
８桁コード 専門学校名 ・大学校名（文部外） 区分
70020000 愛知学院大歯技　　 専門
70050000 青森歯科医療専　　 専門
70060001 旭川歯科学院専　　歯科衛生士 専門
70070001 旭川荘厚生専門　　児童福祉 専門
70070002 旭川荘厚生専門　　介護福祉 専門
70070004 旭川荘厚生専門　　看護 専門
70080000 旭川福祉専門学　　 専門
70090000 朝日大歯科衛生　　 専門
70110002 岩手医大医療専　　歯科衛生 専門
70110003 岩手医大医療専　　歯科技工 専門
70120001 岩手リハビリテ　　作業療法 専門
70120002 岩手リハビリテ　　理学療法 専門
70140000 愛媛十全医療学　　 専門
70150001 大分県歯科技専　　歯科衛生 専門
70150002 大分県歯科技専　　歯科技工 専門
70170000 大分歯科専門学　　 専門
70180000 大分臨検技専門　　 専門
70190000 大阪歯医会附歯　　 専門
70200001 大阪歯科衛生士　　歯科衛生士 専門
70230000 大阪大歯附歯技　　 専門
70240000 太成学院歯科衛　　 専門
70260000 筑波総合福祉専　　 専門
70270000 大原医福製梅田　　 専門
70280000 大宮歯科衛生士　　 専門
70300000 岡山歯科技工専　　 専門
70310000 小樽歯科衛生士　　 専門
70330001 香川歯科医療専　　技工士 専門
70330002 香川歯科医療専　　衛生士 専門
70370000 キクチ眼鏡専門　　 専門
70380001 岐阜県立衛生専　　第一看護 専門
70380002 岐阜県立衛生専　　歯科技工 専門
70380003 岐阜県立衛生専　　歯科衛生 専門
70390001 九州医学技術専　　臨床検査 専門
70390002 九州医学技術専　　医療秘書 専門
70410001 京都歯科医技専　　技工士 専門
70410002 京都歯科医技専　　衛生士 専門
70420001 京都保健衛生専　　看護 専門
70420002 京都保健衛生専　　臨床検査 専門
70440000 近畿大附属看護　　 専門
70460001 熊本総合医療リ　　作業療法 専門
70460002 熊本総合医療リ　　理学療法 専門
70460003 熊本総合医療リ　　臨床工学 専門
70460004 熊本総合医療リ　　義肢装具 専門
70460005 熊本総合医療リ　　救急救命 専門
70470000 久留米歯科衛専　　 専門
70480000 久留米大附臨検　　 専門
70500000 群馬歯科衛生士　　 専門
70530000 高知医療学院　　 専門
70550000 高知リハビリテ　　 専門
70560002 神戸総合医療専　　診療放射線 専門
70560003 神戸総合医療専　　臨床工 専門
70560004 神戸総合医療専　　視能訓練士 専門
70560005 神戸総合医療専　　理学療法士 専門
70560007 神戸総合医療専　　作業療法士 専門
70560009 神戸総合医療専　　診療情報管理 専門
70560010 神戸総合医療専　　医療事務・秘 専門
70570000 新宿鍼灸柔整歯　　 専門



70590000 静岡医療学園専　　 専門
70600002 駒沢看護専門学　　看護 専門
70610001 札幌医技福歯専　　介護福祉士 専門
70610002 札幌医技福歯専　　臨床検査技師 専門
70610004 札幌医技福歯専　　理学療法士 専門
70610005 札幌医技福歯専　　臨床工学技士 専門
70610006 札幌医技福歯専　　言語聴覚士 専門
70610007 札幌医技福歯専　　歯科衛生士 専門
70610008 札幌医技福歯専　　作業療法士 専門
70630000 札幌歯科学院専　　 専門
70640001 滋賀総合保健専　　看護 専門
70640003 滋賀総合保健専　　歯科衛生 専門
70650001 四国医療専門学　　鍼灸マッサー 専門
70650002 四国医療専門学　　鍼灸 専門
70650003 四国医療専門学　　柔道整復 専門
70650004 四国医療専門学　　理学療法 専門
70650005 四国医療専門学　　作業療法 専門
70650006 四国医療専門学　　看護 専門
70660004 Ｔスポーツ医看　　はり・きゅう 専門
70660006 Ｔスポーツ医看　　理学療法 専門
70660007 Ｔスポーツ医看　　柔道整復 専門
70660009 Ｔスポーツ医看　　看護 専門
