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実施試験

試験日程 受験料

在宅受験

会場受験

 一般受験：5,000円（税込）
団体受験：4,500円（税込）
＊介護事務認定実務者®試験のみ
一般受験：5,500円（税込）・団体受験：5,000円（税込）

 
 

 

特定非営利活動法人 職業技能専門教育研究機構 認定 

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 

教育・育成現場 医療現場 

認定実務者試験 　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より多く
の賛同を得て、2003 ( 平成15 ) 年に「全国医療福祉教育協会」が設立されました。 
　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」「介護事務認定実務者®試験」
「看護助手認定実務者試験」を実施しております。
　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。 
　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・福祉業界でご活躍いただくことを心よりお祈り申し上げます。 

認定実務者試験
受験のご案内 2022年度版
（2022年4月～7月試験用）

全国医療福祉教育協会

医療事務認定実務者®試験／調剤事務認定実務者®試験
介護事務認定実務者®試験／看護助手認定実務者試験

毎月1回（原則第4日曜日）に試験を実施します
（看護助手認定実務者試験のみ6月・9月・12月・
3月の年4回）。
試験日は当協会へお問い合わせいただくか、
当協会公式サイトをご覧ください。

実施する認定機関が試験日を設定します。



実施要項

 

受験資格 

受験形態・試験会場
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設けておりません。どの試験からでも受験できます。

教育機関、医療機関、企業等の団体でご受験される場合、
団体受験のしくみをご利用いただくことができます。
詳細は当協会へお問い合わせください。

一般受験
団体受験（認定機関の通信・通学受講生の方）　 4,500円（税込）

●医療事務認定実務者®試験/調剤事務認定実務者®試験/
　看護助手認定実務者試験

5,000円（税込）

一般受験
団体受験（認定機関の通信・通学受講生の方）　 5,000円（税込）

●介護事務認定実務者®試験
5,500円（税込）

一般の方、認定機関の通信講座受講生は自宅での
在宅受験となります。

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、指定された会場での受験となります。
詳しくは認定機関へお問い合わせください。

毎月1回、原則第4日曜日に試験を実施します（看護助
手認定実務者試験のみ6月・9月・12月・3月の年4回）。
試験日・出願期間は当協会へお問い合わせいただく
か、当協会公式サイトをご覧ください。

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。

受験申込者は本案内の内容を理解、同意しているものとみなします。

受験料（１試験あたり） 

団体受験について

受験にあたってのテキストの指定はございません。
※看護助手認定実務者試験については公式テキスト、
問題集をご用意しております。
本案内6ページも併せてご参照ください。

テキストについて

試験日程

医療事務認定実務者®試験 調剤事務認定実務者®試験

介護事務認定実務者®試験 看護助手認定実務者試験

Q＆A

Q. 資格名は何になりますか？
A.それぞれ医療事務認定実務者®/調剤事務認定実務者®/介護事務認定実務者®/看護助手認定実務者となります。

Q.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ますか？  
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。例えば、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。

Q. 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？ 

A.受験資格は設けておりません。しかし解答には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しております。

Q. 合格証書の発行に手数料は必要ですか？ 
A.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、当協会へお問い合わせください。 



受験申込から合否発表までの流れ  
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。 

在宅受験 会場受験

※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。
※受験料に関しては、金融機関より発行される振込明細書をもって
　領収書に代えさせていただきます。

受験申込 

受験料のお支払い

申込完了

インターネットからのお申し込みの場合 
インターネットか郵送のいずれかでお申込みいただけます。

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。 

郵送によるお申し込みの場合 

出願期間内の受験申込と受験料のお支払いをもって出願完了となります。出願完了後は、試験が開催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。 

受験票を郵送致します。試験日、注意事項等をご確認ください。
試験１週間前になっても受験票が到着していない場合は当協会へお問い
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
返金は致しません。

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
による遅延や、切手の貼り忘れ・切手料金不足の場合は受け取るこ
とが出来ません。

受験申込 

銀行名：三菱UFJ銀行
支店名：新宿西支店
預金種別：普通  
口座番号：1607411  
振込先名義：検定事務局　ケンテイジムキョク

受験料は出願期間最終日までに受験申込者本人の名義で下記振込先に
銀行振込でお支払いください。

受験票到着（試験の約10日前） 

受験申込時にご記入いただいた住所に、合否通知を試験毎に普通郵便で送付致します。合格者には全国医療福祉教育協会による合格証書を発
行し、同封致します。合否発送予定日から５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、合否や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  

試験日の前々日に到着するように、問題用紙、解答用等を特定記録郵便
（ポスト投函）でお送り致します。

試験問題用紙等到着 

自宅でご受験いただきます。試験終了後は、試験日の翌営業日までに同封の
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。

