
日本医療事務協会の医療事務講座では、3カリキュラム目の授業の後に
医療事務にはどんな働き方があるの？　実際の採用状況ってどうなの？
という皆様の疑問を解消する 30 分を設けています。
もちろん、受講料に含まれているので、負担が無くて安心◎
意外と知らない「病院」と「クリニック」の違いや、
いち早く就職するにはどうすればいいのか？
ほかでは教えてくれない就職のポイントをお教えします。

①　医療事務の活躍フィールド
②　病院とクリニック（診療所）の違いについて
③　医療機関の採用状況　　④　ホームページのご案内
⑤　就業開始までの流れ

全国の医療事務求人・転職情報を掲載しています。

充実のラインナップは
こちら★

お仕事を見つけるなら
こちら★

医療事務求人ドットコムなら全国10,000件以上の求人情報から、病院への転職、クリニッ
クへの転職をサポートします。医療事務や調剤薬局事務等の職種別や正社員等の雇用形態
をはじめ、様々な条件でお仕事を検索できるので、あなたにぴったりの求人
情報が見つかります。もちろん、無資格・未経験からはじめられるお仕事も
ご紹介します。

「お仕事ガイダンス」
受講生満足度 無料で

受けられる ！90％以上

「お仕事ガイダンス」の

とは？あなたの就職活動を
サポートする

❶「教室が遠い…」❷「日程が合わない…」 ❸「自分のペースで学習したい」という方必見!

通 信 講 座 が オ ス ス メ

お申込から検定受験まですべてご自宅で行うことが出来ます。すべてご自宅ですので、焦らずゆっくりと学習出来ます。さらに検
定合格率は通学と同等です。（調剤薬局事務コンピュータ通信講座・介護事務コンピュータ通信講座には検定試験はございません。）

お申込から検定試験まですべてご自宅でＯＫPoint ❶

受講有効期限は受講開始日より、1年間です。お仕事がお忙しい方、家事・育児と両立しながら学習したい方も安心。ご自身の
ライフスタイルに合わせ、時間に左右されず、ご自身のペースで学習を進めて頂くことが出来ます。

受講有効期間は 1 年間Point ❷

通信講座の課題添削を担当しているのは、それぞれの分野に特化している専任の講師です。受講生様１人ひとりの理解度・進捗
に合わせ丁寧に手書きで添削をしております。（調剤薬局事務コンピュータ通信講座・介護事務コンピュータ通信講座には提出課題はございません。）

担当講師による手書きの課題添削Point ❸

「医療事務講座や調剤薬局事務講座は通学で通って、レセプト講座は通信で受講しよう！」などの通学×通信のようなセット組み合わせも
ＯＫ。ご自身の受講したい講座・学習スタイルに合わせ、様々な組み合わせでご受講頂けます。もちろん、セット割引も適用になります。

通学講座との組み合わせ受講もＯＫPoint ❹

〈  通 信 講 座 の メ リ ッ ト  〉

すべての講座で通信講座を行っております。
【対象講座】�医療事務通信講座／医療事務コンピュータ・電子カルテ通信講座／レセプト通信講座／調剤薬局事務通信講座／�

調剤薬局事務コンピュータ通信講座／介護事務通信講座／介護事務コンピュータ通信講座／歯科医療事務通信講座

全講座に対応Point ❺

日程表

※平日8:50～19:30（土・日・祝除く）
※4/27（土）～5/6（月祝）は休業日となります。

ホームページから
申し込む！

〒160-0023東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト7F

検 索検 索日本医療事務協会

全国で医療・福祉系の専門学校を展開する学校法人三幸学園グループ

日本医療事務協会 TEL：0120-39-8653
（携帯電話からOK）

FAX：0120-87-3955
（送信料無料）
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医療事務検定試験
（日本医療事務協会主催）

検定試験日程

2019年 6月23日（日）　7月28日（日）

静岡エリア

給 …�一般教育訓練給付制度と母子・父子家庭等自立支援給付金制度対象講座です
通学×通信の組み合わせでも対象になる講座がございます。�詳しくは受講料記載のプリントをご参照ください。

