プレスリリース
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平成 29 年 12 月 22 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 5 回「医療経営士 1 級」資格認定試験【第二次試験】15 人が合格
一般社団法人日本医療経営実践協会（代表理事吉原健二）は 12 月 3 日（日）、第 5 回｢医
療経営士 1 級｣資格認定試験【第二次試験】を実施し、第一次試験の合格者 20 人が受験、
15 人が合格しました。
「医療経営士」とは、医療機関をマネジメントする上で必要な医療および経営に関する
知識と、経営課題を解決する能力を有し、実践的な経営能力を備えた人材です。
長らく“経営不在”と指摘されてきた医療界において、
「医療経営士」は、これからの医
療現場を担う重要な人材と位置づけられます。
平成 22 年の試験制度創設以来、3 級試験 22 回、2 級試験 14 回を実施し、現在、3 級、2
級、1 級合計で 6,500 人を超える協会認定「医療経営士」が全国で活躍しております。特に
「医療経営士 1 級」資格認定試験は、医療経営に関する専門知識と実践思考（手法）を有
し、理事長・病院長とともに経営幹部として意思決定をサポート、実践できる、
「医療経営
士」の最上位に位置する人材として評価・認定いたします。9 月 10 日（日）に実施した【第
一次試験】では、短文記述形式と論述記述形式の筆記試験を実施し、今回の【第二次試験】
では口頭試問（プレゼンテーション形式）と面接を実施いたしました。

■第 5 回「医療経営士 1 級」資格認定試験【第二次試験】
受験者 20 人のうち 15 人が合格しました（合格率 75.0％）
。

第二次試験

受験者数（人）

合格者数（人）

合格率（％）

20

15

75.0

※9 月 10 日実施の第一次試験は 43 名が受験し 20 名が合格。
※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。

●受験者と合格者の各種構成（第二次試験）
・第 5 回資格認定試験

受験者数 20 人

合格者数 15 人（合格率 75.0％）

・第 1 回～第 5 回累計

受験者数 61 人

合格者数 54 人（合格率 88.5％）

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〕※受験時の年齢
・第 5 回資格認定試験（第二次試験）
30 歳以上 39 歳以下 受験者数

7 人（35.0％）

合格者数 7 人（46.7％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数

8 人（40.0％）

合格者数 5 人（33.3％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

4 人（20.0％）

合格者数 3 人（20.0％）

60 歳以上

1 人（ 5.0％）

合格者数 0 人（

受験者数
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0％）

・第 1 回～第 5 回累計（第二次試験）
30 歳以上 39 歳以下 受験者数 26 人（42.6％）

合格者数 25 人（46.3％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 20 人（32.8％）

合格者数 16 人（29.6％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数 13 人（21.3％）

合格者数 12 人（22.2％）

60 歳以上

合格者数

受験者数

2 人（ 3.3％）

1 人（ 1.9％）

〔男女別構成〕
・第 5 回資格認定試験（第二次試験）
男性

受験者数 16 人（80.0％）

合格者数 11 人（73.3％）

女性

受験者数

合格者数

4 人（20.0％）

4 人（26.7％）

・第 1 回〜第 5 回累計（第二次試験）
男性

受験者数 53 人（86.9％）

合格者数 47 人（87.0％）

女性

受験者数

合格者数

7 人（13.0％）

8 人（13.1％）

〔職業別構成〕
・第 5 回資格認定試験（第二次試験）
病医院勤務者

受験者数

9 人（45.0％）

合格者数

6 人（40.0％）

医療関連企業勤務者 受験者数

6 人（30.0％）

合格者数

5 人（33.3％）

金融機関

受験者数

3 人（15.0％）

合格者数

2 人（13.3％）

その他（個人等）

受験者数

2 人（10.0％）

合格者数

2 人（13.3％）

・第 1 回〜第 5 回累計（第二次試験）
病医院勤務者

受験者数

31 人（49.2％）

合格者数 28 人（50.0％）

医療関連企業勤務者 受験者数

13 人（21.3％）

合格者数 11 人（20.4％）

金融機関勤務者

受験者数

7 人（13.1％）

合格者数

6 人（13.0％）

その他（個人等）

受験者数

10 人（16.4％）

合格者数

9 人（16.7％）

■2017 年度

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 23 回】2018 年 3 月 18 日(日)

■2018 年度

資格認定試験日程一覧（予定）

「医療経営士 3 級」

「医療経営士 2 級」

【第 24 回】2018 年 6 月 17 日（日）

【第 15 回】2018 年 6 月 17 日（日）

【第 25 回】2018 年 10 月 14 日（日）

【第 16 回】2018 年 10 月 14 日（日）

【第 26 回】2019 年 3 月

3 日（日）
「医療経営士 1 級」
【第 6 回】第一次試験
第二次試験
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2018 年 9 月 9 日（日）
2018 年 12 月 2 日（日）
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2018 年「新春講演会」＆「新春の集い」開催のご案内
医学の進歩は何をもたらすのか
―今こそ求められる医療マネジメントの重要性
【日 時】

【内 容】

2018 年 1 月 27 日（土）
第Ⅰ部 15:00～16:00（開場
第Ⅱ部 16:20～18:30（開場

14:30）
16:00）

第Ⅰ部

新春講演会

テーマ：医学の進歩は何をもたらすのか

第Ⅱ部

新春の集い（医療経営士・介護福祉経営士限定）

―今こそ求められる医療マネジメントの重要性

【参加費】

第Ⅰ部：医療経営士（会員）
介護福祉経営士（会員）
一般
第Ⅱ部：医療経営士（会員）
介護福祉経営士（会員）
※医療経営士・介護福祉経営士限定

無料
1,000 円
3,000 円
3,000 円
5,000 円

【講 師】 里美 清一氏（医師）
［さとみ せいいち プロフィール］
鳥取県生まれ。本名・國頭英夫。鳥取県立米子東高等学校卒。１９８６年
東京大学医学部卒業。大学病院内科および公立病院救命救急センターなど
で研修を経て、１９９１年から呼吸器内科とくに肺癌の診療に専門に従事
２００１年東大医学博士。三井記念病院呼吸器内科科長、国立がん研究セ
ンタ－中央病院内科、日本赤十字社医療センタ－化学療法科部長。専門は
呼吸器内科学・癌床腫瘍学。筆名は山崎豊子『白い巨塔』の登場人物から
テレビドラマ『白い巨塔』のアドバイザリーも務める。
【会 場】

富士ソフト

【定 員】

第Ⅰ部：120 人 （定員になり次第、締め切らせていただきます）

【主 催】

一般社団法人

★お申し込み・詳細は

アキバプラザ（東京都千代田区神田練塀町 3）

日本医療経営実践協会

⇒

http://www.jmmpa.jp/seminar/cat2/2018/

〈本リリース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
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
一般社団法人 日本医療経営実践協会
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