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平成 23 年 6 月 21 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

――第１回｢医療経営士２級｣資格認定試験、３２人が合格――
全国７会場で 188 人が受験

一般社団法人日本医療経営実践協会（代表理事吉原健二・厚生年金事業振興団顧問）は
６月５日、第１回｢医療経営士２級｣資格認定試験を実施しました。全国７会場で 188 人が
受験、32 人が合格しました。
また、同日、全国 10 会場で第３回「医療経営士３級」資格認定試験も実施し、330 人が
受験、240 人が合格しました。

■第１回「医療経営士２級」資格認定試験
受験申込合計 199 人のうち 188 人が受験（受験率 94.5％）し、32 人が合格しました（合
格率 17.0％。第１・第２両分野合格が条件）
。

◆第 1 回「医療経営士２級」資格認定試験 結果概要◆
第１・２分野合計

第１分野

第２分野

３級相当分野

（１）受験申込者数(人)

199 （１）受験申込者数(人)

199 （１）受験申込者数(人)

199 （１）受験申込者数(人)

29

（２）受験者数(人)

188 （２）受験者数(人)

188 （２）受験者数(人)

188 （２）受験者数(人)

23

（３）合格者数(人)

32 （３）合格者数(人)

76 （３）合格者数(人)

（４）合格率（％）

17.0 （４）合格率（％）

40.4 （４）合格率（％）

40 （３）基準到達者数(人)
21.3 （４）到達率（％）

9
39.1

※「３級」合格証番号未取得者で「２級」資格試験を受けた者（３級相当分野および第 1 分野、第 2 分野を受験）を含む。
※試験概要については表を参照。
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●合格者の各種構成
〔年齢別構成〕
・受験者全体 ：29 歳以下

21 人（11.2％）

30 歳以上 39 歳以下 73 人（38.8％）
40 歳以上 49 歳以下 55 人（29.3％）
50 歳以上 59 歳以下 32 人（17.0％）
60 歳以上
・両分野合格者：29 歳以下

7 人（ 3.7％）
0人

30 歳以上 39 歳以下 12 人（37.5％）
40 歳以上 49 歳以下 13 人（40.6％）
50 歳以上 59 歳以下

7 人（21.9％）

60 歳以上

0人

〔男女別構成〕
・受験者全体 ：男性 161 人（85.6％） 女性 27 人（14.4％）
・両分野合格者：男性 28 人（87.5％） 女性 4 人（12.5％）
〔職業別構成〕
・受験者全体 ：病医院勤務者

74 人（39.4％）

・両分野合格者：病医院勤務者

14 人（43.8％）

医療関係企業勤務者 8 人（25.0％）
大学生・短大
その他（個人等）

0人
10 人（31.2％）

●分野合格者の構成 ※分野合格者の合格権利は 2 年間有効となります。
〔
「医療経営士３級」合格証番号取得者〕※該当受験者数：165 名
・第１分野のみ合格

42 人（25.4％）

・第２分野のみ合格

8 人（ 4.8％）

〔
「医療経営士３級」合格証番号未取得者〕※該当受験者数：23 名
※｢医療経営士２級｣資格認定試験の受験の仕組みは[表]を参照(最終ページ別添)
・
「３級相当問題」基準到達者

9 人（39.1％）

・うち、第１・第２両分野合格

3 人（13.0％）

・うち、第１分野のみ合格

2 人（ 8.7％）

・うち、第２分野のみ合格

0人
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■第３回「医療経営士３級」資格認定試験
受験申込合計 336 人のうち 330 人が受験（受験率 98.2％／3 月 13 日実施第２回「医療経
営士３級」
資格認定試験受験予定者の振替を含む）
し、
240 人が合格しました
（合格率 72.7％）。
第１回・第２回試験合格者と合わせて、全国の「医療経営士３級（合格者）
」は 911 人とな
りました。

●合格者の各種構成
〔受験者数・合格率〕
・第３回資格認定試験

受験者

330 人

合格者 240 人（合格率 72.7％）

・第１回〜第３回累計

受験者 1,241 人

合格者 911 人（合格率 73.4％）

受験者全体に占める割合

合格者全体に占める割合

〔年齢別構成〕
・第３回資格認定試験
29 歳以下

受験者数 59 人（17.9％）

合格者数 40 人（16.7％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 120 人（36.4％）

合格者数 89 人（37.1％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 99 人（30.0％）

合格者数 72 人（30.0％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 46 人（13.9％）

合格者数 34 人（14.2％）

60 歳以上

受験者数

合格者数

6 人（ 1.8％）

5 人（ 2.0％）

・第１回〜第３回累計
29 歳以下

受験者数 227 人（18.3％）

合格者数 153 人（16.8％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 524 人（42.2％）