〈お申し込みから受講までの流れ〉
❹�受講� �
スタート

〈通学講座〉
教材に同封の
「受講の手引き」
をご覧いただ
き、お申し込み
クラス開講日に
お越しくださ
い。

〈通信講座〉
受講料をお支払
い後、教材に同
封の「通信講座
ガイドブック」
をご覧いただ
き、ご受講を始
めて頂けます。

❸�受講料の�
お支払い

同封のお支払い
案内に従って、
教材到着後 10
日以内に受講料
をお支払いくだ
さい。
通学講座を開講
直前にお申し込
みの場合は、開
講日までにお手
続きください。

※�お振込みの場合、手
数料は�ご負担いただ
きます。

❷�教材と必要書
類が届きます

お申し込みから 1
週間程度で、教材一
式と必要書類がご自
宅に届きます。

〈キャンセルについて〉

キャンセルをご希

望の場合は、教材

到着後 8 日以内に

事務局までお電話

ください。（教材返

品送料のみご負担

いただきます。）

❶お申し込み方法を選びます

⑴受講申込書でのお申し込み
同封の受講申込
書に必要事項を
ご記入いただき、
FAX または郵送
でご送付ください。
⑵ホームページからのお申し込み
講座申込ページにアクセスして必要
事項を入力し送信をしてください。
　 日本医療事務協会 検索
　https://www.ijinet.com
　�ネットからのお申し込
みも可能です！

※�通学講座の開講日直前にお申し込
みの場合は、お電話にてご連絡く
ださい。（通話料無料：0120-39-8653）

POST

セット講座 人気ランキング
職場で 長く 安心 して働くための

医療事務のお仕事をする上で必須のスキル！
医療事務 +
医療事務コンピュータ・電子カルテ講座

人気
NO.1

クリニック勤務、正社員就職を目指したい方はこちら！
医療事務 +
医療事務コンピュータ・電子カルテ+レセプト講座

人気
NO.2

就職先を広げたい方はこちら！
医療事務 + 調剤薬局事務講座

人気
NO.3

通学のみ 給

給通学・通信どちらも

2人に1人が
セット講座で
受講中 !

3



〈静岡教室〉
振替・重複受講は横浜教室をチェック！

1  医療事務の仕事と魅力
2  実践力を養う！「講座の特徴」
3  希望を叶える「就職支援制度」
4  安心の「合格保証制度」
5  体験レッスンで授業体験
6  個別相談

体験レッスン付無料説明会
説明会参加で受講料10%OFF

説明会実施時間
午前の部 10:30 〜 12:00
午後の部 14:30 〜 16:00

個別相談も好評実施中です。ご希望の方はご連絡下さい。
0120-39-8653（通話料無料�平日8:50〜 19:30）
当日使用する部屋は、会場の案内板をご確認ください。

予約不要 !!

