
特定非営利活動法人 職業技能専門教育研究機構 認定 

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-8-10　オークラヤビル4F
TEL：03-5925-6548　FAX：03-6692-3431 
9:00～18:00（土・日・祝日・夏季休業・年末年始除く）
URL：http://www.iryou-shikaku.jp/ 
E-mail：info@iryou-shikaku.jp  

お問い合わせ お問い合わせ 

試験に関する最新情報は
当協会公式サイト http://www.iryou-shikaku.jp/でご確認ください。

特定非営利活動法人 職業技能専門教育研究機構 認定 

医療事務認定実務者®試験
調剤事務認定実務者試験

受験のご案内 

180515
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特にありません。

一般受験（一般の方）
団体受験（認定機関の通信、および通学受講生の方）4,500円（税込）
※併願の場合、受験料×試験数が受験料総額になります。

5,000円（税込）

 

 

 
 

実施要項

受験形態

試験日程

受験資格 

受験料（1試験あたり）

試験会場

0302

全国医療福祉教育協会とは？ 

日々、変動する医療・福祉の分野において時代の求める人材の
育成・認定を行います。  

医療現場の求める人材の育成・認定 

　少子高齢社会を迎えるわが国は、医療福祉政策の早急な拡充
と施策がなされ、社会全体が医療・福祉従事者を必要とする状況
になっています。また、医療関連機関や福祉関連施設はもちろ
ん、他業種にわたっても医療や福祉の知識、技能をもった人材が
必要とされる時代へと変化を遂げています。 

　そこで、「時代の求める人材の育成・認定を行うこと」を目
的として、日々変動する医療・福祉関連機関に教育の現場から輩
出される人材がきちんと対応できるよう、医療機関事務局、医療
系学術機関及び人材紹介業など、多くの賛同を得て、平成15年
に「全国医療福祉教育協会」が設立されました。 
　現在、当協会は特定非営利活動法人　職業技能専門教育研究機構
の認定を受けております。 

　当協会は医療機関で医療事務職に求められる普遍的な知識、技
能を認定するため、設立当初から実施している医科2級医療事務等
の実務能力認定試験に加え、「医療事務認定実務者®試験」「調剤事務
認定実務者試験」を実施致します。

　これにより、時代の求める人材をより多く輩出し、さらに教
育レベル及び現場のヒューマンスキルの向上に全力を尽くしてお
ります。また、業界・学術研究や研究発表等の場を設け、広く現
場に対しても啓蒙活動を行っております。 

　医療従事者を目指す学習中の方、さらには現従事者の方に広
く当協会の趣旨をご理解いただき、より多くの方が認定実務者
試験に合格され、医療の業界でご活躍いただくことを心よりお祈
り申しあげます。 

教育・育成現場 医療現場 

医療事務認定
実務者®試験

調剤事務認定
実務者試験

一般の方はご自宅で受験ができます。試験日は当協会にお問い合わ
せください。

認定機関の通信講座の受講生の方はご自宅で受験ができます。
詳しくは通信講座の教材に同梱されているスケジュール表をご確認
ください。

在宅受験

会場受験
対象の通学受講生は授業・講座を実施している認定機関が設
定する試験日に学校等で受験ができます。
詳しくは認定機関にお問い合わせください。

毎月1回試験を実施します。詳しくは当協会にお問い合わせくだ
さい。

在宅受験

会場受験
実施する認定機関が試験日を設定します。受験のお申し込みか
ら合否発表までの流れについては04、05ページをご覧ください。

ご自宅でご受験
在宅受験

会場受験
学校等、指定された会場でご受験
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在宅受験と会場受験で流れが異なりますので、ご注意ください。

受験申込1

 

 

  

インターネットからのお申し込み
当協会公式サイトの受験申込ページに必要事項をご入力いただ
き、出願期間最終日までにお申し込みください。

郵便によるお申し込み
受験願書に必要事項をご記入いただき、出願期間最終日までに当
協会に到着するように下記送付先に送付してください。郵便事情等
による遅延は認められませんので、余裕を持って送付ください。
【送付先】
〒160-0023 東京都新宿区西新宿７-8-10　オークラヤビル4F　
全国医療福祉教育協会　宛

いずれの場合も、受験料は出願期間最終日までに下記振込先に
銀行振込でお支払いください。
【振込先】
三菱UFJ銀行　新宿西支店　普通　1607411　検定事務局

※振込用紙はお送りしておりません。
※振込手数料はご負担願います。
※受験申込者ご本人のお名前でお振り込みください。
※振込元口座名義がケンテイジムキョクにならないようご注意
　ください。
※当協会では最終日扱いで締切となります。最終日当日扱いの受
　付時間は銀行等にご確認ください。
※受験料に関しては、銀行等の振込明細書をもって領収書に代え
　させていただきます。

