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第８回「医療経営士 1 級」資格認定試験【第二次試験】13 人が合格
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 12 月 6 日（日）、第 8 回
｢医療経営士 1 級｣資格認定試験【第二次試験】を実施し、第一次試験の合格者 18 人が受験、
13 人が合格しました。
「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。
平成 22 年の試験制度創設以来、3 級試験 31 回、2 級試験 20 回を実施し、現在、3 級、2
級、1 級合計で約 12,000 人の協会認定「医療経営士」が全国で活躍しております。特に「医
療経営士 1 級」資格認定試験は、医療経営に関する専門知識と実践思考（手法）を有し、
理事長・病院長とともに経営幹部として意思決定をサポート、実践できる、
「医療経営士」
の最上位に位置する人材として評価・認定いたします。9 月 6 日（日）に実施した【第一次
試験】では、短文記述形式と論文記述形式の筆記試験を実施し、今回の【第二次試験】で
は口頭試問（プレゼンテーション形式）と面接を実施いたしました。

■第 8 回「医療経営士 1 級」資格認定試験【第二次試験】
受験者 18 人のうち 13 人が合格しました（合格率 72.2％）
。
受受験者数（人） 合 合格者数（人）数 合

第二次試験

18

13

合格率（%）格率

72.2

※9 月 6 日実施の第一次試験は 49 名が受験し 18 名が合格。
※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。

●受験者と合格者の各種構成（第二次試験）
・第 8 回資格認定試験

受験者数 18 人

合格者数 13 人（合格率 72.2％）

・第 1 回～第 8 回累計

受験者数 123 人

合格者数 101 人（合格率 82.1％）

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〕※受験時の年齢
・第 8 回資格認定試験（第二次試験）
30 歳以上 39 歳以下 受験者数

3 人（16.7％）

合格者数 1 人（ 7.7％）

40 歳以上 49 歳以下 受験者数

7 人（38.9％）

合格者数 5 人（38.5％）

50 歳以上 59 歳以下 受験者数

7 人（38.9％）

合格者数 6 人（46.2％）

60 歳以上

1 人（ 5.6％）

合格者数 1 人（7.7％）

受験者数
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・第 1 回～第 8 回累計（第二次試験）
30 歳以上 39 歳以下

受験者数 43 人（35.0％）

合格者数 37 人（36.6％）

40 歳以上 49 歳以下

受験者数 41 人（33.3％）

合格者数 32 人（31.7％）

50 歳以上 59 歳以下

受験者数 35 人（28.5％）

合格者数 29 人（28.7％）

60 歳以上

受験者数

合格者数

4 人（ 3.3％）

3 人（ 3.0％）

〔男女別構成〕
・第 8 回資格認定試験（第二次試験）
男性

受験者数 17 人（94.4％）

合格者数 12 人（92.3％）

女性

受験者数

合格者数

1 人（ 5.6％）

1 人（ 7.7％）

・第 1 回〜第 8 回累計（第二次試験）
男性

受験者数 110 人（89.4％）

合格者数 91 人（90.1％）

女性

受験者数 13 人（10.6％）

合格者数 10 人（ 9.9％）

〔職業別構成〕
・第 8 回資格認定試験（第二次試験）
病医院勤務者

受験者数

5 人（27.8％）

合格者数

4 人（30.8％）

医療関連企業勤務者

受験者数

2 人（11.1％）

合格者数

2 人（15.4％）

医薬品製造販売・卸売 受験者数

6 人（33.3％）

合格者数

5 人（38.5％）

金融機関

受験者数

1 人（ 5.6％）

合格者数

0 人（ 0.0％）

その他（個人等）

受験者数

4 人（22.2％）

合格者数

2 人（15.4％）

・第 1 回〜第 8 回累計（第二次試験）
病医院勤務者

受験者数

50 人（40.7％）

合格者数 45 人（44.6％）

医療関連企業勤務者 受験者数

21 人（17.1％）

合格者数 18 人（17.8％）

医薬品製造販売・卸売 受験者数

22 人（17.9％）

合格者数

18 人（17.8％）

金融機関勤務者

受験者数

13 人（10.6％）

合格者数

8 人（ 7.9％）

その他（個人等）

受験者数

17 人（13.8％）

合格者数 12 人（11.9％）

■2020 年度

資格認定試験日程一覧

「医療経営士 3 級」
【第 32 回】2021 年 3 月 7 日(日)

■2021 年度

資格認定試験日程一覧（予定）

「医療経営士 3 級」

「医療経営士 2 級」

【第 33 回】2021 年 6 月 13 日（日）

【第 21 回】2021 年 6 月 13 日（日）

【第 34 回】2021 年 10 月 17 日（日）

【第 22 回】2021 年 10 月 17 日（日）

【第 35 回】2022 年 2 月 27 日（日）
「医療経営士 1 級」
【第９回】第一次試験

2021 年 9 月 5 日（日）

第二次試験

2021 年 12 月 5 日（日）
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2021 年「新春特別対談」開催のご案内
渋沢栄一に学ぶポストコロナ時代の生き方、考え方
【日 時】

2021 年 1 月 14 日（木） 15：00～16:00

【内 容】

特別対談
テーマ：渋沢栄一に学ぶポストコロナ時代の生き方、考え方

【参加費】 医療経営士会員・一般とも 無料
【出 演】

渋澤 健（しぶさわ・けん）先生
1969 年父の転勤で渡米。
1983 年テキサス大学 BS Chemical Engineering 卒業。
1984 年（財）日本国際交流センター入職。
1987 年 UCLA 大学 MBA 経営大学院卒業。
1987 年ファースト・ボストン証券会社（NY）入社、外国債券を担当。
1988 年 JP モルガン銀行（東京）を経て、1992 年 JP モルガン証券会社（東
京）入社、国債を担当。
1994 年ゴールドマン・サックス証券会社（東京）入社、国内株式・デリ
バティブを担当。
1996 年ムーア・キャピタル・マネジメント（NY）入社、アジア時間帯ト
レーディングを担当、1997 年東京駐在員事務所設立。
2001 年シブサワ・アンド・カンパニー株式会社を創業し代表取締役に就
任、2007 年コモンズ株式会社を創業し、代表取締役に就任（2008
年コモンズ投信へ改名し、会長に就任）。
守屋 敦（もりや・あつし）先生
1965 年東京生まれ、早稲田大学第一文学部卒業。
現在は作家として『孫子』『論語』
『韓非子』『老子』『荘子』など
の中国古典や、渋沢栄一などの近代の実業家についての著作を刊
行する傍ら、グロービス経営大学院アルムナイスクールにおいて
教鞭をとる。著訳書に、29 万部の『現代語訳 論語と算盤』や『現
代語訳 渋沢栄一自伝』
、シリーズで 20 万部の『最高の戦略教科
書 孫子』
『マンガ 最高の戦略教科書 孫子』
『組織サバイバル
の教科書 韓非子』など。
2018 年 4～9 月トロント大学倫理研究センター客員研究員。
グロービス経営大学院アルムナイスクール特任教授。

【開催形式】

WEB ライブ配信
オンデマンド配信 2021 年 1 月 31 日まで視聴可能。

【主 催】
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★お申し込み・詳細は

⇒

https://www.jmmpa.jp/seminar/cat2/2021/

〈本リリース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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