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平成 26 年 3 月 18 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 11 回「医療経営士３級」資格認定試験合格者 504 名
「3 級」合格者の累計 3,171 名
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
26 年 2 月 16 日（日）
、第 11 回「医療経営士 3 級」資格認定試験を実施しました。全国 18 会
場（北海道 1、宮城県 1、東京都 5、石川県 1、愛知県 1、大阪府 2、福岡県 4、鹿児島県 1、認
定会場 2）で、1,155 人が受験、504 人が合格しました。

■第 11 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 1,358 人のうち 1,155 人が受験（受験率 85.0％）し、504 人が合格しました（合
格率 43.6％）
。第１回～第 11 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 3,171 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 11 回資格認定試験 受験者数 1,155 人

合格者数

504 人（合格率 43.6％）

・第１回〜第 11 回累計 受験者数 7,040 人

合格者数 3,171 人（平均合格率 45.0％）

※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 11 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

210 人（18.2％）

合格者数

54 人（10.7％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

446 人（38.6％）

合格者数

198 人（39.3％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

397 人（34.4％）

合格者数

200 人（39.7％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

93 人（ 8.1％）

合格者数

48 人（ 9.5％）

60 歳以上

受験者数

9 人（ 0.8％）

合格者数

4 人（ 0.8％）

29 歳以下

受験者数 1,302 人（18.5％）

合格者数

497 人（15.7％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 2,789 人（39.6％）

合格者数 1,303 人（41.1％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 2,150 人（30.5％）

合格者数

985 人（31.1％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

713 人（10.1％）

合格者数

343 人（10.8％）

60 歳以上

受験者数

85 人（ 1.2％）

合格者数

43 人 ( 1.4％）

・第 1 回〜第 11 回累計
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〔男女別構成〕
・第 11 回資格認定試験
男性

受験者数 1,028 人（89.0％）

合格者数

440 人（87.3％）

女性

受験者数

合格者数

64 人（12.7％）

127 人（11.0％）

・第 1 回〜第 11 回累計
男性

受験者数 6,002 人（85.3％）

合格者数 2,702 人（85.2％）

女性

受験者数 1,037 人（14.7％）

合格者数

469 人（14.8％）

病医院勤務者

受験者数

235 人（20.3％）

合格者数

124 人（24.6％）

医療関連企業勤務者

受験者数

107 人（ 9.3％）

合格者数

60 人（11.9％）

金融機関

受験者数

681 人（59.0％）

合格者数

260 人（51.6％）

大学生・短大生

受験者数

7 人（ 0.6％）

合格者数

2 人（ 0.4％）

その他（個人等）

受験者数

125 人（10.8％）

合格者数

58 人（11.5％）

〔職業別構成〕
・第 11 回資格認定試験

・第 1 回〜第 11 回累計
病医院勤務者

受験者数 2,244 人（31.9％）

合格者数 1,167 人（36.8％）

医療関連企業勤務者

受験者数 1,249 人（17.7％）

合格者数

636 人（20.1％）

金融機関

受験者数 2,401 人（34.1％）

合格者数

827 人（26.1％）

大学生・短大生

受験者数

123 人（ 1.7％）

合格者数

49 人（ 1.5％）

その他（個人等）

受験者数 1,022 人（14.5％）

合格者数

492 人（15.5％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 11 回資格認定試験
受験者数

合格者数

１位 福岡県

416 人（36.0％）

１位 福岡県

153 人（30.4％）

２位 東京都

91 人（ 7.9％）

２位 東京都

53 人（10.5％）

３位 大阪府

60 人（ 5.2％）

３位 北海道

31 人（ 6.2％）

４位 北海道

56 人（ 4.8％）

４位 神奈川県

28 人（ 5.6％）

５位 神奈川県

51 人（ 4.4％）

５位 大阪府

25 人（ 5.0％）

■2014 年度

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 12 回】2014 年 6 月 15 日(日)【第 13 回】2014 年 10 月 26 日(日)【第 14 回】2015 年 2 月 15 日(日)
「医療経営士 2 級」
【第 7 回】2014 年 6 月 15 日(日) 【第 8 回】2014 年 10 月 26 日(日)
「医療経営士 1 級」
【第 2 回】第一次試験：2014 年 9 月 7 日(日)

第二次試験：2014 年 12 月 7 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、浜地、吉田）
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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