プレスリリース
報道関係者 各位
2015 年 7 月 21 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 9 回「医療経営士２級」試験 72 人合格、第 15 回「3 級」試験 468 人合格
「医療経営士 2 級」合格者の累計 471 人、「3 級」合格者の累計 5,009 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 6 月 21 日（日）
、第 9 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 307
人が受験、72 人が合格しました。
また、同日、第 15 回「医療経営士 3 級」資格認定試験も実施し、全国 15 会場（北海道 1、
宮城県 1、東京都 3、石川県 1、愛知県 1、大阪府 2、福岡県 2、鹿児島県 1、認定会場 3）で、
1,089 人が受験、468 人が合格しました。

■第 9 回「医療経営士 2 級」資格認定試験
受験申込合計 328 人のうち 307 人（うち採点対象者 307 人）が受験（受験率 93.6％）し、72
人が合格しました（合格率 23.5％。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 471 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（％）

252

233

38

16.5%

7

7

4

100.0%

69

67

30

42.9%

328

307

72

23.5

※1：
「3 級」取得者で、第 8 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 8 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 9 回資格認定試験

受験者数

307 人

合格者数

72 人（合格率 23.5％）

・第 1 回～第 9 回累計

受験者数 2,055 人

合格者数

471 人（合格率 22.9％）

※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 9 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

28 人（ 9.1％）

両分野合格者数

5 人（ 6.9％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 123 人（40.1％）

両分野合格者数 30 人（41.7％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 108 人（35.2％）

両分野合格者数 26 人（36.1％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

両分野合格者数 11 人（15.3％）

60 歳以上

受験者数

45 人（14.7％）
3 人（ 1.0％）

両分野合格者数

0 人（ 0.0％）

受験者数 154 人（ 7.5％）

両分野合格者数

20 人（ 4.2％）

・第 1 回～第 9 回累計
29 歳以下

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 847 人（41.2％）

両分野合格者数 188 人（39.9％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 687 人（33.4％）

両分野合格者数 181 人（38.4％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数 316 人（15.4％）

両分野合格者数

75 人（15.9％）

60 歳以上

51 人（ 2.5％）

両分野合格者数

7 人（ 1.5％）

男性

受験者数 259 人（84.4％）

両分野合格者数

61 人（84.7％）

女性

受験者数

両分野合格者数

11 人（15.3％）

男性

受験者数 1,767 人（86.0％） 両分野合格者数

422 人（89.6％）

女性

受験者数

受験者数

〔男女別構成〕
・第 9 回資格認定試験
48 人（15.6％）

・第 1 回〜第 9 回累計
288 人（14.0％） 両分野合格者数

49 人（10.4％）
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〔職業別構成〕
・第 9 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

92 人（30.0％）

合格者数 27 人（37.5％）

医療関連企業勤務者 受験者数

70 人（22.8％）

合格者数 17 人（23.6％）

金融機関勤務者

受験者数 113 人（36.8％）

合格者数 21 人（29.2％）

大学生・短大生

受験者数

0 人（ 0.0％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

その他（個人等）

受験者数

32 人（10.4％）

合格者数

7 人（ 9.7％）

・第 1 回〜第 9 回累計
病医院勤務者

受験者数 782 人（38.1％）

合格者数 184 人（39.1％）

医療関連企業勤務者 受験者数 522 人（25.4％）

合格者数 93 人（19.7％）

金融機関勤務者

受験者数 465 人（22.6％）

合格者数 122 人（25.9％）

大学生・短大生

受験者数

合格者数

その他（個人等）

受験者数 280 人（13.6％）

6 人（ 0.3％）

0 人（ 0.0％）

合格者数 72 人（15.3％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 9 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

