プレスリリース
報道関係者 各位
2014 年 11 月 25 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 8 回「医療経営士２級」試験 83 人合格、第 13 回「3 級」試験 392 人合格
「医療経営士 2 級」合格者の累計 399 人、「3 級」合格者の累計 4,151 人
一般社団法人日本医療経営実践協会（代表理事吉原健二・公益財団法人難病医学研究財団理
事長）は 10 月 26 日（日）
、第 8 回｢医療経営士 2 級｣資格認定試験を実施しました。全国 9 会場
（北海道 1、宮城県 1、東京都 1、石川県 1、愛知県 1、大阪府 1、福岡県 1、認定会場 2）で 266
人が受験、83 人が合格しました。
また、同日、第 13 回「医療経営士 3 級」資格認定試験も実施し、全国 16 会場（北海道 1、
宮城県 1、東京都 2、石川県 1、愛知県 1、大阪府 2、福岡県 3、鹿児島県 1、認定会場 4）で、
972 人が受験、392 人が合格しました。

■第 8 回「医療経営士 2 級」資格認定試験
受験申込合計 294 人のうち 266 人（うち採点対象者 266 人）が受験（受験率 90.5％）し、83
人が合格しました（合格率 31.2％。第 1・第 2 両分野合格が条件）
。第 1 回からの合格者の累計
は 399 人となりました。
【合格者の内訳】
受験申込者数（人）

両分野受験（3 級取得者）
第 1 分野受験
（第 2 分野合格証明書取得者）※1

第 2 分野受験
（第 1 分野合格証明書取得者）※2

合計

受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

210

186

40

16.5%

10

9

8

100.0%

74

71

35

42.9%

294

266

83

31.2

※1：
「3 級」取得者で、第 7 回試験までに、
「2 級」第 2 分野合格証明書を取得した者
※2：
「3 級」取得者で、第 7 回試験までに、
「2 級」第 1 分野合格証明書を取得した者
※各項目の割合は、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため合計が 100 にならない場合があります。
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●合格者の各種構成
〔受験者数・合格率〕
・第 8 回資格認定試験

受験者数

266 人

合格者数

83 人（合格率 31.2％）

・第 1 回～第 8 回累計

受験者数 1,748 人

合格者数

399 人（合格率 22.8％）

※以下各種構成の受験者数は、採点対象者数

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 8 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

17 人（ 6.4％）

両分野合格者数

4 人（ 4.8％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 111 人（41.7％）

両分野合格者数 39 人（47.0％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数

89 人（33.5％）

両分野合格者数 29 人（34.9％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

46 人（17.3％）

両分野合格者数 11 人（13.3％）

60 歳以上

受験者数

3 人（ 1.1％）

両分野合格者数

0 人（ 0.0％）

受験者数 126 人（ 7.2％）

両分野合格者数

15 人（ 3.8％）

・第 1 回～第 8 回累計
29 歳以下

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 724 人（41.4％）

両分野合格者数 158 人（39.6％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 579 人（33.1％）

両分野合格者数 155 人（38.8％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数 271 人（15.5％）

両分野合格者数

64 人（16.0％）

60 歳以上

48 人（ 2.7％）

両分野合格者数

7 人（ 1.8％）

男性

受験者数 221 人（83.1％）

両分野合格者数

73 人（88.0％）

女性

受験者数

両分野合格者数

10 人（12.0％）

男性

受験者数 1,508 人（86.3％） 両分野合格者数

361 人（90.5％）

女性

受験者数

受験者数

〔男女別構成〕
・第 8 回資格認定試験
45 人（16.9％）

・第 1 回〜第 8 回累計
240 人（13.7％） 両分野合格者数

38 人（ 9.5％）
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〔職業別構成〕
・第 8 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

87 人（32.7％）

合格者数 26 人（31.3％）

医療関連企業勤務者 受験者数

55 人（20.7％）

合格者数 17 人（20.5％）

金融機関勤務者

受験者数

89 人（33.5％）

合格者数 27 人（32.5％）

大学生・短大生

受験者数

0 人（ 0.0％）

その他（個人等）

受験者数

35 人（13.2％）

合格者数 13 人（15.7％）

受験者数 690 人（39.5％）

合格者数 157 人（39.3％）

医療関連企業勤務者 受験者数 452 人（25.9％）

合格者数 76 人（19.0％）

金融機関勤務者

受験者数 352 人（20.1％）

合格者数 101 人（25.3％）

大学生・短大生

受験者数

合格者数

その他（個人等）

受験者数 248 人（14.2％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

・第 1 回〜第 8 回累計
病医院勤務者

6 人（ 0.3％）

0 人（ 0.0％）

合格者数 65 人（16.3％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 8 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

