉ・Ｍ さくらクリニック武蔵小杉 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検
定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3
級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省
後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

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

神奈川県 大井 Ｔ・Ｙ 北村ファミリークリニック 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　日本書写技能検定協会硬筆
書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主
催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書
写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議
会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 大和東 Ｓ・Ｍ 藤沢湘南台病院 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・公益社団法人全国経理教育協会主催
電卓計算能力検定3級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・専門士

神奈川県 大和東 Ｙ・Ｋ 小川眼科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア
教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求
事務技能検定・専門士

神奈川県 大和南 Ｋ・Ｈ 産育会堀病院 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・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準1級・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財
団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパ
ス3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定2級・専門士

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

神奈川県 津久井浜 Ｓ・Ｊ 横須賀共済病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・専門士

神奈川県 二宮 Ｔ・Ｋ 東海大学医学部付属病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定準1級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・
キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・専門士
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神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｉ・Ｔ 恩賜財団済生会横浜市東部病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検
定・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｎ・Ｒ パークシティ皮フ科泌尿器科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人
全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写
技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリ
ア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｓ・Ｍ 本牧整形外科クリニック 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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定準1級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議
会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全
国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部
科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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

神奈川県 平塚農業 Ｍ・Ｍ 高井内科クリニック 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教
育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

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

静岡県 加藤学園 Ｈ・Ｒ ふじの町クリニック健診センター 静岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・専門士

静岡県 加藤学園 Ａ・Ｍ 戸田中央医科グループ 埼玉県

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2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国
協議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法
人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育
全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

静岡県 知徳 Ｋ・Ｒ こまきウィメンズクリニック 静岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・全国医療
事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門
士

静岡県 知徳 Ｗ・Ｙ 医療法人社団翼会 MI総合歯科クリニック 静岡県

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

静岡県 磐田西 Ｎ・Ｔ 横浜市立大学附属病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　
職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国
協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・専門士

静岡県 浜松開誠館 Ｋ・Ｃ 池上総合病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療
秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力
検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法人日本医
療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士

静岡県 富士宮北 Ｋ・Ａ 誠医会宮川病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・医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 秋田北鷹 Ａ・Ｈ せんねん薬局 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医
療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・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

東京都 鶴川 Ｏ・Ｒ 仁厚会　仁厚会病院 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・医療秘書教育全国協議会認定医療秘
書技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャ
リア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・日本医療事務協会認定介護報酬
請求事務技能検定・専門士

長野県 松商学園 Ｔ・Ｎ 恩賜財団済生会横浜市東部病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経
理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一
般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療
事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョ
ブパス3級・医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

4

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

横浜医療秘書歯科助手専門学校　2020



その他 既卒 Ｔ・Ｙ 横浜南共済病院 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・医療秘書教育全国協議会認定医療
秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援
ビジネス能力検定ジョブパス3級・医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 Ｏ・Ｍ 戸室耳鼻科 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能
検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検
定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技
能検定2級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科
学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育
全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・専門士
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神奈川県 伊勢原 Ｙ・Ｆ 東名厚木病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・
日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

神奈川県 横須賀工業 Ｆ・Ａ H&M 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　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

神奈川県 横浜明朋 Ｔ・Ｋ 医療法人博仁会　ハマノ産婦人科 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

神奈川県 横浜明朋 Ｍ・Ｕ 古川病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

神奈川県 吉田島 Ａ・Ｓ 海老名耳鼻咽喉科クリニック 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　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

神奈川県 吉田島 Ｋ・Ｓ 東海大学医学部付属病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

神奈川県 厚木北 Ｏ・Ｍ 仁厚会　仁厚会病院 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　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

神奈川県 厚木北 Ｗ・Ｒ あいかわ皮膚科 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・
日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｋ・Ｍ 合名会社光栄堂薬局 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3
級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｎ・Ａ 北久里浜脳神経外科 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・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

神奈川県 鹿島学園　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｔ・Ｍ 須藤整形外科クリニック 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医事コン
ピュータ技能検定3級・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

神奈川県 小田原東 Ｏ・Ｍ 川上医院 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　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

神奈川県 城郷 Ａ・Ｒ くにひろクリニック 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・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

神奈川県 青山学院大学 Ｏ・Ｍ 池上総合病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務
協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・医療
秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定
2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

神奈川県 相洋 Ｄ・Ａ 湘南記念病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定
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神奈川県 二宮 Ｓ・Ｍ 海老名耳鼻咽喉科クリニック 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　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

神奈川県 平塚商業 Ｎ・Ｍ タケダシステムズ㈱ 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・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議
会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

静岡県 下田　南伊豆分校 Ｏ・Ｙ やがわ内科消化器内科 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　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

静岡県 鹿島学園　三島キャンパス＜通信制＞ Ｓ・Ｈ 親和会西島病院 静岡県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級

青森県 柴田女子 Ａ・Ｍ 武蔵小杉皮ふ科 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　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 仙台 Ｈ・Ｓ 新横浜整形外科・リウマチ科 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・医療秘書教育全国協
議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｓ・Ｙ 北里ライフサービス㈱ 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・全国医療事務教育協議会認定医療事
務検定1級