認定機関の通信講座の受講生は教材に同梱されている受験申込
書に必要事項をご記入いただき、出願期間最終日必着で指定の
送付先に郵送してください。

※受験料のお支払いは認定機関の案内に沿ってお振り込みください。

受験申込時にご記入いただいたご住所に受験票を郵送致します。

受験票到着（試験の約10日前）2

問題用紙、解答用紙等の発送3

受験、答案返送4

受験申込時にご記入いただいたご住所に合否通知を郵送致しま
す。合格者には全国医療福祉教育協会、および特定非営利活動
法人職業技能専門教育研究機構による合格証書を発行し、同封
致します。

※合否発表から３日過ぎても合否通知が到着しない場合は当協
会へお問い合わせください。

※採点基準は非公開です。また、合否、得点等試験結果に関する
お問い合わせには一切応じられません。

合否発表5

在宅受験
試験日、注意事項等をご確認ください。
在宅受験

試験会場、集合時刻、持参するもの等をご確認ください。
会場受験

試験日の前日午前中に到着するように、受験申込時にご記入いた
だいたご住所に問題用紙、解答用等を宅配便でお送り致します。

在宅受験

試験会場を運営する団体へお送りしております。
会場受験

ご自宅で受験いただきます。終了しましたら、同封の案内に沿っ
て、問題用紙と解答用紙を書留でご返送ください。

在宅受験

授業・講座を実施している学校等の教室で受験いただきます。問題
用紙と解答用紙は試験会場で回収します。

会場受験

 

会場受験
この冊子の巻末にある受験願書に必要事項をご記入いただき、
受験料とともに認定機関からの案内に沿ってご提出ください。

※在宅、会場どちらの場合も受験申込と受験料のお支払いが完
了すると出願完了となります。出願完了後は、試験が開催、遂
行されない場合を除き、理由のいかんを問わず、出願内容の
変更、受験料の返金、および次回以降への繰り越しはできま
せん。

0504

受験申込から合否発表までの流れ 

※試験1週間前になっても受験票が到着しない場合は早めに当
協会へお問い合わせください。受験票未着により受験できな
かった場合でも受験料のご返金はできません。 
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試験概要 試験問題例

 

医療事務認定実務者 試験とは？

医療事務認定実務者 試験

 

 

医療事務に従事する際には、非常に多くの知識、および技能が求められます

が、就業をめざして、学習される方にとっては、実務的で、点数改定に左右さ

れにくい普遍的な要素がまずは重要と考えられます。

医療事務認定実務者®試験は、学科問題として、医療事務に関する基礎知識

を、実技問題として、診療所での外来症例を想定した診療報酬明細書（レセ

プト）作成問題1症例を、すべて4択問題として出題し、医療事務の実務にお

ける基本を客観的に判断するものです。

※本試験の他にも、医療事務関連としては、医科2級医療事務、および2級医

療秘書の各実務能力認定試験がございます。詳しくは当協会公式サイトを

ご覧ください。

●話し方として適切なものを次の中から1つ選びなさい。

a．忙しいときはスピードを重視する。

b．具体的にわかりやすく説明する。

c．事務的に抑揚なく説明する。

d．内容を理解しているか確認せずできるだけ多く説明する。

試験形式

試験時間

持ち込み

出題内容

合格基準

合格率

学科問題：
実技問題：

学科問題 接遇とマナーに関する知識
医療機関における各種制度に関する知識
医療事務業務に関する知識
診療報酬請求に関する知識

実技問題 診療報酬明細書作成

90分

参考資料、ノート等の資料、電卓

おおむね60％から80％

原則として、学科、実技それぞれにおいて正答率６割以上を
合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

30問
外来1症例

学科問題の問題例になります。

接遇とマナーに関する知識

●医療広告として認められているものを次の中から1つ選びなさい。

a．平均入院日数

b．他院と比較して優良であること

c．治療結果分析の内容

d．患者満足度調査の結果

医療機関における各種制度に関する知識

●レセプトの提出期限として正しいものを次の中から１つ選びな
　さい。
a．レセプトの提出期限は、診療月の月末まで

b．レセプトの提出期限は、診療月の翌月の月末まで

c．レセプトの提出期限は、診療月の翌月の20日まで

d．レセプトの提出期限は、診療月の翌月の10日まで

医療事務業務に関する知識

正答 b

正答 d

●外来管理加算が算定できないものを次の中から１つ選びなさい。

a．電話再診

b．内服薬の投与と画像診断

c．点滴注射と検体検査

d．時間外の診察のみ

診療報酬請求に関する知識

正答 a

正答 a

R

R

※平成28年度の法令に基づく問題例です。
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試験概要 試験問題例

 

調剤事務認定実務者試験とは？

調剤事務認定実務者試験

 

 