70660010 Ｔスポーツ医看　　プロフェッシ 専門
70660011 Ｔスポーツ医看　　トレーナー 専門
70690001 島根歯科技術専　　歯科衛生士 専門
70690002 島根歯科技術専　　歯科技工士 専門
70700000 下関歯科技工専　　 専門
70710001 社会医学技術学　　理学療法 専門
70710002 社会医学技術学　　作業療法 専門
70730000 湘央医学技術専　　 専門
70740001 清恵会第二医専　　放射線技師 専門
70740002 清恵会第二医専　　理学療法士 専門
70750000 彰栄リハビリ専　　 専門
70760000 仙台歯科技工士　　 専門
70780001 宮崎保健福祉専　　作業療法 専門
70780002 宮崎保健福祉専　　介護福祉 専門
70800000 大分医学技術専　　 専門
70810001 トヨタ自動車大　　高度自動車 専門
70810002 トヨタ自動車大　　自動車整備 専門
70810003 トヨタ自動車大　　女性ショール 専門
70820001 中和医療専門学　　あん摩マッサ 専門
70820003 中和医療専門学　　柔道整復 専門
70850000 東海医療技術専　　 専門
70860000 東海歯科医療専　　 専門
70890001 東京衛生学園専　　東洋医療総合 専門
70890003 東京衛生学園専　　リハビリテー 専門
70910000 東武医学技術専　　 専門
70920000 経専北海道保育　　 専門
70930000 東北歯科専門学　　 専門
70940000 東北大歯附歯技　　 専門
70960000 中部国際自動車　　 専門
70970000 徳島歯科学院専　　 専門
70980001 栃木衛生福祉大　　看護 専門
70980002 栃木衛生福祉大　　歯科衛生 専門
70980003 栃木衛生福祉大　　歯科技工 専門
70980004 栃木衛生福祉大　　臨床検査 専門
70990000 鳥取歯科技工専　　 専門
71000000 富山総合衛生学　　 専門



71010000 Ｔコンピュータ　　 専門
71020000 下関文化産業専　　 専門
71030001 Ｔ外国語・ホテ　　英米語 専門
71030002 Ｔ外国語・ホテ　　国際エアライ 専門
71030003 Ｔ外国語・ホテ　　国際ホテル 専門
71030004 Ｔ外国語・ホテ　　国際教養 専門
71030007 Ｔ外国語・ホテ　　ブライダル 専門
71040000 長崎歯科衛生士　　 専門
71050000 長崎リハビリテ　　 専門
71060000 長野公衆衛生専　　 専門
71080000 名古屋栄養専門　　 専門
71090000 名古屋芸大保育　　 専門
71110000 名古屋鍼灸学校　　 専門
71120000 名古屋デン衛生　　 専門
71130000 名古屋文化保育　　 専門
71140000 名古屋文理栄専　　 専門
71150000 奈良歯衛士専門　　 専門
71190000 日大附歯科衛生　　 専門
71210001 函館歯科衛生士　　歯科衛生士 専門
71220000 ＨＡＬ名古屋　　 専門
71230000 東名古屋病附リ　　 専門
71240002 兵庫県立総合衛　　歯科衛生 専門
71270000 広島歯科衛生専　　 専門
71280000 広島歯科技術専　　 専門
71320000 福井歯科専門学　　 専門
71330001 福岡教員養成所　　初等教育 専門
71330002 福岡教員養成所　　幼児教育 専門
71340000 中央介護福祉専　　 専門
71350001 博多メディカル　　臨床工学技士 専門
71350002 博多メディカル　　歯科技工士 専門
71350003 博多メディカル　　歯科衛生士 専門
71370001 福島県立総合衛　　歯科衛生 専門
71370003 福島県立総合衛　　臨床検査 専門
71380000 福山歯科衛生士　　 専門
71400001 北海道ハイテク　　看護 専門
71400002 北海道ハイテク　　こども保育 専門
71400003 北海道ハイテク　　バイオテクノ 専門
71400009 北海道ハイテク　　視能訓練士 専門
71400010 北海道ハイテク　　救急救命士 専門
71400012 北海道ハイテク　　臨床工学技士 専門
71400013 北海道ハイテク　　歯科衛生士 専門
71400014 北海道ハイテク　　医療事務 専門
71400018 北海道ハイテク　　ＩＴメディア 専門
71400019 北海道ハイテク　　義肢装具士 専門
71400021 北海道ハイテク　　キャリアデザ 専門
