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平成 25 年 3 月 19 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 3 級」資格認定試験合格者 272 名
「3 級」合格者累計 2,000 人を突破

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
平成 25 年 2 月 17 日、第８回｢医療経営士３級｣資格認定試験を実施しました。全国 14 会場
（北海道 1、宮城県１、福島県 1、千葉県 1、東京都 4、石川県 2、愛知県 1、大阪府１、山
口県１、福岡県 1）で 853 人が受験、272 人が合格しました。

■第８回「医療経営士３級」資格認定試験
受験申込合計 914 人のうち 853 人が受験（受験率 93.3％）、272 人が合格しました（合格
率 31.9％）。第１回～第８回試験合格者と合わせて、全国の「医療経営士３級」資格認定試
験合格者は 2,066 人となりました。

※各項目の割合は、小数点第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８回資格認定試験

受験者数

853 人

・第１回〜第８回累計

受験者数 4,115 人

合格者数

272 人（合格率 31.9％）

合格者数 2,066 人（合格率 50.2％）

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 155 人（18.2％）

合格者数

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 305 人（35.8％）

合格者数 105 人（38.6％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 282 人（33.1％）

合格者数

82 人（30.2％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 102 人（12.0％）

合格者数

33 人（12.1％）

60 歳以上

受験者数

合格者数

4 人（ 1.5％）

9 人（ 1.1％）
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48 人（17.7％）

・第１回〜第８回累計
29 歳以下

受験者数

788 人（19.2％）

合格者数 349 人（16.9％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 1,642 人（39.9％）

合格者数 867 人（42.0％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 1,169 人（28.4％）

合格者数 581 人（28.1％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

456 人（11.1％）

合格者数 236 人（11.4％）

60 歳以上

受験者数

60 人（ 1.5％）

合格者数 33 人 ( 1.6％）

男性

受験者数 763 人（89.5％）

合格者数 249 人（91.5％）

女性

受験者数

合格者数 23 人（ 8.5％）

〔男女別構成〕
・第８回資格認定試験
90 人（10.6％）

・第１回〜第８回累計
男性

受験者数 3,445 人（83.7％）

合格者数 1,760 人（85.2％）

女性

受験者数

合格者数

670 人（16.3％）

306 人（14.8％）

〔職業別構成〕
・第８回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数 209 人（24.5％）

合格者数 88 人（32.4％）

医療関連企業勤務者

受験者数 114 人（13.4％）

合格者数 29 人（10.7％）

金融機関勤務者

受験者数 377 人（44.2％）

合格者数 88 人（32.4％）

大学生・短大生

受験者数

合格者数

その他(個人等)

受験者数 146 人（17.1％）

合格者数 64 人（23.5％）

病医院勤務者

受験者数 1,605 人（39.0％）

合格者数 883 人（42.7％）

医療関連企業勤務者

受験者数

909 人（22.1％）

合格者数 493 人（23.9％）

金融機関勤務者

受験者数

780 人（19.0％）

合格者数 280 人（13.6％）

大学生・短大生

受験者数

100 人（ 2.4％）

合格者数 43 人（ 2.1％）

その他（個人等）

受験者数

721 人（17.5％）

合格者数 367 人（17.8％）

7 人（ 0.8％）

3 人（ 1.1％）

・第１回〜第８回累計

〔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

84 人

合格者数

１位

東京都

35 人

神奈川県

23 人

２位

兵庫県

83 人

２位

３位

北海道

69 人

３位 北海道

21 人

４位

福岡県

63 人

４位 兵庫県

20 人

５位

千葉県

62 人

５位

18 人
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大阪府

■2013 年度

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 ９回】2013 年 6 月 16 日(日)

【第５回】2013 年 6 月 16 日(日)

【第１０回】2013 年 10 月 20 日(日)

【第６回】2013 年 10 月 20 日(日)

【第１１回】2014 年 2 月 16 日(日)

〈本件に関するお問い合わせ先〉
一般社団法人 日本医療経営実践協会 事務局（担当：浜地／佐藤／吉田）
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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