
県名 学校名 郵便番号 住所 TEL 課程 URL

北海道 自衛隊札幌病院准看護学院 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条12 011-831-0161

北海道 函館市医師会看護専門学校 042-0932 北海道函館市湯川町3丁目38番45号 0138-36-0070 准看護学科（高等課程） http://www.hma-kango.ed.jp/index.html

北海道 小樽市医師会看護高等専修学校 047-0033 小樽市富岡1丁目5番15号 0134-25-0017 http://www.otmed.or.jp/kango/guide/curriculum.html

北海道 苫小牧看護専門学校 053-0046 北海道苫小牧市住吉町2丁目10番6号 0144-38-5000 高等課程(准看護学科) http://www.dp-flex.co.jp/toma-kango/junkan.html

北海道 岩見沢市医師会附属看護高等専修学校 068-0030 岩見沢市10条西3丁目1番地4 0126-22-5453

北海道 旭川市医師会看護専門学校 070-0029 旭川市金星町１丁目１番50号 0166-23-5716 高等課程准看護師科

北海道 深川医師会附属准看護学院 074-0022 北海道深川市北光町2丁目11番12号 0164-23-4406 http://mypage.fukanavi.com/nursing/index.html

北海道 帯広市医師会看護高等専修学校 080-0803 帯広市東３条南１１丁目２番地 0155-24-1028

北海道 北見医師会看護専門学校 090-0036 北海道北見市幸町3丁目1-24 0157-26-0393 准看護学科

北海道 上川北部医師会附属准看護学院 096-0035 北海道名寄市西5条北2丁目 01654-2-5311 准看護師 http://www.khmed.jp/junkan/index.html

青森県 青森市医師会立青森准看護学院 030-0821 青森県青森市勝田1丁目16-16 017-776-7130

青森県 仁和会三沢中央病院附属准看護学院 033-0001 青森県三沢市中央町3-11-2 0176-57-1111

青森県 一般財団法人済誠会附属十和田准看護学院 034-0089 青森県十和田市西二十三番町1-2 0176-23-5683 看護師養成課程 http://saiseikai-gr.or.jp/jyunkanngo-gakuin.html

青森県 一般財団法人双仁会厚生看護専門学校 036-0351 青森県黒石市黒石建石9－1 0172-53-6060 看護師２年課程定時制 http://soujinkai-kousei.jp/kango/

青森県 弘前市医師会看護専門学校 036-8045 青森県弘前市大字野田2丁目7-1 0172-33-2209 看護高等課程 准看護学科 http://www.hirosaki.aomori.med.or.jp/html_ac/index.htm

岩手県 盛岡市医師会附属盛岡准看護学院 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町18-6 019-622-5872 http://www.morioka-med.or.jp/gakuin/

岩手県 岩手看護専門学校 020-0062 岩手県盛岡市長田町２４−７ 019-654-2868 2年課程 http://www.iwate-kango.jp/

岩手県 一関市医師会附属一関准看護高等専修学校 021-0884 岩手県一関市大手町3-31 0191-23-4571 http://seki-med.or.jp/?page_id=110

宮城県 仙台市医師会看護専門学校 981-3112 仙台市泉区八乙女3丁目1-1 022-772-3193 http://www.sendai.miyagi.med.or.jp/school/

宮城県 自衛隊仙台病院准看護学院 983-0041 宮城県仙台市宮城野区南目館1番1号 022-231-1111

宮城県 塩釜医師会附属准看護学院 985-0024 宮城県塩釜市錦町7番10号塩釜医師会医療社会活動センター内3F 022-362-7325 http://shiogama-med.or.jp/school/#id104

宮城県 石巻市医師会附属准看護学校 986-0826 石巻氏鋳銭場1番27号石巻市医師会4F 0225-94-2310 http://www.ishinomaki-med.or.jp/gakko.htm

宮城県 気仙沼市医師会附属准看護学校 988-0063 宮城県気仙沼市四反田95-4 0226-22-8383 准看護学科 http://www.kesennuma-med.or.jp/jyunkan/index_b.html

宮城県 大崎市医師会附属准看護学校 989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通三丁目3番17号 0229-23-2451

秋田県 大館北秋田医師会附属大館准看護学院 017-0864 秋田県大館市根下戸新町1番8号 0186-42-2634 看護師養成所（２年課程） http://www.daihoku-med.jp/school/index.html