45 人（16.9％）

2 位 沖縄県

21 人（ 7.9％）

3 位 福岡県

18 人（ 6.8％）

4 位 大阪府

17 人（ 6.4％）

5 位 神奈川県

16 人（ 6.0％）

合格者数 1 位 東京都

14 人（16.9％）

2 位 神奈川県

6 人（ 7.2％）

2 位 福岡県

6 人（ 7.2％）

4 位 愛知県

5 人（ 6.0％）

4 位 沖縄県

5 人（ 6.0％）
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■第 13 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 1,153 人のうち 972 人（うち採点対象者 972 人）が受験（受験率 84.3％）し、
392 人が合格しました（合格率 40.3％）
。第１回～第 13 回を合わせて、
「医療経営士 3 級」資
格認定試験の合格者の累計は 4,151 人となりました。
※各項目の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため合計が 100 にならない場合があります。

●合格者の各種構成
〔受験者数・合格率〕
・第 13 回資格認定試験 受験者数

972 人

・第 1 回〜第 13 回累計 受験者数 9,322 人

合格者数

392 人（合格率 40.3％）

合格者数 4,151 人（合格率 44.5％）

※以下各種構成の受験者数は、採点対象者数

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 13 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

192 人（19.8％）

合格者数

54 人（13.8％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

379 人（39.0％）

合格者数

168 人（42.9％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

298 人（30.7％）

合格者数

114 人（29.1％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

100 人（10.3％）

合格者数

53 人（13.5％）

60 歳以上

受験者数

3 人（ 0.3％）

合格者数

3 人（ 0.8％）

29 歳以下

受験者数 1,768 人（19.0％）

合格者数

661 人（15.9％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 3,660 人（39.3％）

合格者数 1,698 人（40.9％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 2,869 人（30.8％）

合格者数 1,290 人（31.1％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

930 人（10.0％）

合格者数

453 人（10.9％）

60 歳以上

受験者数

94 人（ 1.0％）

合格者数

49 人 ( 1.2％）

男性

受験者数

830 人（85.4％）

合格者数

334 人（85.2％）

女性

受験者数

142 人（14.6％）

合格者数

58 人（14.8％）

・第 1 回〜第 13 回累計

〔男女別構成〕
・第 13 回資格認定試験

・第 1 回〜第 13 回累計
男性

受験者数 7,986 人（85.7％）

合格者数 3,554 人（85.6％）

女性

受験者数 1,335 人（14.3％）

合格者数

597 人（14.4％）
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〔職業別構成〕
・第 13 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

193 人（19.9％）

合格者数

105 人（26.8％）

医療関連企業勤務者

受験者数

157 人（16.2％）

合格者数

64 人（16.3％）

金融機関

受験者数

516 人（53.1％）

合格者数

169 人（43.1％）

大学生・短大生

受験者数

5 人（ 0.5％）

合格者数

1 人（ 0.3％）

その他（個人等）

受験者数

101 人（10.4％）

合格者数

53 人（13.5％）

・第 1 回〜第 13 回累計
病医院勤務者

受験者数 2,632 人（28.2％）

合格者数 1,369 人（33.0％）

医療関連企業勤務者

受験者数 1,556 人（16.7％）

合格者数

金融機関

受験者数 3,774 人（40.5％）

合格者数 1,345 人（32.4％）

大学生・短大生

受験者数

134 人（ 1.4％）

合格者数

52 人（ 1.3％）

その他（個人等）

受験者数 1,225 人（13.1％）

合格者数

594 人（14.3％）

791 人（19.1％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 13 回資格認定試験
受験者数 1 位 福岡県

144 人（14.8％）

2 位 東京都

109 人（11.2％）

3 位 千葉県

90 人（ 9.3％）

4 位 沖縄県

70 人（ 7.2％）

5 位 大阪府

56 人（ 5.8％）

合格者数 1 位 東京都

50 人（12.8％）

2 位 福岡県

35 人（ 8.9％）

3 位 千葉県

31 人（ 7.9％）

3 位 大阪府

31 人（ 7.9％）

5 位 愛知県

26 人（ 6.6％）

■2014～2015 年度

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 14 回】2015 年 2 月 15 日(日)

【第 15 回】2015 年 6 月 21 日(日)

【第 16 回】2015 年 10 月 25 日(日)

【第 17 回】2016 年 2 月 21 日(日)

「医療経営士 2 級」
【第 9 回】2015 年 6 月 21 日(日)

【第 10 回】2015 年 10 月 25 日(日)

「医療経営士 1 級」(予定)
【第 3 回】第一次試験

2015 年 9 月 6 日(日)

第二次試験

2015 年 12 月 6 日(日)
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〈本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします〉
一般社団法人日本医療経営実践協会事務局（担当：佐藤、浜地、吉田）
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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