71410002 松本歯科大衛生　　歯科衛生士 専門
71430001 三重公衆衛生学　　歯科衛生 専門
71460000 美萩野臨床医専　　 専門
71480000 ウェルネススポ　　 専門
71490000 宮崎リハビリテ　　 専門
71500000 山形歯科専門学　　 専門
71510000 山口高等歯衛士　　 専門
71520000 北海道医技専門　　 専門
71530001 西武学園医技専　　臨床検査技師 専門
71530002 西武学園医技専　　栄養士 専門
71530003 西武学園医技専　　言語聴覚 専門
71530004 西武学園医技専　　義肢装具 専門
71540001 北里大保健衛専　　臨床検査技師 専門



71540002 北里大保健衛専　　管理栄養 専門
71540004 北里大保健衛専　　保健看護 専門
71550001 新潟医療技術専　　臨床検査技師 専門
71550002 新潟医療技術専　　視能訓練士 専門
71550003 新潟医療技術専　　救急救命士 専門
71550004 新潟医療技術専　　看護 専門
71580001 昭和医療技術専　　臨床検査技師 専門
71590001 東洋公衆衛生学　　臨床検査技術 専門
71590002 東洋公衆衛生学　　診療放射技術 専門
71600001 東京電子専門学　　臨床検査 専門
71600002 東京電子専門学　　情報処理 専門
71600003 東京電子専門学　　診療放射線 専門
71600004 東京電子専門学　　臨床工 専門
71600010 東京電子専門学　　電気工 専門
71600012 東京電子専門学　　ウェブ・メデ 専門
71600013 東京電子専門学　　高度情報シス 専門
71600014 東京電子専門学　　電子技術 専門
71600015 東京電子専門学　　セキュリティ 専門
71610001 東京医学技術専　　臨床検査技師 専門
71610002 東京医学技術専　　歯科衛生士 専門
71640002 横浜高等教育専　　養護 専門
71640003 横浜高等教育専　　児童／保育 専門
71640004 横浜高等教育専　　児童／初等 専門
71650000 尚学院国際ビジ　　 専門
71660001 大阪行岡医長柄　　臨床検査 専門
71660002 大阪行岡医長柄　　放射線 専門
71660003 大阪行岡医長柄　　鍼灸 専門
71660004 大阪行岡医長柄　　整復 専門
71670001 大阪医療技術専　　臨床検査技師 専門
71670003 大阪医療技術専　　医療心理 専門
71670004 大阪医療技術専　　医療秘書・情 専門
71670005 大阪医療技術専　　薬業 専門
71670008 大阪医療技術専　　鍼灸師 専門
71670009 大阪医療技術専　　言語聴覚士 専門
71670010 大阪医療技術専　　鍼灸美容 専門
71680001 日本医療学専門　　臨床検査技師 専門
71700004 兵庫障害者職能　　グラフィック 専門
71700005 兵庫障害者職能　　ＯＡ事務 専門
71700006 兵庫障害者職能　　インテリアＣ 専門
71700008 兵庫障害者職能　　総合実務 専門
71710000 近畿医療専門学　　 専門
71720001 ハーベスト医療　　理学療法 専門
71720002 ハーベスト医療　　介護福祉 専門
71720003 ハーベスト医療　　リトミック保 専門
71720004 ハーベスト医療　　医薬健康 専門
71740000 神戸こども総合　　 専門
71760000 大阪教育福祉専　　 専門
71790000 聖徳大幼教専門　　 専門
71800000 東京保育専門学　　 専門
71820002 大手前栄養製菓　　栄養 専門
71830000 和歌山国際厚生　　 専門
71840001 京都栄養医療専　　管理栄養士 専門
71840002 京都栄養医療専　　栄養士 専門
71840006 京都栄養医療専　　診療情報管理 専門
71840007 京都栄養医療専　　医療事務・医 専門
71860001 八千代リハビリ　　作業療法 専門
71860002 八千代リハビリ　　理学療法 専門
71870000 ＭＳＨ医療専門　　 専門



71890001 華学園栄養専門　　管理栄養士 専門
71890002 華学園栄養専門　　栄養士 専門
71900000 穴吹福祉医療カ　　 専門
71910001 東京栄養食糧専　　栄養士 専門
71910002 東京栄養食糧専　　管理栄養士 専門
71930000 山梨県歯衛専門　　 専門
71950000 北原学院歯衛専　　 専門