山形県 鶴岡准看護学院 997-0035　 山形県鶴岡市馬場町1-34 0235-22-6413

福島県 白河医師会白河准看護学院 961-0054 白河市北中川原313番地 0248-23-3701

福島県 郡山医師会郡山看護専門学校 963-8031 福島県郡山市字上亀田14-4 024-953-3155

福島県 会津准看護高等専修学校 965-0876　 会津若松市山鹿町4番29号 0242-26-6467 http://www.aizu.fukushima.med.or.jp/jk/jk1.htm

福島県 喜多方准看護高等専修学校 966-0802 福島県喜多方市字桜ガ丘一丁目149番地の2 0241-22-1219 http://park8.wakwak.com/~kitaishi/AKI/school/school_info.html

福島県 いわき准看護学校 970-8044 いわき市中央台飯野4丁目7-1 0246-38-4202 http://ijk.iwaki.or.jp/index.html

茨城県 土浦市医師会附属准看護学院 300-0052 茨城県土浦市東真鍋町2-39 029-821-0849

茨城県 真壁医師会 准看護学院 308-0841 茨城県筑西市二木成827-1 0296-22-7702 http://www.m-ishikai.com/gakuin/

茨城県 水戸市医師会看護専門学院 311-4153 茨城県水戸市河和田町107-2 029-251-3840 http://www.mitokango.jp/

茨城県 鹿島医師会附属准看護学院 314−0031 茨城県鹿嶋市宮中1998番地2 0299-82-7278 2年課程 http://kashimashi.net/ishikai/nurse/school.php

茨城県 日立メディカルセンター看護専門学校 317-0066 茨城県日立市高鈴町1-4-10 0294-59-3200 看護師2年課程 http://hitachi-medical-kango.ac.jp/generalinfo/assistant-nurse/index.html
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栃木県 財団法人宇都宮市医療保険事業団附属宇都宮准看護高等専修学校 321-0974 宇都宮市竹林町968 028-625-2216 http://www.umth.or.jp/jyunkan/campuslife/

栃木県 上都賀郡市医師会附属准看護学校 322-0005 栃木県鹿沼市御成橋町2丁目2046-2 0289-65-0771 http://kamitsuga-junkan.jp/

栃木県 那須郡市医師会立黒磯准看護学院 325-0057 栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号 0287-62-1258 http://kurojun.bz-office.net/kurojun/

栃木県 足利市医師会付属准看護学校 326-0807 足利市大正町863-6（足利市医師会館内） 0284-42-0311 看護師養成 http://ashikaga-junkan.com/

栃木県 佐野市医師会附属佐野准看護学校 327-0832 栃木県佐野市植上町1678 0283-23-7538

群馬県 高崎市医師会看護専門学校 370-0006 群馬県高崎市問屋町四丁目8番地11 027-363-3555 准看護学科 http://takasaki.gunma.med.or.jp/contents/jyun_kangogakkou.php

群馬県 富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校 370-2343 群馬県富岡市七日市553-1 0274-62-0284 准看護士課程

群馬県 前橋市医師会立前橋准看護学校 371-0014 群馬県前橋市朝日町4-9-5 前橋医療センター内 027-243-5611

群馬県 藤岡准看護学校 375-0024 群馬県藤岡市藤岡 1860-1 0274-22-0251

群馬県 桐生市医師会立桐生准看護学校 376-0027 桐生市元宿町18番地2 0277-47-2504

群馬県 吾妻郡医師会立吾妻准看護学校 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町25-9 0279-75-3334

群馬県 沼田准看護学校 378-0051 群馬県沼田市上原町1801-68 0278-23-2053 http://numatatone.gunma.med.or.jp/kango/kango.html

群馬県 安中市医師会立安中准看護学校 379-0116 群馬県安中市安中1-1-20 027-382-3776 http://annakashiishikai.gunma.med.or.jp/jyunkan/application/

埼玉県 社団法人大宮医師会立大宮准看護学校 331-8689 埼玉県さいたま市北区東大成町2-107大宮医師会館3階 048-778-7567

埼玉県 大橋医療高等専修学校 332-0017 埼玉県川口市栄町2丁目7番16号 048-227-8888 准看護師養成課程 http://oohashiiryou.com/recruit.html

埼玉県 草加八潮医師会准看護学校 340-0022 埼玉県草加市瀬崎5-34-5 048-925-2950 准看護士課程 http://www.monet.co.jp/sokayashio/

埼玉県 幸手看護専門学校 340-0164 埼玉県幸手市香日向4丁目5番1号 0480-31-7121 准看護学科 http://www.satte-kango.ac.jp/

埼玉県 北埼玉医師会准看護学校 348-0058 羽生市中央１丁目２番３号 048-561-3426

埼玉県 川越市医師会川越看護専門学校 350-0036 川越市小仙波町2-53-1 049-224-8421 准看護学科 http://www.kawagoe-kango.jp/

