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北海道 学校法人共育の森学園小樽看護専門学校 0134-25-5413 定時制 夜間 3年 http://www.kyoiku-mori.ac.jp/otaru-ns/index.html

北海道 医療法人社団 静和会琴似看護専門学校 011-621-6963 定時制 夜間 3年 https://www.kotoni-ns.com/

北海道 一般社団法人旭川市医師会旭川市医師会看護専門学校 0166-23-5716 定時制 夜間 3年 https://asamed.jp/

北海道 一般社団法人旭川市医師会旭川市医師会看護専門学校 0166-23-5716 全日制 2年 https://asamed.jp/

青森県  青森市立高等看護学院 017-776-7131 定時制 夜間 3年 https://www.city.aomori.aomori.jp/byouin/koutoukangogakuin/gakkou-syoukai1.html

青森県 八戸市立高等看護学院 0178-22-4169 全日制 2年 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kotokangogakuin/4020.html

青森県 一般財団法人双仁会厚生看護専門学校 0172-53-6060 定時制 3年 http://soujinkai-kousei.jp/kango/

青森県 弘前市医師会看護専門学校 0172-34-9086 定時制 夜間 3年 http://www.hirosaki.aomori.med.or.jp/hmana/school_life/kango_gakka

青森県 五所川原市立高等看護学院 0173-34-2715 定時制 夜間 3年 http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/sosiki/kangogakuin.html

岩手県 盛岡市医師会附属盛岡高等看護学校 019-652-5491 定時制 昼間 3年 http://www.morioka-med.or.jp/gakuin/index.html

岩手県 一関市医師会附属一関看護専門学校 0191-23-4571 定時制 夜間 3年 http://seki-med.or.jp/?page_id=110

宮城県 宮城県高等看護学校 022-384-2266 全日制 2年 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koukang/

宮城県 仙台市医師会看護専門学校 022-772-3193 全日制 2年 https://www.sendai.miyagi.med.or.jp/school/index.html

宮城県 気仙沼市医師会附属高等看護学校 0226-22-8383 定時制 夜間 3年 https://kango.kesennuma-med.or.jp/?_ga=2.15643124.315237637.1636535924-5911346.1636535924

宮城県 大崎市医師会附属高等看護学校 0229-22-9466 定時制 夜間 3年 https://www.furukawa-med.or.jp/kotokango/

福島県 仁愛高等学校衛生看護専攻科 0242-25-0581 全日制 2年 http://jinai.ac.jp/course/nurse-sp-about

福島県 郡山医師会郡山看護専門学校 024-953-3155 全日制 2年 http://www.k-kango.or.jp/

茨城県 茨城県立中央看護専門学校 0296-77-0533 全日制 2年 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chuuoukansen/

茨城県 水戸市医師会看護専門学院 029-251-3840 定時制 昼間 3年 http://www.mitokango.jp/

栃木県 栃木県立衛生福祉大学校 028-658-8521 全日制 2年 https://tochigi-eifukudai.ac.jp/pages/26/

群馬県 高崎市医師会看護専門学校 027-363-3331 定時制 昼夜選択制 3年 https://takasaki-kango.jp/nursing/

群馬県 富岡看護専門学校 0274-64-1684 定時制 夜間 3年 http://tomiokans.ac.jp/index.html

群馬県 前橋市医師会立前橋高等看護学院 027-231-5795 定時制 夜間 3年 https://maebashi.gunma.med.or.jp/gakko/koukan/