71960000 大分視能訓練士　　 専門
71970000 大分リハビリ専　　 専門
71980000 柳川リハビリテ　　 専門
71990001 岡山医療技術専　　理学療法 専門
71990002 岡山医療技術専　　作業療法 専門
71990003 岡山医療技術専　　医療事務 専門
72000001 ＹＭＣＡ米子医　　理学療法士 専門
72000002 ＹＭＣＡ米子医　　作業療法士 専門
72000003 ＹＭＣＡ米子医　　介護福祉士 専門
72020000 中部リハビリ専　　 専門
72040001 日本聴能言語福　　補聴言語 専門
72040003 日本聴能言語福　　義肢装具 専門
72050000 障害者リハビリ　　 専門
72060001 行岡医学技術専　　看護第１ 専門
72060002 行岡医学技術専　　歯科衛生 専門
72070007 東北文化学園専　　インテリア 専門
72070008 東北文化学園専　　建築土木 専門
72070011 東北文化学園専　　介護福祉 専門
72070012 東北文化学園専　　こども未来 専門
72070015 東北文化学園専　　社会福祉 専門
72070016 東北文化学園専　　医療秘書 専門
72070017 東北文化学園専　　医療情報管理 専門
72070023 東北文化学園専　　視能訓練士 専門
72090000 中央医療技術専　　診療放射線 専門
72110001 九州医療スポー　　柔道整復 専門
72110002 九州医療スポー　　鍼灸 専門
72110003 九州医療スポー　　スポーツ鍼灸 専門
72110004 九州医療スポー　　理学療法 専門
72110005 九州医療スポー　　看護 専門
72110006 九州医療スポー　　アスレティッ 専門
72110007 九州医療スポー　　整体セラピス 専門
72120000 長岡こども福祉　　 専門
72130002 仙台医療福祉専　　介護福祉 専門
72130003 仙台医療福祉専　　社会福祉 専門
72130005 仙台医療福祉専　　医療秘書 専門
72130007 仙台医療福祉専　　医療情報管理 専門
72130009 仙台医療福祉専　　医療事務 専門
72130010 仙台医療福祉専　　歯科アシスタ 専門
72130014 仙台医療福祉専　　医薬品販売 専門
72130015 仙台医療福祉専　　診療情報管理 専門
72130016 仙台医療福祉専　　幼児保育 専門
72160000 長崎医療こども　　 専門
72170000 群馬社会福祉専　　 専門
72180000 群馬パース大福　　 専門
72190004 日本医科学大学　　視能訓練士 専門
72190005 日本医科学大学　　看護師 専門
72190006 日本医科学大学　　メディカル外 専門
72200000 江戸川大総合福　　 専門
72210001 熊本駅前看護リ　　理学療法 専門
72210002 熊本駅前看護リ　　作業療法 専門
72210003 熊本駅前看護リ　　看護 専門



72230000 神田外語学院　　 専門
72240000 都城デンタルコ　　 専門
72260001 札幌医療リハビ　　理学療法 専門
72260002 札幌医療リハビ　　作業療法 専門
72270000 水戸メディカル　　 専門
72280000 東京医薬専門学　　 専門
72290000 東京医療秘書福　　 専門
72300001 水戸看護福祉専　　介護福祉 専門
72300002 水戸看護福祉専　　看護 専門
72310000 東京工学院専門　　 専門
72330000 高崎福祉医療カ　　 専門
72340000 葵メディカルア　　 専門
72350000 仙台青葉服飾専　　 専門
72370000 お茶の水はりき　　 専門
72380000 千住介護福祉専　　 専門
72390007 日本工学院専門　　パソコン・ネ 専門
72390008 日本工学院専門　　機械設計 専門
72390011 日本工学院専門　　建築設計 専門
72390013 日本工学院専門　　コンサートイ 専門
72390015 日本工学院専門　　音響芸術 専門
72390018 日本工学院専門　　演劇スタッフ 専門
72390019 日本工学院専門　　グラフィック 専門
72390021 日本工学院専門　　マンガ・アニ 専門
72390026 日本工学院専門　　ゲームクリエ 専門
72390027 日本工学院専門　　ミュージック 専門
72390028 日本工学院専門　　医療事務 専門
72390029 日本工学院専門　　インテリアデ 専門