埼玉県 狭山准看護学校 350-1304 狭山市狭山台1-21 04-2958-4411 http://www.sayama-med.or.jp/school.html

埼玉県 朝霞准看護学校 351－0011 埼玉県朝霞市本町1-7-3（朝霞保健センター3Ｆ） 048-461-5051 http://www.asaka-junkan.jp/

埼玉県 比企准看護学校 355-0016 埼玉県東松山市材木町2-36 0493-22-1202 http://www.hikijunkan.com/

埼玉県 飯能看護専門学校 357-0016 埼玉県飯能市下加治359 042-974-1736 准看護科 http://hannomed.or.jp/kango/jun/

埼玉県 社団法人入間市医師会立入間准看護学校 358-0014 埼玉県入間市宮寺528-2 04-2934-1822 http://www.irumajunkan.com/

埼玉県 社団法人所沢市医師会立所沢准看護学校 359-0025 埼玉県所沢市上安松1224-7 04-2994-7087 准看護師教育課程 http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/jun_kan/

埼玉県 熊谷市医師会附属准看護学校 360-0812 埼玉県熊谷市大原1丁目5番28号 048-523-1020 准看護師課程 http://www.kijk.jp/

埼玉県 熊谷准看護学校 360-0812 埼玉県熊谷市大字石原572番地 048-521-2461 http://www.kuma-jun.com/index.html

埼玉県 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校 364-0014 埼玉県北本市二ッ家3丁目183番地 048-592-8926 准看護師課程 http://www.okekitaina-junkango.com/

埼玉県 鴻巣准看護学校 365-0032 埼玉県鴻巣市中央2-2 048-543-1812 http://www.sakitama.or.jp/kfma/access.html

埼玉県 本庄准看護学校 367-0061 埼玉県本庄市小島6丁目8−8 0495-23-1041 http://honjokodama-med.org/html/kanren-shisetsu/junkan/index.html

千葉県 一般社団法人香取郡市医師会附属佐原准看護学校 287-0001 千葉県香取市佐原ロ2097-72 0478-52-2745 http://www.katorimed.or.jp/school/kokorozasu.html

千葉県 市原看護専門学校 290-0062 千葉県市原市八幡1050 0436-41-7065 准看護学科 http://www.ichihara-kango.ac.jp/jyun-nurse/jyun-nurse.html

千葉県 一般社団法人君津木更津医師会立木更津看護学院 292-0832　 千葉県木更津市新田 3-4-30 0438-23-9320 准看護師課程 http://www.kimisarazu.com/kango/index.html

千葉県 一般社団法人夷隅医師会立夷隅准看護師学校 298-0004 千葉県いすみ市大原8846 0470-62-0396　 http://www.isumi-ishikai.com/kango/map.html

東京都 下谷医師会立看護高等専修学校 110-0015 東京都台東区東上野3丁目38番1号 03-3836-0007 看護高等課程准看護師学科　2年課程 http://www.shitaya-med.or.jp/school/

東京都 葛飾区医師会附属看護専門学校 124-0011 東京都葛飾区四つ木1-6-5 03-3691-3635 准看護師養成課程 http://www.katsushika-med.or.jp/nurse/curriculum_high.html
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東京都 墨田区医師会立看護専門学校 131-0032 東京都墨田区東向島5-6-6 03-3613-2859 高等課程 http://www.sumida-med.jp/senmon4.html

東京都 蒲田医師会立看護高等専修学校 144-0052 東京都大田区蒲田4-24-12 03-3731-3317 http://kamatans.ac.jp/guidance.html

東京都 渋谷区医師会附属看護高等専修学校 150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田９階 03-3462-2318 http://sby.tokyo.med.or.jp/school_shokai/home.html

東京都 世田谷中央看護高等専修学校 154-0017 世田谷区世田谷1-34-10 03-3429-7341 http://www.h3.dion.ne.jp/~sc-kango/

東京都 世田谷区医師会立看護高等専修学校 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-53-16世田谷区医師会館内 03-3410-5115

東京都 板橋区医師会立看護高等専修学校 175-0082 東京都板橋区高島平3-12-6 03-3975-8145 専修学校看護高等課程

東京都 一般社団法人 東京精神科病院協会 府中看護高等専修学校 183-0055 東京都府中市府中町1-23-3 042-361-3638 准看護師教育課程 http://www.fuchukangaku-toseikyo.ac.jp/

