プレスリリース
報道関係者 各位
2020 年 7 月 14 日
一般社団法人 日本医療経営実践協会

第 19 回「医療経営士２級」試験１０2 人合格、第 30 回「3 級」試験 637 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 14 日（日）、第 19 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 335 人が受験、
102 人が合格しました。
また、同日、第 30 回「医療経営士 3 級」資格認定試験も実施し、全国 34 会場（北海道 2、岩
手県 1、宮城県 1、東京都 7、石川県 1、愛知県 2、大阪府 4、広島県 3、香川県 3、福岡県 2、鹿
児島県 1、沖縄県 4、認定会場 3）で、1,496 人が受験、637 人が合格しました。

■第 19 回「医療経営士 2 級」資格認定試験
受験申込合計 384 人のうち 335 人（うち採点対象者 335 人）が受験（受験率 87.2％）し、102
人が合格しました（合格率 30.4％。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
1,903 人となりました。
【合格者の内訳】
受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

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

234

194

45

16.5%

15

15

11

100.0%

135

126

46

384

335

102

30.4

※1：
「3 級」取得者で、第 18 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 18 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 19 回資格認定試験

受験者数

335 人

・第 1 回～第 19 回累計

受験者数 6,959 人

合格者数

102 人（合格率 30.4％）

合格者数 1,903 人（合格率 27.3％）

※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 19 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

27 人（ 8.1％） 両分野合格者数

10 人（ 9.8％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数

98 人（29.3％） 両分野合格者数

35 人（34.3％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数

110 人（32.8％） 両分野合格者数

30 人（29.4％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

86 人（25.7％） 両分野合格者数

24 人（23.5％）

60 歳以上

14 人（ 4.2％） 両分野合格者数

3 人（ 2.9％）

受験者数

・第 1 回～第 19 回累計
29 歳以下

受験者数

543 人（ 7.8％） 両分野合格者数 115 人（ 6.0％）

30 歳以上 39 歳以下 受験者数 2,507 人（36.0％） 両分野合格者数 689 人（36.2％）
40 歳以上 49 歳以下 受験者数 2,325 人（33.4％） 両分野合格者数 652 人（34.3％）
50 歳以上 59 歳以下 受験者数 1,411 人（20.3％） 両分野合格者数 409 人（21.5％）
60 歳以上

受験者数

173 人（ 2.5％） 両分野合格者数

38 人（ 2.0％）

男性

受験者数

289 人（86.3％） 両分野合格者数

87 人（85.3％）

女性

受験者数

46 人（13.7％） 両分野合格者数

15 人（14.7％）

〔男女別構成〕
・第 19 回資格認定試験

・第 1 回〜第 19 回累計
男性

受験者数 5,965 人（85.7％） 両分野合格者数 1,681 人（88.3％）

女性

受験者数

994 人（14.3％） 両分野合格者数

222 人（11.7％）
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〔職業別構成〕
・第 19 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

65 人（19.4％）

合格者数

14 人（13.7％）

医療関連企業勤務者 受験者数

58 人（17.3％）

合格者数

21 人（20.6％）

受験者数 149 人（44.5％）

合格者数

53 人（52.0％）

医薬品製造・卸売

医療機器製造・販売 受験者数

13 人（ 3.9％）

合格者数

4 人（ 3.9％）

金融機関

受験者数

24 人（ 7.2％）

合格者数

5 人（ 4.9％）

大学生・短大生

受験者数

1 人（ 0.3％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

その他（個人等）

受験者数

25 人（ 7.5％）

合格者数

5 人（ 4.9％）

受験者数 1,795 人（25.8％）

合格者数

482 人（25.3％）

医療関連企業勤務者 受験者数 2,239 人（32.2％）

合格者数

622 人（32.7％）

医薬品製造・卸売

959 人（13.8％）

合格者数

311 人（16.3％）

13 人（0.2％）

合格者数

4 人（ 0.2％）

・第 1 回〜第 19 回累計
病医院勤務者

受験者数

医療機器製造・販売 受験者数
金融機関

受験者数 1,056 人（15.2％）

合格者数

272 人（14.3％）

大学生・短大生

受験者数

12 人（ 0.2％）

合格者数

2 人（ 0.1％）

その他（個人等）

受験者数

885 人（12.7％）

合格者数

210 人（11.0％）

※「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、
「医療機器製造・販売」の
累計は第 19 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 19 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