72390030 日本工学院専門　　環境・バイオ 専門
72390031 日本工学院専門　　放送芸術 専門
72390032 日本工学院専門　　声優・演劇 専門
72390035 日本工学院専門　　ダンスパフォ 専門
72390036 日本工学院専門　　ＩＴスペシャ 専門
72390037 日本工学院専門　　情報処理 専門
72390038 日本工学院専門　　電子・電気 専門
72390040 日本工学院専門　　情報ビジネス 専門
72390041 日本工学院専門　　プロダクトデ 専門
72390044 日本工学院専門　　建築 専門
72390045 日本工学院専門　　ＣＧ映像 専門
72390046 日本工学院専門　　Ｗｅｂクリエ 専門
72400000 伝統文化と環境　　 専門
72410000 日本福祉教育専　　 専門
72430000 平岡介護福祉専　　 専門
72450000 福岡医療秘書福　　 専門
72460004 こころ医療福祉　　介護福祉 専門
72460006 こころ医療福祉　　柔道整復 専門
72460007 こころ医療福祉　　スポーツセラ 専門
72460008 こころ医療福祉　　整体セラピス 専門
72460009 こころ医療福祉　　健康鍼灸 専門
72470000 大原簿記学校　　 専門
72490000 カレッジオブキ　　 専門
72500001 東京福祉専門学　　社会福祉士精 専門
72500003 東京福祉専門学　　介護福祉士 専門
72500005 東京福祉専門学　　作業療法士 専門
72500006 東京福祉専門学　　こども保育福 専門
72500007 東京福祉専門学　　介護福祉士養 専門
72500008 東京福祉専門学　　キャリアデザ 専門
72510000 信州介護福祉専　　 専門
72520001 早稲田速記医療　　鍼灸医療 専門



72520002 早稲田速記医療　　医療秘書 専門
72520006 早稲田速記医療　　介護福祉 専門
72520009 早稲田速記医療　　医療マネジメ 専門
72520010 早稲田速記医療　　くすり・調剤 専門
72520013 早稲田速記医療　　看護 専門
72530000 信州リハビリテ　　 専門
72550000 名古屋医専　　 専門
72570000 東京豊島医福専　　 専門
72580000 北海道福祉教育　　 専門
72590001 長野平青学園　　ＩＣＴシステ 専門
72590002 長野平青学園　　おもてなしビ 専門
72590003 長野平青学園　　医薬サポート 専門
72590004 長野平青学園　　歯科衛生士 専門
72600000 宮崎医療管理専　　 専門
72610000 日本鍼灸理療専　　 専門
72620000 東京教育専門学　　 専門
72650000 穴吹医療福祉専　　 専門
72660000 上智社会福祉専　　 専門
72670000 都城コアカレッ　　 専門
72690000 日商簿三鷹福祉　　 専門
72700000 呉竹医療専門学　　 専門
72710001 神戸リハビリ福　　理学療法 専門
72710002 神戸リハビリ福　　介護福祉 専門
72730000 平成リハビリ専　　 専門
72740000 専門学校大育　　 専門
72750000 日本こども福祉　　 専門
72760000 首都医校　　 専門
72770000 国際外語・観光　　 専門
72780000 中央医療健康大　　 専門
72800000 姫路歯科衛生専　　 専門
72810000 沼津情報・ビジ　　 専門
72820000 浜松情報専門学　　 専門
72830001 四国医療技術専　　医療情報 専門
72830002 四国医療技術専　　臨床工学 専門
72840001 大原保医福福岡　　医療事務 専門
72840010 大原保医福福岡　　介護福祉士 専門
72840014 大原保医福福岡　　医療情報技師 専門
72840017 大原保医福福岡　　歯科アシスタ 専門
72840027 大原保医福福岡　　ドクターズク 専門
72840032 大原保医福福岡　　医療事務総合 専門
72840033 大原保医福福岡　　診療情報＆医 専門
72840037 大原保医福福岡　　病院マネジメ 専門
72840038 大原保医福福岡　　くすりアドバ 専門
72840039 大原保医福福岡　　ケアクラーク 専門
72840040 大原保医福福岡　　こども保育士 専門
72840041 大原保医福福岡　　保育士＆幼稚 専門
72850000 ウェルネス九州　　 専門
72870003 東海医療工学専　　救急救命 専門
