プレスリリース
報道関係者 各位
2017 年 7 月 18 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 13 回「医療経営士２級」試験 127 人合格、第 21 回「3 級」試験 1924 人合格
「3 級」合格者の累計 10000 人突破！！
一般社団法人日本医療経営実践協会（代表理事吉原健二・公益財団法人難病医学研究財団理
事長）は 6 月 18 日（日）
、第 13 回｢医療経営士 2 級｣資格認定試験を実施しました。全国 10 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、広島県 1、香川県 1,福岡県
1、沖縄県 1）で 437 人が受験、127 人が合格しました。
また、同日、第 21 回「医療経営士 3 級」資格認定試験も実施し、全国 41 会場（北海道 2、
宮城県 2、東京都 11、石川県 2、愛知県 4、大阪府 5、広島県 2、香川県 3,福岡県 3、鹿児島県
1、沖縄県 3、認定会場 3）で、4,035 人が受験、1,924 人が合格しました。

■第 13 回「医療経営士 2 級」資格認定試験
受験申込合計 467 人のうち 437 人（うち採点対象者 437 人）が受験（受験率 93.6％）し、127
人が合格しました（合格率 29.1％。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 841 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（％）

385

362

99

16.5%

9

8

7

100.0%

73

67

21

42.9%

467

437

127

29.1

※1：
「3 級」取得者で、第 12 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 12 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 13 回資格認定試験

受験者数

437 人

合格者数

127 人（合格率 29.1％）

・第 1 回～第 13 回累計

受験者数 3,344 人

合格者数

841 人（合格率 25.1％）

※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 13 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

25 人（ 5.7％）

両分野合格者数

5 人（ 3.9％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 168 人（38.4％）

両分野合格者数 44 人（34.6％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 137 人（31.4％）

両分野合格者数 46 人（36.2％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

両分野合格者数 32 人（25.2％）

60 歳以上

受験者数

99 人（22.7％）
8 人（ 1.8％）

両分野合格者数

0 人（ 0.0％）

受験者数 245 人（ 7.3％）

両分野合格者数

45 人（ 5.4％）

・第 1 回～第 13 回累計
29 歳以下

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 1,328 人（39.7％）

両分野合格者数 323 人（38.4％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数 1,116 人（33.4％）

両分野合格者数 312 人（37.1％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数 574 人（17.2％）

両分野合格者数 149 人（17.7％）

60 歳以上

81 人（ 2.4％）

両分野合格者数

12 人（ 1.4％）

男性

受験者数 381 人（87.2％）

両分野合格者数

111 人（87.4％）

女性

受験者数

両分野合格者数

16 人（12.6％）

男性

受験者数 2,866 人（85.7％） 両分野合格者数

747 人（88.8％）

女性

受験者数

受験者数

〔男女別構成〕
・第 13 回資格認定試験
56 人（12.8％）

・第 1 回〜第 13 回累計
478 人（14.3％） 両分野合格者数

94 人（11.2％）
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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

