プレスリリース
報道関係者 各位
2019 年 7 月 16 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 17 回「医療経営士２級」試験 212 人合格、第 27 回「3 級」試験 697 人合格

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、6 月 16 日（日）
、第 17 回｢医
療経営士 2 級｣資格認定試験を実施しました。全国 12 会場（北海道 1、宮城県 1、東京都 2、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、認定会場 1）で 716 人
が受験、212 人が合格しました。
また、同日、第 27 回「医療経営士 3 級」資格認定試験も実施し、全国 29 会場（北海道 3、
岩手県 1、宮城県 1、東京都 7、石川県 1、愛知県 5、大阪府 2、広島県 1、香川県 2、福岡県 1、
鹿児島県 1、沖縄県 1、認定会場 3）で、2,084 人が受験、697 人が合格しました。

■第 17 回「医療経営士 2 級」資格認定試験
受験申込合計 789 人のうち 716 人（うち採点対象者 716 人）が受験（受験率 90.7％）し、212
人が合格しました（合格率 29.6％。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 1,638 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（％）

576

511

105

16.5%

18

17

13

100.0%

195

188

94

42.9%

789

716

212

29.6

※1：
「3 級」取得者で、第 16 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 16 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 17 回資格認定試験

受験者数

716 人

・第 1 回～第 17 回累計

受験者数 6,050 人

合格者数

212 人（合格率 29.6％）

合格者数 1,638 人（合格率 27.1％）

※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 17 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

66 人（ 9.2％） 両分野合格者数

20 人（ 9.4％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数

232 人（32.4％） 両分野合格者数

66 人（31.1％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数

238 人（33.2％） 両分野合格者数

78 人（36.8％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

160 人（22.3％） 両分野合格者数

42 人（19.8％）

20 人（ 2.8％） 両分野合格者数

6 人（ 2.8％）

60 歳以上

受験者数

・第 1 回～第 17 回累計
29 歳以下

受験者数

471 人（ 7.8％） 両分野合格者数 101 人（ 6.2％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 2,224 人（36.8％） 両分野合格者数 597 人（36.4％）
40 歳以上 49 歳以下 受験者数 2,028 人（33.5％） 両分野合格者数 567 人（34.6％）
50 歳以上 59 歳以下 受験者数 1,182 人（19.5％） 両分野合格者数 344 人（21.0％）
60 歳以上

受験者数

145 人（ 2.4％） 両分野合格者数

29 人（ 1.8％）

男性

受験者数

616 人（86.0％） 両分野合格者数

187 人（88.2％）

女性

受験者数

100 人（14.0％） 両分野合格者数

25 人（11.8％）

〔男女別構成〕
・第 17 回資格認定試験

・第 1 回〜第 17 回累計
男性

受験者数 5,190 人（85.8％） 両分野合格者数 1,452 人（88.6％）

女性

受験者数

860 人（14.2％） 両分野合格者数

186 人（11.4％）
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〔職業別構成〕
・第 17 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数 135 人（18.9％）

合格者数

37 人（17.5％）

医療関連企業勤務者 受験者数 124 人（17.3％）

合格者数

37 人（17.5％）

医薬品製造・卸売

受験者数 306 人（42.7％）

合格者数 100 人（47.2％）

金融機関

受験者数

50 人（ 7.0％）

合格者数

16 人（ 7.5％）

大学生・短大生

受験者数

1 人（ 0.1％）

合格者数

1 人（ 0.5％）

その他（個人等）

受験者数 100 人（14.0％）

合格者数

21 人（ 9.9％）

受験者数 1,606 人（26.5％）

合格者数

429 人（26.2％）

医療関連企業勤務者 受験者数 2,094 人（34.6％）

合格者数

580 人（35.4％）

医薬品製造・卸売

受験者数

560 人（ 9.3％）

合格者数

182 人（11.1％）

金融機関

受験者数 1,005 人（16.6％）

合格者数

261 人（15.9％）

大学生・短大生

受験者数

11 人（ 0.2％）

合格者数

2 人（ 0.1％）

その他（個人等）

受験者数

774 人（12.8％）

合格者数

184 人（11.2％）

・第 1 回〜第 17 回累計
病医院勤務者

※「金融機関」の累計は第 3 回から、医薬品製造・卸売の累計は第 16 回からの累計となります。

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 17 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