奈良県 天理 Ｙ・Ｍ 牧田総合病院 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・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本コンピュータ能
力教育協議会パソコン技能検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・日本
医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

その他 既卒 Ｐ・Ｓ 聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 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　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・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定

その他 既卒 Ｋ・Ｓ 誠医会宮川病院 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・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・一般財団法人　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・日本
医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定

その他 既卒 Ｓ・Ｋ とみ眼科皮膚科クリニック 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認
定調剤報酬請求事務技能検定
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横浜医療秘書歯科助手専門学校　2020



神奈川県 磯子 Ｈ・Ｎ カズデンタルクリニック 神奈川県 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・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

神奈川県 横浜総合 Ｔ・Ｋ イーデンタルクリニック 神奈川県 全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｕ・Ａ 久里浜さくら歯科医院 神奈川県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

神奈川県 三浦初声　入江キャンパス Ｋ・Ｒ ソフィア歯科 山形県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

神奈川県 城山 Ｎ・Ｍ 医療法人社団COZY　おおた歯科診療室 神奈川県 全国医療事務教育協議会認定歯科医療事務検定1級・日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

神奈川県 平塚農業 Ｆ・Ｎ ブレーメン通りたぶち歯科 神奈川県 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

東京都 野津田 Ｃ・Ｍ はちじょう歯科 東京都 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級

静岡県 浜松学院 Ｔ・Ｍ 塚本歯科クリニック 静岡県 日本歯科助手協会認定歯科助手検定1級
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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

歯科アシスタント科

横浜医療秘書歯科助手専門学校　2020



神奈川県 幸 Ｎ・Ｓ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定
3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

神奈川県 高木学園女子 Ｔ・Ｔ 横浜市立大学附属病院 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　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益財団法人　実務
技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・全国
医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・
日本病院会認定診療情報管理士・専門士

神奈川県 鹿島学園　稲田堤キャンパス Ｉ・Ａ もとすみ皮膚科 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　日本書写技能検定協会硬筆書写
技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計
算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教
育・キャリア教育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・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

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

神奈川県 麻生 Ｏ・Ｋ 緑成会横浜総合病院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医
療秘書技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育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2級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・厚生労働省認可　財団法
人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

神奈川県 有馬 Ｓ・Ｙ 東海大学医学部付属病院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定
3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

青森県 青森中央 Ｈ・Ｍ 医療法人社団正順会 藤沢駅前順リハビリ整形外科 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定
医療秘書技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定
試験・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・
医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｎ・Ａ 斎田医院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務
教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書
技能検定3級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後
援ビジネス能力検定ジョブパス3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検
定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定3級・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介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｈ 学校法人慈恵大学 東京都

一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能
力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・公益財団法人　実務技能検定協会秘書検定2級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｓ 東海大学医学部付属病院 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　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定3級・全国医療事務教育協議会認定医療事務検定2級・公
益社団法人全国経理教育協会主催電卓計算能力検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定3級・公
益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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・厚生労働省認可　財団法人日本医療保険事務協会認定診療報酬請求事務能力認定試験・全国医療事務教育協議会認定医療事務
検定1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定2級・医療秘書教育全国協議会認定医事コンピュータ技能検定
3級・日本医療事務協会認定介護報酬請求事務技能検定・医療秘書教育全国協議会認定医療秘書技能検定準1級・日本病院会認定診療情報管理士・専門士

9

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

診療情報管理士科

横浜医療秘書歯科助手専門学校　2020



神奈川県 綾瀬 Ｉ・Ｒ 株式会社カメガヤ 神奈川県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定準1級・一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定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

神奈川県 横須賀明光 Ｉ・Ｓ 株式会社トモズ 東京都 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・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

神奈川県 横浜商科大学 Ｓ・Ａ 株式会社かわせ薬局 神奈川県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求
事務技能検定・専門士

神奈川県 横浜立野 Ｍ・Ｋ 株式会社クリエイトエス・ディー 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準1級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定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・日本医療
事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 橘学苑 Ｓ・Ａ 株式会社マツモトキヨシ 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・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

神奈川県 大西学園 Ｅ・Ｙ 株式会社カメガヤ 神奈川県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定準1級・日本医療事務協会認定調剤報酬請求事務技能検定・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｙ・Ｋ 株式会社マルクス 神奈川県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日本書写技能検定協
会硬筆書写技能検定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

神奈川県 平塚農業 Ｏ・Ａ ウエルシア薬局株式会社 東京都 一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

東京都 アークアカデミー　渋谷校 L・H 株式会社スギ薬局 愛知県 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

静岡県 田方農業 Ｋ・Ｔ 株式会社トモズ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定準1級・一般財団法人　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

その他 既卒 Ｍ・Ｍ 株式会社ココカラファイン 神奈川県
一般財団法人　日本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・日本医療事務協会認定調剤報酬
請求事務技能検定・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　日
本書写技能検定協会硬筆書写技能検定2級・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ａ 株式会社トモズ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定準1級・一般財団法人　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
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