61 人（19.9％）

2 位 沖縄県

34 人（11.1％）

3 位 福岡県

20 人（ 6.5％）

4 位 埼玉県

16 人（ 5.2％）

4 位 神奈川県

16 人（ 5.2％）

4 位 大阪府

16 人（ 5.2％）

合格者数 1 位 東京都

9 人（12.5％）

2 位 神奈川県

6 人（ 8.3％）

2 位 北海道

6 人（ 8.3％）

4 位 埼玉県

5 人（ 6.9％）

4 位 兵庫県

5 人（ 6.9％）

4 位 沖縄県

5 人（ 6.9％）
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■第 15 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 1,262 人のうち 1,089 人（うち採点対象者 1,089 人）が受験（受験率 86.3％）
し、468 人が合格しました（合格率 43.0％）
。第１回～第 15 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 5,009 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 15 回資格認定試験 受験者数 1,089 人

合格者数

468 人（合格率 43.0％）

・第 1 回〜第 15 回累計 受験者数 11,371 人

合格者数 5,009 人（合格率 44.1％）

※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 15 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

230 人（21.1％）

合格者数

94 人（20.1％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

408 人（37.5％）

合格者数

182 人（38.9％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

308 人（28.3％）

合格者数

126 人（26.9％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

134 人（12.3％）

合格者数

58 人（12.4％）

60 歳以上

受験者数

9 人（ 0.8％）

合格者数

8 人（ 1.7％）

29 歳以下

受験者数 2,220 人（19.5％）

合格者数

840 人（16.8％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 4,407 人（38.8％）

合格者数 2,022 人（40.4％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 3,485 人（30.6％）

合格者数 1,537 人（30.7％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 1,149 人（10.1％）

合格者数

548 人（10.9％）

60 歳以上

受験者数

109 人（ 1.0％）

合格者数

62 人 ( 1.2％）

男性

受験者数

940 人（86.3％）

合格者数

400 人（85.5％）

女性

受験者数

149 人（13.7％）

合格者数

68 人（14.5％）

・第 1 回〜第 15 回累計

〔男女別構成〕
・第 15 回資格認定試験

・第 1 回〜第 15 回累計
男性

受験者数 9,759 人（85.8％）

合格者数 4,289 人（85.6％）

女性

受験者数 1,611 人（14.2％）

合格者数

720 人（14.4％）
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〔職業別構成〕
・第 15 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

239 人（21.9％）

合格者数

113 人（24.1％）

医療関連企業勤務者

受験者数

122 人（11.2％）

合格者数

72 人（15.4％）

金融機関

受験者数

609 人（55.9％）

合格者数

216 人（46.2％）

大学生・短大生

受験者数

6 人（ 0.6％）

合格者数

1 人（ 0.2％）

その他（個人等）

受験者数

113 人（10.4％）

合格者数

66 人（14.1％）

・第 1 回〜第 15 回累計
病医院勤務者

受験者数 3,085 人（27.1％）

合格者数 1,590 人（31.7％）

医療関連企業勤務者

受験者数 1,786 人（15.7％）

合格者数

金融機関

受験者数 4,915 人（43.2％）

合格者数 1,737 人（34.7％）

大学生・短大生

受験者数

150 人（ 1.3％）

合格者数

58 人（ 1.2％）

その他（個人等）

受験者数 1,434 人（12.6％）

合格者数

711 人（14.2％）

913 人（18.2％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 15 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

137 人（12.6％）

2 位 福岡県

136 人（12.5％）

3 位 沖縄県

130 人（11.9％）

4 位 福島県

94 人（ 8.6％）

5 位 神奈川県

62 人（ 5.7％）

合格者数 1 位 東京都

85 人（18.2％）

2 位 沖縄県

41 人（ 8.8％）

3 位 福岡県

36 人（ 7.7％）

3 位 福島県

30 人（ 6.4％）

5 位 神奈川県

29 人（ 6.2％）

■2015 年度

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【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 10 回】2015 年 10 月 25 日(日)
「医療経営士 1 級」
【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)

〈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、吉田、尚山）
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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