受験、答案返送 
認定機関の会場でご受験いただきます。問題用紙と解答用紙は
試験会場で回収します。

受験、答案返送 

認定機関宛にお送り致します。
受験票・試験問題用紙等到着 

認定機関からの案内に沿ってお手続きください。

受験料のお支払い
認定機関からの案内に沿ってお支払いください。
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認定機関の通信講座受験生は、認定機関からの案内に沿って申込手続きを行ってください。

在宅受験の場合、送付物は全て受験申込時にご登録いただいた住所へ発送
致します。なお、登録できる住所は日本国内に限ります。申し込み後に変更が
生じた場合にはお問い合わせください。

【送付先】 〒169-0075  東京都新宿区高田馬場4-4-2 教育センター第1ビル1F
                            全国医療福祉教育協会 宛



医療事務認定実務者®試験 

医療事務認定実務者®試験とは？ 試験概要 
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

ける基本習熟度を客観的に判断する試験です。

試験問題例 

学 科 問 題

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。

正答：a

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

調剤事務認定実務者®試験 

調剤事務認定実務者®試験とは？ 

 

 

 

 

医薬分業が進められている現在、医療機関では処方箋を発行し、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、客観的に判断する試験です。

試験問題例 

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。

正答：b

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）

試験概要 

学 科 問 題
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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（マークシート） ：       30問
実技問題（マークシート） ：外来1症例

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

参考書、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。

 

 

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（マークシート） ：15問
実技問題（マークシート） ：  2例

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

参考書、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。
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看護助手認定実務者試験 

看護助手認定実務者試験とは？ 試験概要 
医学の進歩と衛生的な環境等により平均寿命が延び、我が国は世界一の

長寿国です。また、生活水準が上がると同時に、生活習慣病の増加が深刻

な問題となっています。

医療機関への受診や入院患者が増える一方、医師、看護師の不足により、

患者へのケアに対する質も問題視されてきています。

看護助手には医療施設において、看護チームの一員として看護の専門的判

断を必要としない療養上の世話、および診療の補助に関わる周辺業務を担

う役割があり、今後ますます必要になる職種といえます。

看護助手認定実務者試験は、看護助手が医療施設において即戦力として

活躍するための知識、技能を客観的に判断する試験です。

試験問題例 

学 科 問 題

看護助手業務について、誤っているものを次の中から1つ選びなさい。

正答：c

a．看護助手は、看護チームの一員である。
b．看護の専門的判断を必要としない業務である。
c．医師の指示のもと業務を行う。
d．診療の補助に関わる周辺業務を行う。

  

持ち込み

出題内容

合格率

学科問題（マークシート） ：35問

看護助手業務と役割の理解　　　　　　　 
患者の理解　　　　　　　　　　　　　　 
看護助手業務を遂行するための基本技術 　

90分

テキスト等参照不可

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。

試験形式

合格基準

試験時間

介護事務認定実務者®試験 

介護事務認定実務者®試験とは？ 

 

 

 

 

超高齢社会を迎えた現代において、現場での必要性が年々増しているの

が確かな介護保険請求事務のスキルを持った人材です。

2000年からスタートした介護保険制度によって、介護が必要な状態になっ

た場合に民間の事業者からも保険による介護・福祉サービスを受けること

ができるようになりました。今後ますます様 な々介護サービスの需要が増え

る中で、介護事務のスキルを持つ人材は、事業者にとって欠かすことができ

ない存在と言えます。

介護事務認定実務者®試験は、学科および実技問題を通して、介護保険制

度に関する知識、介護給付に関する知識、介護報酬算定に関する知識、介

護給付費明細書の作成技能など、介護事務に関する知識・技能を客観的

に判断する試験です。

試験問題例 

要介護認定の有効期間について、正しい記述を次の中から1つ選びなさい。

正答：a

a.　新規認定の場合は、原則6か月の有効期間が設定される。
b.　要介護者等からの更新の申請があるまで有効となる。
c.　有効期間を延長したい場合に、変更認定が行われる。

試験概要 

学 科 問 題

 

 

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（マークシート） ：20問
実技問題（マークシート） ：  2例

学科問題 介護保険制度に関する知識
介護給付に関する知識
介護報酬算定に関する知識
介護給付費明細書に関する知識

実技問題 介護給付費明細書作成（居宅1例、施設1例）

90分

参考書、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。



公式テキストのご案内

http://dsco.or.jp/text
公式テキストは一般社団法人デザイナーズ
スキル認証機構へ販売を委託しております。

詳細はこちらから
ご確認ください▶
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個人情報の取り扱いについて 

協会主催試験のご案内

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、本案内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　MAIL　info@iryou-shikaku.jp

全国医療福祉教育協会では認定実務者試験の他にも、レセプト作成の技能を問う医科2級医療事務実務
能力認定試験や医師の事務作業を補助する医師事務作業補助者を目指す医師事務作業補助者実務能力
認定試験などの試験を主催しております。詳細は協会公式サイトをご確認ください。