説明会割引 説明会にご参加頂くと、もれなく受講料が
10%割引になります

参加者特典

医療事務講座

4/09（火）10:30 〜

4/12（金）10:30 〜

5/08（水）10:30 〜

5/13（月）10:30 〜

☆予約不要!!�どうぞお気軽にお越しください。（所要時間：約１時間）

◦説明会日程 

医療事務講座日程表

医療事務検定試験  2019年 6月23日（日）   7月28日（日）

4月生 5月生

ホームページからのお申込は　
コチラから▶

静岡以外の教室での受講も可能です。詳しくはホームページからご確認ください。

教　室 静　岡

会　場 ふしみやビル

クラスの種類 平日

コース Aコース

授業時間
10:00～12:00

13:00～15:00

申込締め切り日 4/18（木）

備　考 ※は午前のみ

①医療事務の基礎 4/25（木）

②基本診療料A

5/09（木）③基本診療料B

　お仕事ガイダンス

④投薬（外来・入院）

5/16（木）
⑤注射（外来・入院）

⑥検査A

5/23（木）
⑦検査B

⑧�医療保険制度、受付・
会計・請求

5/30（木）
⑨�点数表の読み方、�
処置A

⑩�処置 B、リハビリ�
テーション

6/06（木）
⑪�医学管理等・�
在宅医療

⑫手術・麻酔

6/13（木）
⑬画像診断

⑭請求事務関連 6/20（木）

医療事務検定試験 6/23（日）

※

※

教　室 静　岡

会　場 ふしみやビル

クラスの種類 平日

コース Bコース

授業時間
10:00～12:00

13:00～15:00

申込締め切り日 5/15（水）

備　考 ※は午前のみ

①医療事務の基礎 5/22（水）

②�医療保険制度、受付・
会計・請求

5/30（木）③点数表の読み方、�
　処置A

　お仕事ガイダンス

④�処置B、リハビリ�
テーション

6/06（木）
⑤医学管理等・
　在宅医療

⑥手術・麻酔

6/13（木）
⑦画像診断

⑧基本診療料A

6/19（水）
⑨基本診療料B

⑩投薬（外来・入院）

6/27（木）
⑪注射（外来・入院）

⑫検査A

7/04（木）
⑬検査B

⑭請求事務関連 7/11（木）

医療事務検定試験 7/28（日）

※

※

〈横浜教室〉
日程が変更になることがあるので、振替・再受講の際はホームページやお電話で日程変更の有無等開講状況をご確認ください。注意

教　室 横　浜

会　場 岩井本社ビル3F

クラスの種類 短期集中 土日

コース Aコース Aコース

授業時間
10:00～12:00 10:00～12:00

13:00～15:00 13:00～15:00

申込締め切り日 4/16（火） 4/15（月）

備　考 ※は午前のみ ※は午前のみ

①医療事務の基礎 4/23（火） 4/21（日）

②基本診療料A

4/26（金） 4/28（日）③基本診療料B

　お仕事ガイダンス

④投薬（外来・入院）

5/07（火） 5/12（日）
⑤注射（外来・入院）

⑥検査A

5/10（金） 5/19（日）
⑦検査B

⑧�医療保険制度、受付・
会計・請求

5/14（火） 5/26（日）
⑨�点数表の読み方、�
処置A

⑩�処置 B、リハビリ
テーション

5/17（金） 6/02（日）
⑪�医学管理等・�
在宅医療

⑫手術・麻酔

5/21（火） 6/09（日）
⑬画像診断

⑭請求事務関連 5/24（金） 6/16（日）

医療事務検定試験 5/26（日） 6/23（日）

※ ※

※ ※

教　室 横　浜

会　場 岩井本社ビル3F

クラスの種類 短期集中 土日

コース Bコース Bコース

授業時間
10:00～12:00 10:00～12:00

13:00～15:00 13:00～15:00

申込締め切り日 5/20（月） 5/13（月）

備　考 ※は午前のみ ※は午前のみ

①医療事務の基礎 5/27（月） 5/18（土）

②�医療保険制度、受付・
会計・請求

5/30（木） 5/26（日）③�点数表の読み方、�
処置A

　お仕事ガイダンス

④�処置B、リハビリ
テーション

6/03（月） 6/02（日）
⑤�医学管理等・�
在宅医療

⑥手術・麻酔

6/06（木） 6/09（日）
⑦画像診断

⑧基本診療料A

6/10（月） 6/15（土）
⑨基本診療料B

⑩投薬（外来・入院）

6/13（木） 6/22（土）
⑪注射（外来・入院）

⑫検査A

6/17（月） 6/30（日）
⑬検査B

⑭請求事務関連 6/19（水） 7/07（日）

医療事務検定試験 6/23（日） 7/28（日）

※ ※

※ ※

静岡教室／ふしみやビル
静岡市葵区呉服町 2-3-1

北口北口

伊勢丹

マクドナルド

セブンイレブン

ドン・キホーテ

青葉公園
通り

�3カリキュラム目の授業後に、�「お仕事ガイダンス」の時間があります。詳しくは、P3をご確認ください。
〈お仕事ガイダンスについて〉

4月生 5月生
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