72890000 福岡天神医療リ　　 専門
72930000 大原スポメ京都　　 専門
72940000 大原スポメ難波　　 専門
72950000 大阪医療秘書福　　 専門
72970000 近畿リハビリテ　　 専門
72980000 岡山歯科衛生専　　 専門
72990001 鴻池生活科学専　　介護福祉 専門
72990002 鴻池生活科学専　　ファッション 専門
73000000 大原簿美和歌山　　 専門
73020002 日本理工情報専　　情報システム 専門



73020003 日本理工情報専　　電子・情報工 専門
73020004 日本理工情報専　　情報工 専門
73020005 日本理工情報専　　電気デジタル 専門
73020006 日本理工情報専　　建築デザイン 専門
73020007 日本理工情報専　　電気工 専門
73020008 日本理工情報専　　電気工事士 専門
73020009 日本理工情報専　　ロボティクス 専門
73020010 日本理工情報専　　自動車整備 専門
73020011 日本理工情報専　　ロボットシス 専門
73030000 八戸保健医療専　　 専門
73040000 東京メディカル　　 専門
73050000 アルファ医療福　　 専門
73070000 大原医福専千葉　　 専門
73080001 履正社医療スポ　　鍼灸 専門
73080002 履正社医療スポ　　柔道整復 専門
73080003 履正社医療スポ　　スポーツ 専門
73080004 履正社医療スポ　　理学療法 専門
73090000 長岡介護福祉専　　 専門
73110000 松本医療福祉専　　 専門
73120000 九州中央リハビ　　 専門
73130000 アイム湘南美容　　 専門
73140001 神戸医療福中央　　介護福祉士 専門
73140002 神戸医療福中央　　鍼灸 専門
73170000 姫路福祉保育専　　 専門
73190000 大阪健康ほいく　　 専門
73200000 麻生医福観カレ　　 専門
73210001 広島福祉専門学　　介護保育 専門
73210003 広島福祉専門学　　介護福祉 専門
73210004 広島福祉専門学　　社会福祉 専門
73240001 晃陽看護栄養専　　看護 専門
73240002 晃陽看護栄養専　　栄養士 専門
73240003 晃陽看護栄養専　　調理師 専門
73240004 晃陽看護栄養専　　製菓製パン衛 専門
73240005 晃陽看護栄養専　　救急救命 専門
73240006 晃陽看護栄養専　　グランシェフ 専門
73280000 育英メディカル　　 専門
73290000 上尾中央医療専　　 専門
73300000 お茶の水医福専　　 専門
73310000 大原医秘福大宮　　 専門
73330001 熊本ＹＭＣＡ学　　児童福祉教育 専門
73330002 熊本ＹＭＣＡ学　　建築 専門
73330006 熊本ＹＭＣＡ学　　医療事務情報 専門
73330008 熊本ＹＭＣＡ学　　健康スポーツ 専門
73330009 熊本ＹＭＣＡ学　　介護福祉 専門
73330012 熊本ＹＭＣＡ学　　ビジネス総合 専門
73350000 晴陵リハビリテ　　 専門
73360000 東京エアトラベ　　 専門
73370000 東京こども専門　　 専門
73390000 智泉福祉製菓専　　 専門
73400000 仙台医療秘書福　　 専門
73410001 北陸福保専学院　　福祉保育 専門
73410003 北陸福保専学院　　介護福祉 専門
73410004 北陸福保専学院　　こども未来 専門
73410005 北陸福保専学院　　こども 専門
73420001 看護リハ新潟保　　看護 専門
73420002 看護リハ新潟保　　理学療法 専門
73430000 九州医療専門学　　 専門
73440001 つくば栄養医療　　救急救命 専門



73440002 つくば栄養医療　　栄養士 専門
73440003 つくば栄養医療　　専門調理師 専門
73440004 つくば栄養医療　　調理師 専門
73440005 つくば栄養医療　　製菓製パン 専門
73470000 筑波保育医療専　　 専門
73480000 長野救命医療専　　 専門
73490001 沖縄リハビリ福　　介護福祉 専門
73490002 沖縄リハビリ福　　理学療法 専門
73490003 沖縄リハビリ福　　作業療法 専門
73490004 沖縄リハビリ福　　言語聴覚 専門
73500000 弘前厚生学院　　 専門
73510001 医福専門緑生館　　理学療法 専門
73510002 医福専門緑生館　　作業療法 専門