東京都 八王子医療刑務所准看護師養成所 192-0904 東京都 八王子市 子安町3-26-1 042-622-6188

神奈川県 川崎市医師会附属准看護学校 210-0012 川崎区宮前町8-3 044-222-0999

神奈川県 自衛隊横須賀病院准看護学院 237-0071 神奈川県横須賀市田浦港町1766-1 046-823-0270 海曹衛生課程・海士衛生課程

神奈川県 小田原看護専門学校 250-0055 神奈川県小田原市久野195-1 0465-35-2702 准看護学科 http://www.kanagawa.med.or.jp/odawara/kango/

神奈川県 相模原准看護学院 252-0239 相模原市中央区中央6-10-4 042-752-4721 http://meiwa.hospi.jp/gakuin/

新潟県 三条市医師会准看護学院 955-0862 新潟県三条市南新保6番43号 0256-33-8588

新潟県 新発田北蒲原准看護学院 957-8577 新発田市本町４丁目１６番８３号 0254-23-8365 准看護師課程 http://www.inet-shibata.or.jp

富山県 砺波准看護学院 939-1386 富山県砺波市幸町6-4 0763-33-2837

富山県 富山市医師会看護専門学校 939-8087 富山市大泉町2丁目11番20号 076-425-4110 進学課程 http://tomii-kango.ac.jp/outline.html

石川県 石川県立総合看護専門学校 920-8201 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-238-5877 准看護学科 http://www.pref.ishikawa.jp/kango/index.html

石川県 小松市医師会附属小松准看護学院 923-0937 小松市本町2丁目12番地 0761-22-2671 看護師養成課程（進学課程） http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/komatsu/jyunkango.html

山梨県 甲府看護専門学校 400-0026 山梨県甲府市塩部3-1-4 055-254-3300 准看護学科 http://www.kofu-kango.ac.jp/

岐阜県 岐阜市医師会准看護学校 500-8881 岐阜県岐阜市青柳町5-4 058-255-1560 准看護師課程 http://www.city.gifu.med.or.jp/kango/

岐阜県 羽島市医師会准看護学校 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町1997-1 058-392-8338 准看護師課程・修業年限2年

岐阜県 大垣市医師会准看護学校 503-0856 大垣市新田町1-8 0584-89-5802 准看護学科 http://www.ogaki.gifu.med.or.jp/junkan/

岐阜県 各務原市医師会准看護学校 504-0022 各務原市那加東亜町106番地 058-389-3118 http://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/jyunkan/

岐阜県 自衛隊岐阜病院准看護養成所 504-8701 各務原市那加官有無番地 0583-82-1101 看護高等課程、准看護学科

岐阜県 多治見市医師会准看護学校 507-0037 多治見市音羽町3-19 0572-22-3051

岐阜県 可児医師会加茂医師会立可茂准看護学校 509-0214 岐阜県可児市広見5-20 0574-60-5137 進学課程

岐阜県 土岐医師会准看護学校 509-5121 岐阜県土岐市土岐津町高山4番地 0572-55-0466

静岡県 浜松市医師会看護高等専修学校 430-0935 浜松市中区伝馬町311-2 053-452-0424 准看護師養成所

愛知県 愛知県医師会豊橋准看護学校シンシア 441-8149 愛知県豊橋市中野町字中原100番地3 0532-45-0007 2年課程 http://www.toyohashi-ishikai.or.jp/03_kanren/05_junkango/index.html

愛知県 西尾市医師会准看護学校 445-0071 西尾市熊味町小松島34 0563-54-2841 准看護師課程 http://n-kango.sakura.ne.jp/outline.html

愛知県 名古屋市医師会看護専門学校 455-0031 愛知県名古屋市港区千鳥1-13-22 052-654-5551 准看護師養成課程 https://www.meikan.ac.jp/

愛知県 愛知県医師会稲沢准看護学校 492-8137 愛知県稲沢市国府宮三丁目 12-20 0587-23-3301

三重県 伊勢地区医師会准看護学校 516-0035 三重県伊勢市勢田町613-12 0596-24-8228

滋賀県 大津市医師会立看護専修学校 520-0036 大津市園城寺町字常在寺233-5 077-526-2059 准看護師養成課程 http://www.otsu.shiga.med.or.jp/kango

滋賀県 公益財団法人豊郷病院附属准看護学院 529-1168 滋賀県犬上郡豊郷町八目12番地 0749-35-0350 准看護科 2年（全日制）

京都府 京都府医師会看護専門学校 607-8169 京都府京都市山科区椥辻西浦町1-13 075-502-9500 准看護科 http://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/jkarigr.html
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京都府 京都府看護専修学校 612-8691 京都市伏見区深草佐野屋敷町11番地の1 075-643-0259 看護高等課程准看護科 http://www.kyoto-kangosen.jp/