全国医療福祉教育協会主催 看護助手認定
実務者試験の出題内容について解説した
公式テキストです。試験の出題範囲の学習
ができます。

過去2年間に実施した看護助手実務能力
認定試験の試験問題に模範解答と解説を
加えた問題集です。
※2020年度の出題形式の変更に伴い、
　試験名称が変更となっておりますが
　看護助手認定実務者試験の対策に
　ご使用いただけます。

■医療に従事する人のための 
　すぐわかる 略語・用語集 

■看護助手認定実務者試験
　公式テキスト

■看護助手実務能力認定試験
　過去問題集

医療の現場や学習に必要な用語を厳選し
て掲載した略語・用語集です。
ポケットタイプで持ち運びに便利です。
病名略語、医療行為略語、逆引き、医療
用語、医療漢字の読み方の5章構成で、
様々な引き方に対応しています。



 〈願書記入例〉 

0 3 84565295

高田馬場 4 - 4 - 2  教育センター第1ビル1F 
169
東京 
0075

info@iryou -sh ikaku . jp

医療○○スクール 

新宿

○

○

1991 3 10

2021　 9　　　26　　　 日

8　　　　26
いりょう はなこ 

医療 花子 

キリトリ

時　　 分　～　　　　時　　 分

　 　年　　 　月　 　　日（ 　　　）

 

全国医療福祉教育協会主催 認定実務者試験 受験願書  
◆事前に本案内をお読みいただき、下記太枠内に必要事項を記入、または該当項目に○をつけてください。申込完了後の変更はできません。 

団体名 団体コード 団体使用欄 

◆認定機関記入欄 

日中連絡のとれる番号を記入してください。

月　　　 　　日
ふりがな 性  別 生年月日 

氏  名 男 ・ 女 年　　月　　日生 西暦

アパート・マンション名までご記入ください。

 

姓 

〒 ー 
都道
府県  

市区
郡  

名 
楷書で丁寧にお書きください。 

住  所 

電話番号 

職  業 学生・医療関連職・医療関連職以外の社会人・主婦・主夫・求職中・その他（　　　　　　　　　　　　       　　    ）

メールアドレス 

学習経験 なし ・ あり（学習施設 ）

楷書で丁寧にお書きください。 

ー ー 

試験日

試験時間・90分
（会場受験の場合）

一般受験 （在宅受験）

団体受験 （会場受験）

介護事務認定実務者®試験

医療事務認定実務者®試験
□平成30年度版　□令和2年度版
※該当するものに☑してください。

調剤事務認定実務者®試験
□平成30年度版　□令和2年度版
※該当するものに☑してください。

看護助手認定実務者試験

受験料振込日または振込予定日(一般受験の場合)

必 須

必 須
必 須

必 須

必 須

必 須

受験区分

必 須
試験名

 ■令和3年度版 

時　　 分　～　　　　時　　 分

　 　年　　 　月　 　　日（ 　　　）

 
全国医療福祉教育協会主催 認定実務者試験 受験願書  
◆事前に本案内をお読みいただき、下記太枠内に必要事項を記入、または該当項目に○をつけてください。申込完了後の変更はできません。 

団体名 団体コード 団体使用欄 

◆認定機関記入欄 

日中連絡のとれる番号を記入してください。

月　　　 　　日
ふりがな 性  別 生年月日 

氏  名 男 ・ 女 年　　月　　日生 西暦

アパート・マンション名までご記入ください。

 

姓 

〒 ー 
都道
府県  

市区
郡  

名 
楷書で丁寧にお書きください。 

住  所 

電話番号 

職  業 学生・医療関連職・医療関連職以外の社会人・主婦・主夫・求職中・その他（　　　　　　　　　　　　       　　    ）

メールアドレス 

学習経験 なし ・ あり（学習施設 ）

楷書で丁寧にお書きください。 

ー ー 

試験日

試験時間・90分
（会場受験の場合）

一般受験 （在宅受験）

団体受験 （会場受験）

介護事務認定実務者®試験

医療事務認定実務者®試験
□平成30年度版　□令和2年度版
※該当するものに☑してください。

調剤事務認定実務者®試験
□平成30年度版　□令和2年度版
※該当するものに☑してください。

看護助手認定実務者試験

受験料振込日または振込予定日(一般受験の場合)

必 須

必 須
必 須

必 須

必 須

必 須

受験区分

必 須
試験名

 ■令和3年度版 

※医療事務認定実務者試験、調剤事務認定実務者試験の受験申込の際には、
　学習されたテキスト等の法年度に対応する試験をご選択ください。
・平成30年度版（平成30年4月1日現在の法令に対応）2022年7月実施試験を最後に終了
・令和2年度版（令和2年4月1日現在の法令に対応）

【重要】