73510003 医福専門緑生館　　総合看護 専門
73520000 小山歯科衛生士　　 専門
73530002 ｉキャリア医福　　介護福祉 専門
73530003 ｉキャリア医福　　医療事務福祉 専門
73540000 宇都宮ビジネス　　 専門
73550000 ウェルネス歯科　　 専門
73560000 伊勢志摩リハ専　　 専門
73570000 東海医療科学専　　 専門
73590000 太陽歯衛生士専　　 専門
73600000 中野健康医療専　　 専門
73620000 新潟こども医療　　 専門
73640000 日本外国語専門　　 専門
73650000 福井医療福祉専　　 専門
73660000 大阪こども専門　　 専門
73670000 広島デンタル専　　 専門
73680001 四国中央医療福　　理学療法 専門
73680002 四国中央医療福　　作業療法 専門
73680003 四国中央医療福　　言語聴覚 専門
73680005 四国中央医療福　　看護 専門
73690000 大阪柔道整復専　　 専門
73700000 尾道福祉専門学　　 専門
73710001 河原医療大学校　　看護 専門
73710002 河原医療大学校　　理学療法 専門
73710003 河原医療大学校　　作業療法 専門
73710004 河原医療大学校　　歯科衛生 専門
73710005 河原医療大学校　　歯科技工 専門
73710007 河原医療大学校　　診療情報管理 専門
73730000 福岡和白リハビ　　 専門
73740000 アリス学園　　 専門
73750000 広島医こども専　　 専門
73770000 日本総合教育専　　 専門
73780000 宮崎ユニバーサ　　 専門
73790000 大阪総合福祉専　　 専門
73800001 日本メディカル　　臨床工 専門
73800002 日本メディカル　　こども福祉 専門
73810000 国際医福専一関　　 専門
73830000 沖縄中央学園　　 専門
73840001 穴吹医療大学校　　看護 専門
73840003 穴吹医療大学校　　医療事務・ド 専門
73840004 穴吹医療大学校　　歯科衛生 専門
73850001 吉田医療歯科専　　救急救命 専門
73850002 吉田医療歯科専　　臨床工 専門
73850003 吉田医療歯科専　　視能訓練 専門
73850004 吉田医療歯科専　　歯科衛生 専門
73850005 吉田医療歯科専　　歯科技工 専門



73850006 吉田医療歯科専　　医療事務クラ 専門
73850007 吉田医療歯科専　　臨床検査 専門
73860001 山陰中央専門大　　自動車総合 専門
73860002 山陰中央専門大　　こども総合 専門
73860003 山陰中央専門大　　介護福祉士 専門
73870001 せいとく介護専　　こども福祉 専門
73870002 せいとく介護専　　介護福祉 専門
73880001 東北保健医療専　　医療秘書 専門
73880002 東北保健医療専　　医療情報管理 専門
73880003 東北保健医療専　　作業療法 専門
73880004 東北保健医療専　　理学療法 専門
73880005 東北保健医療専　　介護福祉 専門
73890000 札幌こども専門　　 専門
73910000 大原簿情医福保　　 専門
73920000 エルケア医療保　　 専門
73930000 北海道歯科衛生　　 専門
73940000 帯広コア専門学　　 専門
73950000 大原スポ公高崎　　 専門
73960002 仙台医健専門学　　理学療法 専門
73960003 仙台医健専門学　　スポーツ科学 専門
73960005 仙台医健専門学　　柔道整復 専門
73960006 仙台医健専門学　　視能訓練 専門
73960007 仙台医健専門学　　こども保育 専門
73970000 取手歯科衛生専　　 専門
73980000 横浜医療専門学　　 専門
73990000 横浜こども専門　　 専門
74010000 横浜保育福祉専　　 専門
74020001 大阪航空専門学　　エアライン 専門
74020002 大阪航空専門学　　航空整備士 専門
74020003 大阪航空専門学　　パイロット 専門
74020004 大阪航空専門学　　エアポート 専門
74030000 大原医福保横浜　　 専門
74040001 二葉栄養専門学　　管理栄養士 専門
74040002 二葉栄養専門学　　栄養士 専門
74040003 二葉栄養専門学　　調理師 専門
74050000 横浜ＹＭＣＡス　　 専門