京都府 福知山医師会看護高等専修学校 620-0871 京都府福知山市岡ノ174 0773-23-6039 看護高等課程准看護科 http://www.fukuchiyama.kyoto.med.or.jp/kangaku-annai.html

大阪府 淀川区医師会看護専門学校 532-0005 大阪市淀川区三国本町2-3-20 06-6393-6677 看護高等課程准看護学科

大阪府 高槻市医師会看護専門学校 569-0065 大阪府高槻市城西町2-31 072-675-0001 医療高等課程（准看護学科） http://tkg.ac.jp/

大阪府 東大阪准看護学院 577-0843 東大阪市荒川2丁目32番43号 06-6720-0307 http://www.junkango.ac.jp/profile/index.html

大阪府 大精協看護専門学校 591-8003 大阪府堺市北区船堂町2丁8番7号 072-253-3228 看護高等課程 http://www.dsk-ns.ac.jp/

大阪府 堺看護専門学校 591-8021 堺市北区新金岡町5-10-1 072-251-6900 看護高等課程 http://www.sakaikango.jp/

大阪府 清恵会医療専門学院 591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁目83番地 072-259-3901 http://seikeikaigakuin.jp/

大阪府 泉大津市医師会附属看護高等専修学校 595-0013 大阪府泉大津市宮町2番25号 0725-32-0660 看護高等課程 http://www.izumiotsu.osaka.med.or.jp/nurse/

大阪府 岸和田市医師会看護専門学校 596-0004 大阪府岸和田市荒木町1丁目1-51 072-443-5943 看護高等課程（准看護科) http://kishiwada-kango.jp/

大阪府 河﨑会看護専門学校 597-0104 大阪府貝塚市水間511 072-446-1631 http://kawasakikai-kango.jp/index.html

大阪府 錦秀会准看護学院 599-8271 堺市中区深井北町3180番地の1 072-277-1406 http://www.kinshukai.or.jp/kinshukai/junkango/gakuinn.html

兵庫県 伊丹市医師会准看護高等専修学校 664-0898 伊丹市千僧1丁目1番地 072-773-0947 http://www.itami-med.or.jp/sisetsu/junkan/

兵庫県 自衛隊阪神病院准看護学院 666-0024 兵庫県川西市久代4-1-50 0727-82-0001 看護師養成課程

兵庫県 医療法人山西会宝塚三田病院附属准看護学校 669-1537 三田市西山2丁目22-10 078-918-0750 看護師学校養成所

兵庫県 明石市医師会准看護高等専修学校 673-0848 明石市鷹匠町1番33号

奈良県 学校法人栗岡学園阪奈中央看護専門学校 630-0243 奈良県生駒市俵口町450番地 0743-74-9058 http://www.hanna-kango.ac.jp/

和歌山県 新宮市医師会准看護学院 647-0012 新宮市伊佐多町1丁目2-12 075-21-2529

鳥取県 鳥取県東部医師会附属鳥取看護高等専修学校 680-0845 鳥取県鳥取市富安1丁目27番地 0857-24-0888 http://www.toubu.tottori.med.or.jp/kango/gaiyou

鳥取県 鳥取県中部医師会附属倉吉看護高等専修学校 682-0871 鳥取県倉吉市旭田町18 0858-22-8371 http://www.chuubu.tottori.med.or.jp/bumon/kango23/kango1.htm

鳥取県 公益社団法人鳥取県西部医師会附属米子看護高等専修学校 683-0824 鳥取県米子市久米町136番地 0859-23-6556 高等課程 http://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/02/kango/kango.html

島根県 一般社団法人松江市医師会立松江看護高等専修学校  690-0048 島根県松江市西嫁島2丁目2番地23号 0852-21-0106　 高等課程　准看護科（昼間定時制） http://www.matsue-med.or.jp/junkan/news/

島根県 一般社団法人大田市医師会大田看護学校 694-0064 島根県大田市大田町大田ハ165　 0854-82-1080 http://www.ohda-med.jp/junkan/information27.html

島根県 浜田准看護学校 697-0021 浜田市松原町277-8 0855-22-0967 看護師2年課程：修業年限２カ年又は３カ年 http://hamajun.jp/

岡山県 児島看護高等専修学校 711-0912 倉敷市児島小川町3672 086-472-4094 看護高等課程・准看護科 http://www.kojima-ishikai.jp/

広島県 福山市医師会看護専門学校 720-0032 福山市三吉町南二丁目11番25号 84024-152003-8 高等課程（昼間定時制2年） http://www.fmed.jp/cnt/kango/