医薬分業が進められている現在、医療機関では処方せんを発行し、調剤薬

局で投薬されることが一般的です。

厚生労働省においても後発医薬品の使用を推進させている一方、薬剤の重

複投薬等の問題もあり、調剤薬局の役割が重要とされています。そのため、

調剤事務に従事する際には、多くの知識、および技能が求められます。

調剤事務認定実務者試験は、学科、および実技問題を通して、調剤薬局に

おける各種制度、調剤事務業務の流れ、調剤報酬に関する知識、および調剤

報酬明細書の作成技能を、すべて４択問題として出題し、客観的に判断する

ものです。

●国民健康保険について正しいものを次の中から１つ選びな
　さい。

a．国民健康保険の保険料は世帯主が期限までに保険者に納入
　する。

b．国民健康保険組合の保険料は全ての組合で一律である。

c．国民健康保険の保険者番号は法別番号からはじまる６桁の
　番号である。

d．国民健康保険組合は厚生労働大臣の許可を得て設立される。

試験形式

試験時間

持ち込み

出題内容

合格基準

合格率

学科問題：
実技問題：

学科問題 医療関連法規に関する知識
薬理・薬剤に関する知識
調剤報酬請求に関する知識

実技問題 調剤報酬明細書作成

90分

参考資料、ノート等の資料、電卓

おおむね60％から80％

原則として、正答率６割以上を合格としています。
ただし、問題の難易度等により変動する場合があります。

15問
2例

学科問題の問題例になります。

医療関連法規に関する知識

●規制医薬品について正しいものを次の中から1つ選びなさい。

a．覚せい剤原料は鍵のかかる麻薬保管庫に保管する。

b．劇薬は他の医薬品と区別して鍵のかかる棚に保管する。

c．麻薬保管庫は開局時間中であれば鍵をあけておいてかまわ
　ない。

d．向精神薬は麻薬・毒薬・劇薬と区別して保管する。

薬理・薬剤に関する知識

●夜間・休日加算が算定できるものを次の中から１つ選びなさい。

a．日曜日の午後１１時に受付調剤をした場合（休業日）

b．土曜日の午後３時に受付調剤をした場合（開局中）

c．金曜日の午後６時30分に受付調剤をした場合（開局中）

d．12月30日の午後２時に受付調剤をした場合（休業日）

調剤報酬請求に関する知識

正答 a

正答 b

正答 d

※平成28年度の法令に基づく問題例です。



Q & A

資格名は何になりますか？Q.
A.医療事務認定実務者®/調剤事務認定実務者となります。

Q.
A.

受験資格はありますか？　学校に通っていませんが、受験
できますか？ 

受験資格は問いません。しかし、専門的な知識を必要とし
ますので、実務経験をお持ちでない方は、認定機関の対策
講座等で学習されてからの受験をお薦め致します。

医療事務認定実務者®試験/調剤事務認定実務者試験は就
職や仕事にどのように役立てることができるのでしょうか？  

Q.
A.就転職時に当該知識やスキルの客観的な証明になります。 

医療事務認定実務者®試験に合格されますと、「医療事務
認定実務者®」の資格が取得でき、医療機関における接遇
とマナー、各種法規や制度、業務の流れ、診療報酬請求
に関する知識、および技能が身についていることの証明
になります。また、調剤事務認定実務者試験に合格され
ますと、「調剤事務認定実務者」の資格が取得でき、調
剤薬局における各種制度、調剤事務業務の流れ、調剤報
酬に関する知識、および調剤報酬明細書の作成技能が身
についていることの証明になります。

Q.
A.

試験会場はどちらになりますか？ 

一般の方は、ご自宅で受験いただきます。認定機関の通信
講座を受講されている方はご自宅で受験、認定機関の通
学講座を受講されている方は試験会場での受験となりま
す。会場受験についての詳細は当協会へお問い合わせく
ださい。

Q.
A.

合格証書の発行に手数料は必要ですか？ 

手数料はかかりません。合格された方全員に無料で発行
致します。なお、合格証書の再発行には1,500円（税込）
の手数料をいただきます。詳細は当協会公式サイトをご覧
いただくか、お電話でお問い合わせください。 
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※個人情報の取り扱いについて 
ご登録いただいた個人を特定できる情報（以下「個人情報」といいます）は、当該試験の実施、受験者の受験、試験
結果の発表、および受験履歴の管理、各種ご案内、およびアンケートの実施に必要な範囲で使用致します。個人情
報をお客様の同意なくこれらの利用目的以外で使用することはありません。
＜個人情報の安全管理＞試験業務の一部を外部に委託しておりますが、個人情報の漏洩等がなされないよう、適
切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。また、団体受験の場合、試験終了後、認定機関の受験責任者宛に受験
者個人の成績一覧が送付されます。お申し込みされた方は上記を含む、本冊子のすべてに同意しているものとみ
なします。
個人情報に関するお問い合わせ先：全国医療福祉教育協会 事務局　Eメール　info@iryou-shikaku.jp