群馬県 桐生市医師会立桐生高等看護学校 0277-47-2503 定時制 夜間 3年 http://kiryu.gunma.med.or.jp/koukan/

埼玉県 大宮医師会看護専門学校 048-641-3160 定時制 夜間 3年 http://www.omiyakansen.com/

埼玉県 幸手看護専門学校 0480-31-7121 全日制 2年 http://www.satte-kango.ac.jp/

埼玉県 川越市医師会川越看護専門学校 049-224-8421 定時制 昼間 3年 http://www.kawagoe-kango.jp/

埼玉県 朝霞地区看護専門学校 048-468-0701 全日制 2年 http://www.asakakango.ac.jp/

埼玉県 飯能看護専門学校 042-974-1737 全日制 2年 https://hannomed.or.jp/kango/

埼玉県 学校法人入間平成学園入間看護専門学校 04-2934-3511 定時制 昼間 3年 https://i-heiseigakuen.ac.jp/

埼玉県 一般社団法人所沢医師会立所沢看護専門学校 04-2994-6621 全日制 2年 http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/kango/exam.html

埼玉県 熊谷市医師会看護専門学校 048-521-3906 定時制 昼間 2年 http://www.kumagaya-ns.jp/kansen/

千葉県 千葉県立野田看護専門学校 04-7121-0222 全日制 2年 https://www.pref.chiba.lg.jp/nodakan/

千葉県 香取おみがわ医療センター附属看護専門学校 0478-82-2831 全日制 2年 http://www.hospital.omigawa.chiba.jp/kangogakkou/

千葉県 市原看護専門学校 0436-41-7065 全日制 2年 http://www.ichihara-kango.ac.jp/

東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校 03-3691-3635 定時制 夜間 3年 http://www.katsushika-med.or.jp/nurse/

東京都 愛国高等学校衛生看護専攻科 03-3658-4111 全日制 2年 https://www.aikokugakuen.ac.jp/nurse/

東京都 学校法人慈誠会学園上板橋看護専門学校 03-3550-9617 定時制 昼間 3年 https://www.kamiita-kango.jp/

東京都 国立療養所多磨全生園附属看護学校 042-395-6059 全日制 2年 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/zenshoen/

東京都 東京高尾看護専門学校 042-666-6601 定時制 昼間 2年 https://www.ttn.ac.jp/

東京都 医療法人社団研精会東京南専門学校 042-331-6151 全日制 2年 http://minamikango.or.jp/

神奈川県 医療法人社団亮正会高津看護専門学校 044-855-9449 全日制 2年 http://www.takatsuhosp.or.jp/kansen/

新潟県 新潟県立吉田病院附属看護専門学校 0256-93-3485 全日制 2年 http://www.yoshikan.jp/

富山県 富山市医師会看護専門学校 076-425-4110 定時制 昼間 3年 http://tomii-kango.ac.jp/

石川県 石川県立総合看護専門学校 076-238-5877 定時制 昼間 3年 http://www.pref.ishikawa.jp/kango/
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山梨県 学校法人看護学園甲府看護専門学校 055-254-3300 全日制 2年 http://www.kofu-kango.ac.jp/

長野県 長野看護専門学校 026-226-0600 定時制 昼間 3年 http://www.nagano-kango.ac.jp/

長野県 上田看護専門学校　※令和4年度入学生で募集停止 0268-25-0539 定時制

長野県 岡谷市看護専門学校 0266-23-5030 全日制 2年 https://www.city.okaya.lg.jp/okayashikangosemmongakko/index.html

岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 058-245-8511 全日制 2年 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2941.html

岐阜県 一般社団法人岐阜市医師会看護学校 058-251-0251 定時制 3年 http://www.city.gifu.med.or.jp/kangoshi/

岐阜県 大垣市医師会看護専門学校 0584-75-3081 定時制 昼間 3年 https://www.ogaki.gifu.med.or.jp/kansen/

岐阜県 東農西部広域行政事務組合立東濃看護専門学校 0572-55-8181 定時制 昼間 3年 http://tono-seibu.org/to-no-n.c/index.html

静岡県 静岡県立東部看護専門学校 055-971-2135 全日制 2年 https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-870/

愛知県 豊橋市立看護専門学校 0532-33-7891 定時制 昼間 3年 https://www.city.toyohashi.lg.jp/6935.htm

愛知県 八事看護専門学校 052-834-0900 定時制 昼間 3年 http://www.yagotonc.jp/

京都府 京都府医師会看護専門学校 075-502-9500 全日制 2年 http://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/katei.html