広島県 尾道准看護学院 722-0025　 広島県尾道市栗原東２丁目4-33 0848-24-1945 http://www.onomichi-med.or.jp/junkan/

広島県 三原看護高等専修学校 723-0015　 広島県三原市円一町4丁目1番21号 0848-63-6156 ２年課程 (昼間)、定時制 http://miharajyunkan-med.org/index.html

広島県 府中地区医師会 准看護学院 726-0002 広島県府中市鵜飼町496-1 府中地区医師会館内 0847-45-7978 http://www.fuchu-ishikai.net/junkan/

広島県 一般社団法人安佐医師会立安佐准看護学院 731-0138 広島市安佐南区祇園2丁目48-7 082-875-0935 准看護師課程 http://www.asajyun.jp/guide/index.html

広島県 広島市医師会看護専門学校 733-8548 広島市西区観音本町１丁目１番１号 082-233-0700 医療高等課程 https://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

広島県 呉市医師会看護専門学校 737-0056 広島県呉市朝日町15-24 0823-25-7700 准看護師課程　昼間定時制　修業年限2年 http://www.kure.hiroshima.med.or.jp/kango/

広島県 江能准看護学院 737-2131 広島県江田島市江田島町秋月2丁目48-2 0823-42-5250 http://www.eno-jyunkan.or.jp/

山口県 柳井医師会附属柳井准看護学院 742-0031 柳井市南町6-12-1 0820-22-3029

山口県 防府看護専門学校 747-0814 山口県防府市三田尻1丁目3番1号 0835-24-5424 医療高等課程 http://hofu-kango.com/01gakkoushoukai.html

山口県 一般社団法人下関市医師会下関看護専門学校 751-0807 下関市一の宮学園町2-1　東亜大学9号館内 083-227-3301 高等課程　准看護科 http://www.tip.ne.jp/shimokan/
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山口県 吉南医師会・吉南准看護学院 754-0002 山口県山口市小郡下郷799 083-972-0634 准看護師課程 http://www.kichinan.jp/school/index.html

山口県 宇部看護専門学校 755-0072 山口県宇部市中村3丁目12番53号 0836-31-5368 医療高等課程　准看護師科 http://www.yamaguchi.med.or.jp/g-med/ube/ubekangogakkou/#anchor

山口県 厚狭准看護学院 757-0001 山口県山陽小野田市大字厚狭466-1 0836-73-1268 http://www43.tok2.com/home/asajun/company.html

山口県 萩准看護学院 758-0057 山口県萩市大字堀内字菊ヶ浜４８９番５ 0838-26-6500 二年課程 http://www.princess.ne.jp/~hagikan/

徳島県 徳島県立総合看護学校 770-0046 徳島県徳島市鮎喰町2丁目41-6 633-6620･6621 准看護師課程 http://www.pref.tokushima.jp/kangogakkou/shokai/katei.html

徳島県 医療法人敬愛会 南海病院附属准看護学院 772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂14-2 088-687-2230

徳島県 三好市医師会准看護学院 778-0005 徳島県三好市池田町シマ842-1 0883-72-0586

香川県 高松市医師会看護専門学校 760-0068 高松市松島町一丁目16番20号 087-831-9585 高等課程准看護科 http://www.takamatsu-kango.com/

香川県 木田地区医師会附属准看護学院 761-0701 香川県木田郡三木町大字池戸2991-2 087-898-1020 http://www.kitagun-junkan.com/

香川県 小豆郡医師会立小豆島准看護学院 761-4431 香川県小豆島町豆島町片城甲44-341 0879-82-0498

香川県 坂出市医師会附属准看護学院 762-0003 坂出市久米町一丁目17番11号 0877-45-4080

香川県 丸亀市医師会附属准看護学院 763-0033 香川県丸亀市中府町5-1-3 0877-22-4809

香川県 一般社団法人三豊・観音寺市医師会　三豊准看護学院 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2580-7 0875-25-8101 准看護科

香川県 大川地区医師会附属准看護学院 769-2401 香川県さぬき市津田町津田1673番地2(旧津田病院構内) 0879-42-3424

愛媛県 松山看護専門学校 790-0014 愛媛県松山市柳井町2丁目85 089-915-7702 医療高等課程 准看護師科 http://www1.ehime.med.or.jp/mma/kango/subjectinfo/nurse_c.html

愛媛県 今治看護専門学校 794-0026 愛媛県今治市別宮町7丁目3-2 0898-22-6545 看護師養成所（2年課程） http://www.imakan.ac.jp/