合格者数 390 人（42.8％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 339 人（27.3％）

合格者数 254 人（27.9％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 130 人（10.5％）

合格者数 100 人（11.0％）

60 歳以上

受験者数 21 人（ 1.7％）

合格者数 14 人 ( 1.5％）

〔男女別構成〕
・第３回資格認定試験
男性

受験者数 267 人（80.9％） 合格者数 190 人 （79.2％）

女性

受験者数 63 人（19.1％） 合格者数 50 人 （20.8％）

・第１回〜第３回累計
男性

受験者数 998 人（80.4％） 合格者数 740 人（81.2％）

女性

受験者数 243 人（19.6％） 合格者数 171 人（18.8％）
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〔職業別構成〕
・第３回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数 152 人（46.1％） 合格者数 106 人（44.2％）

医療関連企業勤務者

受験者数 119 人（36.1％） 合格者数 95 人（39.6％）

大学生・短大生

受験者数 12 人（ 3.6％） 合格者数

その他

受験者数 47 人（14.2％） 合格者数 31 人（12.9％）

8 人（ 3.3％）

・第１回〜第３回累計
病医院勤務者

受験者数 613 人（49.4％） 合格者数 449 人（49.3％）

医療関連企業勤務者

受験者数 417 人（33.6％） 合格者数 314 人（34.5％）

大学生・短大生

受験者数 44 人（ 3.5％） 合格者数 26 人（ 2.9％）

その他

受験者数 167 人（13.5％） 合格者数 122 人（13.3％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位５都道府県）〕
・第３回資格認定試験
受験者数 １位 東京都 108 人（32.7％）
２位 大阪府

28 人（ 8.5％）

３位 神奈川県 27 人（ 8.2％）
４位 福岡県

24 人（ 7.3％）

５位 北海道

17 人（ 5.2％）

合格者数 １位 東京都

85 人（35.4％）

２位 大阪府

21 人（ 8.8％）

３位 福岡県

16 人（ 6.7％）

４位 神奈川県 13 人（ 5.4％）
５位 北海道

■2011 年度

12 人（ 5.0％）

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」

｢医療経営士 2 級｣

【第 4 回】2011 年 10 月 30 日(日)

【第 2 回】2011 年 10 月 30 日(日)

【第 5 回】2012 年 2 月 5 日(日)

〈本件に関するお問い合わせ先は、下記までお願いします〉
一般社団法人 日本医療経営実践協会 事務局（担当：浜地／鈴木）
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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[表] 「医療経営士２級」資格認定試験概要
等級

受験資格・
受験形式・

認定試験の目的

試験形式・

試験科目

試験時間・

受験資格①②のいずれも下記の［第１分野］
［第
２分野］を受験しなければならない。
［第１分野］ テーマごとの構造理解を中心に、実
多肢選択
（択一・択複）

践経営の基礎的要素等を学ぶ。
テーマ①医療経営概論

マークシート記入 テーマ②経営理念・ビジョン／経営戦略
第１分野：50 問 テーマ③医療マーケティングと地域医療

３級合格証
① 番号取得
者

第２分野：50 問

テーマ④医療 IT システム
テーマ⑤組織管理／組織改革

（160 分）
医療経 営 に関する 幅広

テーマ⑦事務管理／物品管理

い知識や経営 課題を解

テーマ⑧財務会計

決するための分析力・実

テーマ⑨資金調達

践力等につき、「医療経

テーマ⑩医療法務

営士２級（中級）」像に鑑
２

み、その習得・到達度を

級

測ることを目的とする。

［第２分野］ テーマについて経営戦略に資する
個別手法等を学ぶ。
多肢選択
（択一・択複）

３級合格証
② 番号未取
得者

テーマ⑥人的資源管理

マークシート記入
第１分野：50 問
第２分野：50 問
＋３級相当：30 問

テーマ①診療報酬制度
テーマ②広報・広告／ブランディング
テーマ③部門別管理
テーマ④医療・介護の連携
テーマ⑤経営手法の進化と多様化
テーマ⑥創造するリーダーシップとチーム医療
テーマ⑦業務改革

（160 分＋40 分）

テーマ⑧チーム力と現場力
テーマ⑨医療サービスの多様化と実践
※受験資格②については、
［第１分野］
［第２分
野］に、[3 級相当分野]が加わる。

［備考］
・受験資格①②のいずれにおいても、第１分野、第２分野の両方の合格をもって医療経営士２級とするが、いずれ
か一方の分野のみ合格の場合、その権利は判定より２年間有効。
・受験資格②において、３級相当問題の得点が一定基準に満たない場合、第１分野、第２分野の採点を行わな
い。
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