京都府 市立福知山市民病院附属看護学校 0773-22-2127 全日制 2年 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/nursing-school/main.html

大阪府 淀川区医師会看護専門学校 06-6393-6677 定時制 昼間 3年
http://yodomed.jp/%e6%b7%80%e5%b7%9d%e5%8c%ba%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e4%bc%9a%e7%9c%8b%e8%ad%b7%e5%
b0%82%e9%96%80%e5%ad%a6%e6%a0%a1/

大阪府 北斗会看護専門学校 06-6865-1212 全日制 2年 http://ns.hokuto-kai.com/ns/

大阪府 藍野大学短期大学部 072-626-2361 全日制 2年 http://aoba.aino.ac.jp/

大阪府 学校法人栗岡学園 四条畷看護専門学校 0743-78-9114 全日制 2年 http://www.shijonawate-kango.ac.jp/

大阪府 錦秀会看護専門学校　※2023年度の3月閉科 0721-21-9015 定時制

大阪府 大精協看護専門学校 072-253-3223 定時制 昼間 3年 http://www.dsk-ns.ac.jp/

大阪府 堺看護専門学校 072-251-6900 定時制 昼間 3年 http://www.sakaikango.jp/

大阪府 清恵会医療専門学院 072-259-3901 定時制 昼間 3年 https://seikeikaigakuin.jp/course/nurse2/

大阪府 川﨑会看護専門学校 072-446-7649 定時制 昼間 3年 http://kawasakikai-kango.jp/

兵庫県 兵庫県立総合衛生学院 078-733-6611 定時制 昼間 3年 http://hseg01.ec-net.jp/entry/index.html

奈良県 奈良文化高等学校衛生看護専攻科 0745-22-8325 全日制 2年 https://www.narabunka.ed.jp/

鳥取県 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 0858-22-1041 全日制 2年 http://www.pref.tottori.lg.jp/74350.htm

島根県 島根県立松江高等看護学校 0852-25-6253 定時制 昼間 3年 http://www.matsue-med.or.jp/koukan/

岡山県 国立療養所長島愛生園附属看護学校 0869-25-0321 全日制 2年 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/aiseien/index.html

広島県 福山市医師会看護専門学校 084-926-7588 定時制 昼間 3年 http://www.fmed.jp/cnt/kango/

広島県 広島県立三次看護専門学校 0824-62-5141 全日制 2年 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/179/

広島県 広島市立看護専門学校 082-243-6146 定時制 昼間 3年 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kangogakkou/

広島県 広島市医師会看護専門学校 082-233-0900 全日制 2年 https://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

広島県 広島市医師会看護専門学校 082-233-0900 定時制 夜間 3年 https://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

山口県 岩国YMCA国際医療福祉専門学校 0827-29-2233 全日制 2年 http://iwakuni-ymca.jp/course/nurse.html

山口県 学校法人平生学園平生看護専門学校 0820-56-5157 定時制 昼間 3年 http://www.hiraogakuen.jp/

山口県 一般社団法人防府医師会防府看護専門学校 0835-22-0569 定時制 昼間 3年 http://hofu-kango.com/

山口県 一般社団法人宇部市医師会宇部看護専門学校 0836-33-8140 定時制 昼間 3年 http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/ubekangogakkou/

山口県 山口県立萩看護学校 0838-26-6500 定時制 昼間 3年 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15133/index/

徳島県 徳島県立総合看護学校 088-633-6611 定時制 昼間 3年 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kangogakkou/

香川県 高松市医師会看護専門学校 087-833-9186 定時制 夜間 3年 http://www.takamatsu-kango.com/

香川県 香川看護専門学校 0877-63－6161 全日制 2年 http://www.kagawakango.ac.jp/examinee/open-campus/