66 人（19.7％）

2 位 神奈川県

27 人（ 8.1％）

3 位 大阪府

25 人（ 7.5％）

4 位 愛知県

22 人（ 6.6％）

4 位 兵庫県

22 人（ 6.6％）

5 位 埼玉県

20 人（ 6.0％）

合格者数 1 位 東京都

19 人（18.6％）

2 位 大阪府

12 人（11.8％）

3 位 神奈川県

7 人（ 6.9％）

4 位 埼玉県

6 人（ 5.9％）

4 位 愛知県

6 人（ 5.9％）

4 位 兵庫県

6 人（ 5.9％）

5 位 千葉県

5 人（ 4.9％）

5 位 佐賀崎県

5 人（ 4.9％）
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■第 30 回「医療経営士 3 級」資格認定試験
受験申込合計 773 人および第 29 回からの振替申込数 1,030 人の合計 1,803 人のうち 1,496 人
（う
ち採点対象者 1,496 人）が受験（受験率 83.0％）し、637 人が合格しました（合格率 42.6％）。
第１回～第 30 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、19,201 人とな
りました。
（但し、第 29 回資格認定試験については実施しなかったため、いずれの累計にも含ま
れません）
※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 30 回資格認定試験 受験者数 1,496 人

合格者数

637 人（合格率 42.6％）

・第 1 回〜第 30 回累計 受験者数 43,697 人

合格者数 19,201 人（合格率 43.9％）

※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 30 回資格認定試験
29 歳以下

受験者数

372 人（24.9％）

合格者数

143 人（22.4％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数

511 人（34.2％）

合格者数

194 人（30.5％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数

413 人（27.6％）

合格者数

204 人（32.0％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数

181 人（12.1％）

合格者数

89 人（14.0％）

60 歳以上

受験者数

19 人（ 1.3％）

合格者数

7 人（ 1.1％）

・第 1 回〜第 30 回累計
29 歳以下

受験者数 8,043 人（18.4％） 合格者数 3,001 人（15.6％）

30 歳以上 39 歳以下

受験者数 15,565 人（35.6％） 合格者数 7,108 人（37.0％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 13,603 人（31.1％） 合格者数 6,201 人（32.3％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 6,121 人（14.0％） 合格者数 2,709 人（14.1％）

60 歳以上

受験者数

364 人（ 0.8％） 合格者数

182 人 ( 0.9％）

〔男女別構成〕
・第 30 回資格認定試験
男性

受験者数 1,281 人（85.6％）

合格者数

541 人（84.9％）

女性

受験者数

合格者数

96 人（15.1％）

215 人（14.4％）

・第 1 回〜第 30 回累計
男性

受験者数 37,889 人（86.7％） 合格者数 16,621 人（86.6％）

女性

受験者数 5,807 人（13.3％） 合格者数 2,580 人（13.4％）
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〔職業別構成〕
・第 30 回資格認定試験
病医院勤務者

受験者数

227 人 (15.2％）

合格者数

92 人（14.4％）

医療関連企業勤務者

受験者数

300 人（20.1％）

合格者数

135 人（21.2％）

医薬品製造・卸売

受験者数

550 人（36.8％）

合格者数

270 人（42.4％）

医療機器製造・販売

受験者数

57 人（ 3.8％）

合格者数

32 人（ 5.0％）

金融機関

受験者数

243 人（16.2％）

合格者数

70 人（11.0％）

大学生・短大生

受験者数

18 人（ 1.2％）

合格者数

6 人（ 0.9％）

その他（個人等）

受験者数

101 人（ 6.8％）

合格者数

32 人（ 5.0％）

・第 1 回〜第 30 回累計
病医院勤務者

受験者数 7,031 人（16.1％） 合格者数 3,293 人（17.2％）

医療関連企業勤務者

受験者数 14,023 人（32.1％） 合格者数 7,128 人（37.1％）

医薬品製造・卸売

受験者数 8,457 人（19.4％） 合格者数 3,731 人（19.4％）

医療機器製造・販売

受験者数

金融機関

受験者数 9,645 人（22.1％） 合格者数 3,133 人（16.3％）

大学生・短大生

受験者数

その他（個人等）

受験者数 4,061 人（ 9.3％） 合格者数 1,744 人（ 9.1％）

57 人（ 0.1％） 合格者数
422 人（ 1.0％） 合格者数

32 人（ 0.2％）
140 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、
「医療機器製造・販売」の累計
は第 30 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 30 回資格認定試験
受験者数 1 位 東京都

217 人（14.5％）

2 位 大阪府

99 人（ 6.6％）

3 位 愛知県

86 人（ 5.7％）

4 位 神奈川県

85 人（ 5.7％）

5 位 愛媛県

82 人（ 5.5％）

合格者数 1 位 東京都

97 人（15.2％）

2 位 愛媛県

44 人（ 6.9％）

3 位 神奈川県

41 人（ 6.4％）

4 位 大阪府

40 人（ 6.3％）

5 位 福岡県

33 人（ 5.2％）
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■2020 年度 資格認定試験日程一覧
「医療経営士 1 級」 【第８回】一次試験 2020 年 9 月 6 日(日) 、二次試験 2020 年 12 月 6 日(日)
「医療経営士 2 級」 【第 20 回】2020 年 10 月 18 日（日）
「医療経営士 3 級」 【第 31 回】2020 年 10 月 18 日（日）、
【第 32 回】2021 年 3 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
TEL：03-3553-2906 FAX：03-3553-2907
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