168 人（23.5％）

2 位 愛知県

49 人（ 6.8％）

3 位 大阪府

47 人（ 6.6％）

4 位 神奈川県

42 人（ 5.9％）

5 位 千葉県／福岡県

41 人（ 5.7％）

合格者数 1 位 東京都

54 人（25.5％）

2 位 千葉県／愛知県

15 人（ 7.1％）

3 位 神奈川県／福岡県

12 人（ 5.7％）

4 位 埼玉県

11 人（ 5.2％）

5 位 大阪府

10 人（ 4.7％）

3
一般社団法人 日本医療経営実践協会

http://www.JMMPA.jp

■第 27 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 2,321 人のうち 2,084 人（うち採点対象者 2,084 人）が受験（受験率 89.8％）
し、697 人が合格しました（合格率 33.4％）
。第１回～第 27 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、17,671 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 27 回資格認定試験 受験者数 2,084 人

合格者数

697 人（合格率 33.4％）

・第 1 回〜第 27 回累計 受験者数 40,015 人

合格者数 17,671 人（合格率 44.2％）

※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 27 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

418 人（20.1％）

合格者数

115 人（16.5％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

673 人（32.3％）

合格者数

242 人（34.7％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

656 人（31.5％）

合格者数

241 人（34.6％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

321 人（15.4％）

合格者数

92 人（13.2％）

60 歳以上

受験者数

16 人（ 0.8％）

合格者数

7 人（ 1.0％）

・第 1 回〜第 27 回累計
29 歳以下

受験者数 7,235 人（18.1％） 合格者数 2,717 人（15.4％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 14,349 人（35.9％） 合格者数 6,615 人（37.4％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 12,553 人（31.4％） 合格者数 5,715 人（32.3％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 5,552 人（13.9％） 合格者数 2,459 人（13.9％）

60 歳以上

受験者数

325 人（ 0.8％） 合格者数

165 人 ( 0.9％）

〔男女別構成〕
・第 27 回資格認定試験
男性

受験者数 1,791 人（85.9％）

合格者数

583 人（83.6％）

女性

受験者数

合格者数

114 人（16.4％）

293 人（14.1％）

・第 1 回〜第 27 回累計
男性

受験者数 34,756 人（86.9％） 合格者数 15,340 人（86.8％）

女性

受験者数 5,258 人（13.1％） 合格者数 2,331 人（13.2％）
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〔職業別構成〕
・第 27 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

279 人 (13.4％）

合格者数

98 人（14.1％）

医療関連企業勤務者

受験者数

356 人（17.1％）

合格者数

133 人（19.1％）

医薬品製造・卸売

受験者数 1,024 人（49.1％）

合格者数

377 人（54.1％）

金融機関

受験者数

245 人（11.8％）

合格者数

43 人（ 6.2％）

大学生・短大生

受験者数

13 人（ 0.6％）

合格者数

2 人（ 0.3％）

その他（個人等）

受験者数

167 人（ 8.0％）

合格者数

44 人（ 6.3％）

・第 1 回〜第 27 回累計
病医院勤務者

受験者数 6,519 人（16.3％） 合格者数 3,069 人（17.4％）

医療関連企業勤務者

受験者数 13,386 人（33.5％） 合格者数 6,858 人（38.8％）

医薬品製造・卸売

受験者数 6,755 人（16.9％） 合格者数 2,977 人（16.8％）

金融機関

受験者数 9,226 人（23.1％） 合格者数 3,005 人（17.0％）

大学生・短大生

受験者数

その他（個人等）

受験者数 3,760 人（ 9.4％） 合格者数 1,637 人（ 9.3％）

368 人（ 0.9％） 合格者数

125 人（ 0.7％）

※「金融機関」の累計は第 6 回から、医薬品製造・卸売の累計は第 23 回からの累計となります。

〔都道府県別受験者・合格者構成（上位 5 都道府県）〕
・第 27 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

279 人（13.4％）

2 位 神奈川県

128 人（ 6.1％）

3 位 大阪府

124 人（ 6.0％）

4 位 愛知県

120 人（ 5.8％）

5 位 埼玉県

108 人（ 5.2％）

合格者数 1 位 東京都

103 人（14.8％）

2 位 神奈川県

48 人（ 6.9％）

3 位 愛知県

46 人（ 6.6％）

4 位 埼玉県／大阪府

38 人（ 5.5％）

5 位 兵庫県

31 人（ 4.4％）

■2019 年度 資格認定試験日程一覧
「医療経営士 1 級」 【第 7 回】一次試験 2019 年 9 月 8 日(日) 、二次試験 2019 年 12 月 1 日(日)
「医療経営士 2 級」 【第 18 回】2019 年 10 月 20 日（日）
「医療経営士 3 級」 【第 28 回】2019 年 10 月 20 日（日）、
【第 29 回】2020 年 3 月 1 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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