77 人（17.6％）

合格者数 20 人（15.7％）

医療関連企業勤務者 受験者数 235 人（53.8％）

合格者数 83 人（65.4％）

金融機関勤務者

受験者数

83 人（19.0％）

合格者数 18 人（14.2％）

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

42 人（ 9.6％）

合格者数

6 人（ 4.7％）

・第 1 回〜第 13 回累計
病医院勤務者

受験者数 1,129 人（33.8％）

合格者数 293 人（34.8％）

医療関連企業勤務者 受験者数

979 人（29.3％）

合格者数 228 人（27.1％）

金融機関勤務者

受験者数

801 人（24.0％）

合格者数 205 人（24.4％）

大学生・短大生

受験者数

8 人（ 0.2％）

その他（個人等）

受験者数

427 人（12.8％）

合格者数

1 人（ 0.1％）

合格者数 114 人（13.6％）

〔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 東京都

112 人（25.6％）

2 位 神奈川県

37 人（ 8.5％）

3 位 愛知県

31 人（ 7.1％）

4 位 福岡県

28 人（ 6.4％）

5 位 大阪府

25 人（ 5.7％）

合格者数 1 位 東京都

31 人（24.4％）

2 位 福岡県

12 人（ 9.4％）

3 位 神奈川県

11 人（ 8.7％）

4 位 愛知県

9 人（ 7.1％）

5 位 大阪府

8 人（ 6.3％）
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■第 21 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 4,326 人のうち 4,035 人（うち採点対象者 4,035 人）が受験（受験率 93.3％）
し、1,924 人が合格しました（合格率 47.7％）
。第１回～第 21 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１万人を突破し、10,004 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 21 回資格認定試験 受験者数 4,035 人

合格者数 1,924 人（合格率 47.7％）

・第 1 回〜第 21 回累計 受験者数 22,418 人

合格者数 10,004 人（合格率 44.6％）

※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 21 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

632 人（15.7％）

合格者数

238 人（12.4％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 1,349 人（33.4％）

合格者数

655 人（34.0％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 1,374 人（34.1％）

合格者数

705 人（36.6％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

647 人（16.0％）

合格者数

311 人（16.2％）

60 歳以上

受験者数

33 人（ 0.8％）

合格者数

15 人（ 0.8％）

・第 1 回〜第 21 回累計
29 歳以下

受験者数 4,258 人（19.0％）

合格者数 1,601 人（16.0％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 8,379 人（37.4％）

合格者数 3,830 人（38.3％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 6,938 人（30.9％）

合格者数 3,205 人（32.0％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 2,659 人（11.9％）

合格者数 1,272 人（12.7％）

60 歳以上

受験者数

合格者数

184 人（ 0.8％）

96 人 ( 1.0％）

〔男女別構成〕
・第 21 回資格認定試験
男性

受験者数 3,589 人（88.9％）

合格者数 1,722 人（89.5％）

女性

受験者数

合格者数

446 人（11.1％）

202 人（10.5％）

・第 1 回〜第 21 回累計
男性

受験者数 19,239 人（85.8％） 合格者数 8,633 人（86.3％）

女性

受験者数 3,179 人（14.2％） 合格者数 1,371 人（13.7％）
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〔職業別構成〕
・第 21 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

343 人（ 8.5％）

合格者数

124 人（ 6.4％）

医療関連企業勤務者

受験者数 2,931 人（72.6％）

合格者数 1,544 人（80.2％）

金融機関

受験者数

435 人（10.8％）

合格者数

129 人（ 6.7％）

大学生・短大生

受験者数

21 人（ 0.5％）

合格者数

2 人（ 0.1％）

その他（個人等）

受験者数

305 人（ 7.6％）

合格者数

125 人（ 6.5％）

・第 1 回〜第 21 回累計
病医院勤務者

受験者数 4,671 人（20.8％）

合格者数 2,231 人（22.3％）

医療関連企業勤務者

受験者数 7,469 人（33.3％）

合格者数 4,015 人（40.1％）

金融機関

受験者数 7,540 人（33.6％）

合格者数 2,531 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 2,508 人（11.2％）

230 人（ 1.0％）

72 人（ 0.7％）

合格者数 1,155 人（11.5％）

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 21 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

635 人（15.7％）

2 位 神奈川県

300 人（ 7.4％）

3 位 大阪府

286 人（ 7.1％）

4 位 愛知県

233 人（ 5.8％）

5 位 福岡県

223 人（ 5.5％）

合格者数 1 位 東京都

347 人（18.0％）

■2017 年

2 位 神奈川県

148 人（ 7.7％）

3 位 大阪府

127 人（ 6.6％）

4 位 愛知県

111 人（ 5.8％）

5 位 福岡県

109 人（ 5.7％）

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 22 回】2017 年 10 月 29 日（日）【第 23 回】2018 年 3 月 18 日（日）
「医療経営士 2 級」
【第 14 回】2017 年 10 月 29 日（日）
「医療経営士 1 級」
【第 5 回】第一次試験

2017 年 9 月 10 日（日）

第二次試験

2017 年 12 月 3 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
TEL：03-5296-1933 FAX：03-5296-1934
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