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一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 26 回「医療経営士３級」資格認定試験合格者 1,025 名
「3 級」受験申込者の累計 40,000 名突破！
一般社団法人日本医療経営実践協会（代表理事吉原健二）は 3 月 3 日（日）
、第 26 回「医療
経営士 3 級」資格認定試験を実施しました。全国 49 会場（北海道 3、岩手県 2、宮城県 2、東
京都 11、石川県 1、愛知県 8、大阪府 8、広島県 2、香川県 4、福岡県 3、鹿児島県 1、沖縄県
1、認定会場 3）で、2,577 名が受験、1,025 名が合格しました。なお、今回の試験で「医療経
営士 3 級」資格認定試験の受験申込者累計が 40,000 名を突破し、42,119 名となりました。

■第 26 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 2,823 名のうち 2,577 名（うち採点対象者 2,577 名）が受験（受験率 91.3％）
し、1,025 名が合格しました（合格率 39.8％）
。第１回～第 26 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 16,974 名となりました。
※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 26 回資格認定試験 受験者数 2,577 名

合格者数 1,025 名（合格率 39.8％）

・第 1 回〜第 26 回累計 受験者数 37,931 名

合格者数 16,974 名（合格率 44.8％）

※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 26 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

441 名（17.1％）

合格者数

165 名（16.1％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

850 名（33.0％）

合格者数

367 名（35.8％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

799 名（31.0％）

合格者数

320 名（31.2％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

467 名（18.1％）

合格者数

165 名（16.1％）

60 歳以上

受験者数

20 名（ 0.8％）

合格者数

8 名（ 0.8％）
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・第 1 回〜第 26 回累計
29 歳以下

受験者数 6,817 名（18.0％） 合格者数 2,602 名（15.3％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 13,676 名（36.1％） 合格者数 6,373 名（37.5％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 11,897 名（31.4％） 合格者数 5,474 名（32.2％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 5,231 名（13.8％） 合格者数 2,367 名（13.9％）

60 歳以上

受験者数

309 名（ 0.8％） 合格者数

158 名 ( 0.9％）

〔男女別構成〕
・第 26 回資格認定試験
男性

受験者数 2,240 名（86.9％）

合格者数

886 名（86.4％）

女性

受験者数

合格者数

139 名（13.6％）

337 名（13.1％）

・第 1 回〜第 26 回累計
男性

受験者数 32,965 名（86.9％） 合格者数 14,757 名（86.9％）

女性

受験者数 4,965 名（13.1％） 合格者数 2,217 名（13.1％）

〔職業別構成〕
・第 26 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

343 名（13.3％）

合格者数 161 名（15.7％）

医療関連企業勤務者

受験者数

338 名（13.1％）

合格者数 122 名（11.9％）

医薬品製造・卸売

受験者数 1,375 名（53.4％）

合格者数 545 名（53.2％）

金融機関勤務者

受験者数

257 名（10.0％）

合格者数 92 名（ 9.0％）

大学生・短大生

受験者数

38 名（ 1.5％）

合格者数 11 名（ 1.1％）

その他（個人等）

受験者数

226 名（ 8.8％）

合格者数 94 名（ 9.2％）

・第 1 回〜第 26 回累計
病医院勤務者

受験者数 6,240 名（16.5％） 合格者数 2,971 名（17.5％）

医療関連企業勤務者

受験者数 13,030 名 (34.4％） 合格者数 6,725 名（39.6％）

医薬品製造・卸売

受験者数 5,731 名 (15.1％） 合格者数 2,600 名（15.3％）

金融機関勤務者

受験者数 8,981 名（23.7％） 合格者数 2,962 名（17.5％）

大学生・短大生

受験者数

その他（個人等）

受験者数 3,593 名（ 9.5％） 合格者数 1,593 名（ 9.4％）

355 名（ 0.9％） 合格者数

123 名（ 0.7％）

※医薬品製造・卸売の累計は統計を取りはじめた第 23 回からの累計となります。
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〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 26 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

344 名（13.3％）

2 位 神奈川県

176 名（ 6.8％）

3 位 大阪府

155 名（ 6.0％）

4 位 愛知県

144 名（ 5.6％）

5 位 兵庫県

113 名（ 4.4％）

合格者数 1 位 東京都

154 名（15.0％）

■2019 年

2 位 神奈川県

71 名（ 6.9％）

3 位 大阪府

68 名（ 6.6％）

4 位 埼玉県

63 名（ 6.1％）

5 位 愛知県

57 名（ 5.6％）

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 27 回】2019 年 6 月 16 日（日）

【第 28 回】2019 年 10 月 20 日（日）

【第 29 回】2020 年 3 月 1 日(日)
「医療経営士 2 級」
【第 17 回】2019 年 6 月 16 日（日）

【第 18 回】2019 年 10 月 20 日（日）

「医療経営士 1 級」
【第 7 回】第一次試験

2019 年 9 月 8 日（日）

第二次試験

2019 年 12 月 1 日(日)

■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。本協会におい
ては、同資格試験合格者であり、かつ本協会からの認定を受けて、登録入会した者を「医療経営士」
としています。「医療経営士１級」「医療経営士２級」「医療経営士３級」の名称は本協会に認定
登録されている資格者のみが使用を許され、認定に当たっては医療経営士になることを希望する同
資格試験合格者が提出した申請書類をもとに、所定の厳格な審査が行われています。認定を受けて
本協会に登録入会されると、本協会の研究会・勉強会等の活動に参加することができます。

〈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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