高知県 高知県医師会准看護学院 780－0850 高知市丸ノ内１丁目7-45　総合あんしんセンター3階 088-824-8355

高知県 清和准看護学院 789-1202 高知県高岡郡佐川町乙1777番地 0889-20-0034

福岡県 門司区医師会看護高等専修学校 801-0833 福岡県北九州市門司区清滝5丁目3番5号 093-321-2120 http://www.mojiku-kango.jp/about/outline

福岡県 北九州小倉看護専門学校 802-0076 北九州市小倉北区中島1丁目19番17号　小倉医師会館内 093-551-3183 http://kokura-kango.com/jyunkango/curiculum/index.html

福岡県 八幡医師会看護専門学院 805-0062 北九州市八幡東区平野2丁目1番1号 093-671-1507 http://yahata-kango.ac.jp/

福岡県 福間看護高等専修学校 811-3295 福岡県福津市花見が浜1丁目5番1号 0940-42-0145 看護高等課程（准看護師） http://fukuma-kango.jp/profile.html

福岡県 福岡市医師会看護専門学校 814-0001 福岡市早良区道浜1-6-9 092-852-1530 看護高等課程（准看護師科） http://www.city.fukuoka.med.or.jp/kango/kyouikurinen.htm

福岡県 自衛隊福岡病院准看護学院 824-0001 福岡県春日市小倉東1丁目61番地

福岡県 筑紫医師会筑紫看護高等専修学校 818-0132 福岡県太宰府市国分3丁目13-1 092-922-5684 http://iizuka-med.or.jp/School/index.html

福岡県 飯塚医師会看護高等専修学校 820-0040 福岡県飯塚市吉原町１番１号 0948-22-3559

福岡県 直方鞍手医師会 直方看護専修学校 822-0034 福岡県 直方市 大字山部 808番地13 0949-22-0512 看護高等課程（准看護師科） http://chokuan-medical.jp/sc/tizu.html

福岡県 京都看護高等専修学校 824-0002 福岡県行橋市東大橋2丁目9番2号 0930-22-1804 http://miyako-ishikai.jp/kango/nurse.html

福岡県 田川看護高等専修学校 852-0002 福岡県田川市大字伊田2735-23 0947-42-3267

福岡県 豊前築上医師会看護高等専修学校 828-0021 福岡県豊前市大字八屋1522-2 0979-82-0607 看護高等課程　准看護師科 http://www.houchikuishikai.com/kango1.html#01

福岡県 久留米医師会看護専門学校 830-0013 久留米市櫛原町45番地 0942-34-4184 看護高等課程　准看護科 http://www.kurume-med.or.jp/top/kanngozyukennyoukou.html

福岡県 柳川山門医師会看護高等専修学校 832-0827 福岡県 柳川市 三橋町蒲船津351 0944-72-8086 看護高等課程（准看護師科）

福岡県 八女筑後看護専門学校准看護科 834-0063 八女市本村656-1 0943-23-6284 http://www.yachikukan.jp/

福岡県 大牟田医師会看護専門学校 836-0843 福岡県大牟田市不知火町3丁目104 0944-52-7698 http://dai-kan.com/enkaku.html

佐賀県 鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 841-0062 鳥栖市幸津町1923 0942-83-2282 准看護師課程 http://tosumiyaki-ishikai.com/kango/

佐賀県 武雄看護学校 843-0023 佐賀県武雄市武雄町昭和297番地 0954-23-7171 看護高等課程 http://www.takeo-ns.net/
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准看護師養成所・准看護学校等一覧

佐賀県 唐津看護専門学校 847-0011 佐賀県唐津市栄町2588-8 0955-74-6125 看護高等課程 http://www.karatsu.saga.med.or.jp/kangosenmon/

佐賀県 伊万里看護学校 848-0027 伊万里市立花町通谷1542-15 0955-23-4635 http://imari-ns.jp/about/

佐賀県 佐賀市医師会立看護専門学校 849-0924 佐賀市新中町2番11号 0952-31-1414 看護高等課程 https://www.saga-kangaku.jp/reunion/000565.html

佐賀県 鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校 849-1311 佐賀県鹿島市高津原813 電話 0954-63-3969 http://kf-med.or.jp/school/

長崎県 長崎市医師会看護専門学校 850-8511 長崎市栄町2番22号 095-818-5800 2年課程 http://www.nagasaki.med.or.jp/n-city/nmns/

長崎県 諌早医師会立長崎県央看護学校 854-0072 長崎県諫早市永昌町23番23号 0957-25-3535 高等課程 http://nagasakikenoh-ns.ac.jp/