香川県 四国学院大学香川西高等学校衛生看護専攻科 0875-72-5193 全日制 2年 http://www.kagawanishikou.com/

愛媛県 松山看護専門学校 089-915-7703 定時制 夜間 3年 https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/index.html

愛媛県 今治看護専門学校 0898-22-6545　 全日制 2年 http://www.imakan.ac.jp/
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福岡県 北九州小倉看護専門学校 093-551-3184 全日制 2年 http://kokura-kango.com/

福岡県 北九州市戸畑看護専門学校 093-881-5641 定時制 昼間 3年 http://tobata.net/tns/

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 092-852-1530 定時制 夜間 3年 http://www.city.fukuoka.med.or.jp/kango/hyoushi.htm

福岡県 一般社団法人久留米医師会看護専門学校 0942-34-4189 定時制 夜間 3年 http://www.kurume-med.or.jp/kango-info/

福岡県 八女筑後看護専門学校 0943-24-4877 全日制 2年 http://www.yachikukan.jp/

福岡県 大牟田医師会看護専門学校 0944-52-7698 定時制 夜間 3年 http://dai-kan.com/

佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 0942-84-0848 全日制 2年 http://www.ryokuseikan.ac.jp/

佐賀県 一般社団法人武雄杵島地区医師会武雄看護学校 0954-23-7171 定時制 昼間 3年 http://www.takeo-ns.net/

佐賀県 一般社団法人唐津東松浦医師会唐津看護専門学校 0955-74-6125 定時制 昼間 3年 http://www.karatsu.saga.med.or.jp/kangosenmon/

佐賀県 伊万里看護学校 0955-23-4635 定時制 昼間 3年 http://imari-ns.jp/

佐賀県 佐賀市医師会立看護専門学校 0952-23-1414 定時制 昼間 3年 https://www.saga-kangaku.jp/

長崎県 長崎市医師会看護専門学校 095-818-5800 定時制 夜間 3年 http://www.nagasaki.med.or.jp/n-city/nmns/

長崎県 長崎県央看護学校 0957-25-3232 定時制 昼間 3年 http://nagasakikenoh-ns.ac.jp/

長崎県 佐世保市医師会看護専門学校 0956-23-8716 定時制 昼間 3年 http://sasebo-ishikai.com/about/jigyo/nursing-school/kangoka/k-gaiyo/

長崎県 九州文化学園高等学校衛生看護専攻科 0956-26-2327 全日制 2年 http://high.kyubun.ed.jp/high/user/kangoshi/kango_senko.htm

熊本県 熊本市医師会看護専門学校 096-366-3638 定時制 夜間 3年 http://www2.city.kumamoto.med.or.jp/gakkou/

熊本県 八代看護学校 0965-34-5491　 定時制 昼間 3年 http://www.yatsushiro-med.or.jp/school/nurse/

大分県 大分市医師会看護専門学校 097-569-3660 定時制 昼間 3年 http://med-oita-ns.com/

大分県 一般社団法人中津市医師会中津ファビオラ看護学校 0979-24-7270 定時制 昼間 3年 http://www.fabiola.jp/

大分県 別府市医師会看護専門学校 0977-21-7611 定時制 昼間 3年 http://www.beppu-med.or.jp/kansen/

宮崎県 宮崎看護専門学校 0985-77-9102 定時制 夜間 3年 https://www.cure.or.jp/miyazaki-kango/

宮崎県 延岡看護専門学校 0982-21-1305 定時制 夜間 3年 http://nobeokashiishikai.or.jp/school/

宮崎県 一般社団法人都城市北諸郡医師会都城看護専門学校  0986-22-0711 定時制 夜間 3年 http://www.m-kango.com/

鹿児島県 出水郡医師会広域医療センター附属 阿久根看護学校  0996-73-1345 定時制 昼間 3年 http://akune-kango.jp/

鹿児島県 たちばな医療専門学校 0995-42-3514 定時制 夜間 3年 http://www.tachibana-iryou.ac.jp/top.html
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