長崎県 大村看護高等専修学校 856-0820 長崎県大村市協和町779 0957-52-6712 http://www.nagasaki.med.or.jp/oomura/o-kango/index.htm

長崎県 佐世保市医師会看護専門学校 857-0801 長崎県佐世保市祗園町257番地 0956-23-3015 http://www.sasebo.nagasaki.med.or.jp/01_annai/03_kannrenjigyou/01_kangogakkou/01_jyunkangoka.html

熊本県 熊本市医師会看護専門学校 860-0811 熊本市中央区本荘3丁目3番3号 096-366-3660 准看護科 http://www2.city.kumamoto.med.or.jp/gakkou/map.html

熊本県 鹿本医師会看護学校 861-0501 熊本県鹿市山鹿332番地1 0968-44-6098 http://www.kamoto-med.or.jp/junkan/

熊本県 菊池郡市医師会立看護高等専修学校 861-1331 熊本県菊池市隈府764-1 0968-25-2182 医療高等課程・准看護科 http://www.kikuchi-med.or.jp/school2.html

熊本県 天草郡市医師会附属天草准看護高等専修学校 863－0002 熊本県天草市本渡町本戸馬場1078番地2 0969-22-2309 http://www.ama-med.or.jp/nurce/

熊本県 八代看護学校 866-0074 熊本県八代市平山新町4453-2 0965-34-5573 准看護師課程 http://www.yatsushiro-kango.jp/

熊本県 人吉市医師会附属人吉准看護学院 868-0037 熊本県人吉市南泉田町72-2 0966-22-2962 http://hitoyoshi-med.jp/kangogakkou.html

熊本県 宇城看護高等専修学校 869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋351番地 0964-33-7474 医療高等課程、准看護科 http://www.s-ma.com/nurse.html

大分県 大分市医師会立大分准看護専門学院 870-1133 大分市大字宮崎字古園１３１５番地 097-569-3328 看護高等課程・准看護科 http://www1.bbiq.jp/oita-junkan/

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 871-0162 大分県中津市大字永添字小森2110 0979-24-7270 准看護学科 http://www.fabiola.jp/

大分県 別府市医師会看護専門学校 874-0908 大分県別府市上田の湯町10番21号 0977-21-7612 看護高等課程　准看護学科 http://www.beppu-med.or.jp/kansen/

大分県 佐伯市医師会立佐伯准看護学院 876-0841 大分県佐伯市来島町2-2 0972-23-1310 看護師2年課程（進学コース） http://www.saiki.tv/~s-junkango/gaiyou.html

大分県 日田市医師会立日田准看護学院 877-1232 日田市清水町802番地5 0973-23-8836 看護科 http://www.hita-med.or.jp/fuzoku_kango.html

大分県 豊後大野市医師会竹田市医師会共立豊西准看護学院 879-6601 大分県豊後大野市緒方町馬場94-13 0974-42-2432

宮崎県 宮崎看護専門学校 880-0932 宮崎市大坪西1丁目2番3号 0985-52-5118 医療高等課程 http://www.miyazaki-kango.jp/

宮崎県 延岡看護専門学校 882-0856 宮崎県延岡市出北6丁目1621番 0982-21-1304 医療高等課程 http://nobeokashiishikai.or.jp/school/

宮崎県 日向看護高等専修学校 883-0052 宮崎県日向市鶴町1丁目6番2号 0982-52-0222 http://hyuga-ishikai.jp/kango/

宮崎県 児湯医師会立児湯准看護専門学校 884-0002 宮崎県児湯郡大字北高鍋160-1 0983-23-2008

宮崎県 都城看護専門学校 885-0073 宮崎県都城市姫城町9街区3号 0986-22-0711 医療高等課程（准看護師科） http://www.m-kango.com/

宮崎県 西諸医師会立小林准看護学校 886-0004 宮崎県小林市細野2234番地 0984-23-2113 専門教育課程 http://nishimoroishikai.jp/school

鹿児島県 肝付町立高山准看護学校 893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田1072-1 0994-65-2864

鹿児島県 川内市医師会立　川内看護専門学校 895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町70番26号 0996-22-5317 高等課程准看護科 http://sendai-kango.jp/school/access

鹿児島県 伊佐市医師会立准看護学校 895-2521 鹿児島県伊佐市大口鳥巣450番地 0995-22-8802 准看護学科2年課程 http://www4.synapse.ne.jp/okutiisa/junkan.html

鹿児島県 出水郡医師会准看護学校 899-0202 鹿児島県出水市昭和町18番18号鹿児島県北薩地域振興局出水庁舎2階 0996-62-3335
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