74060000 大原スポ医保福　　 専門
74070000 こころ医福佐世　　 専門
74080000 国際医福専七尾　　 専門
74100000 中央福祉医療専　　 専門
74120000 優和福祉専門学　　 専門
74130000 上田福祉敬愛学　　 専門
74160000 日大松戸歯附歯　　 専門
74170001 タラ美容福祉専　　美容 専門
74170010 タラ美容福祉専　　介護福祉士 専門
74180000 かんな福祉専門　　 専門
74190001 東北外語観光専　　英語 専門
74190007 東北外語観光専　　トラベル 専門
74190008 東北外語観光専　　エアライン 専門
74200000 静岡歯科衛生専　　 専門
74210000 名古屋福祉専門　　 専門
74220000 和歌山県歯衛士　　 専門
74250000 中部コンピュー　　 専門
74260000 美芸学園幼教専　　 専門
74270000 大原こどス大阪　　 専門
74290000 大分臨床工技士　　 専門
74320000 埼玉歯科衛生専　　 専門
74340000 福祉リソー広島　　 専門



74350000 国際介護福祉専　　 専門
74360001 沖縄保健医療工　　臨床工学技士 専門
74360002 沖縄保健医療工　　救急救命士 専門
74360003 沖縄保健医療工　　柔道整復師 専門
74360004 沖縄保健医療工　　パティシエブ 専門
74360005 沖縄保健医療工　　スポーツ科学 専門
74360006 沖縄保健医療工　　スポーツ整体 専門
74380000 北海道メディカ　　 専門
74390000 朝日医療専広島　　 専門
74420000 仙台こども専門　　 専門
74430000 大宮こども専門　　 専門
74440000 名古屋こども専　　 専門
74450000 多摩リハビリテ　　 専門
74470000 明徳福祉専門学　　 専門
74480000 竹早教員保育士　　 専門
74490000 大原簿情宇都宮　　 専門
74500000 くらしき総合福　　 専門
74510000 徳島医療福祉専　　 専門
74540000 千葉医療秘書専　　 専門
74550002 湘央生命科技専　　応用生物科学 専門
74550003 湘央生命科技専　　救急救命 専門
74560000 慈恵福祉保育専　　 専門
74570000 大阪保育福祉専　　 専門
74580000 田原福祉専門学　　 専門
74590001 国際こども福祉　　こども福祉教 専門
74590002 国際こども福祉　　介護福祉 専門
74590006 国際こども福祉　　福祉心理 専門
74590007 国際こども福祉　　こども保育 専門
74590008 国際こども福祉　　こども未来教 専門
74590009 国際こども福祉　　福祉コミュニ 専門
74590010 国際こども福祉　　介護福祉こど 専門
74600000 中部福祉保育医　　 専門
74610000 鈴鹿オフィス医　　 専門
74620000 三重介護福祉専　　 専門
74630000 オホーツク社福　　 専門
74640001 仙台保健福祉専　　介護福祉 専門
74640006 仙台保健福祉専　　こども 専門
74640020 仙台保健福祉専　　理学療法 専門
74640021 仙台保健福祉専　　作業療法 専門
74640022 仙台保健福祉専　　歯科衛生 専門
74650000 京葉介護福祉専　　 専門
74660001 秋田社会福祉専　　社会福祉 専門
74660002 秋田社会福祉専　　保育児童福祉 専門
74660003 秋田社会福祉専　　総合福祉 専門
74680001 東京医療学院　　理学療法 専門
74700001 中央歯衛士調理　　高度調理経営 専門
74700002 中央歯衛士調理　　歯科衛生 専門
74710000 日本医歯薬専門　　 専門
74720000 北陸ビジ福祉専　　 専門
74730000 長野社会福祉専　　 専門
74740001 東都リハビリテ　　理学療法 専門
74750000 静岡福祉医療専　　 専門
74790000 静岡こども福祉　　 専門
74800000 山形医療技術専　　 専門
74810000 臨床福祉専門学　　 専門
74820000 いばらき中央福　　 専門
74830000 麻生医福専福岡　　 専門
74850000 和歌山ＹＭＣＡ　　 専門



74870000 栃木介護福祉専　　 専門
74880000 中央医療歯科専　　 専門
74900000 鳥取社会福祉専　　 専門
74910000 新潟医療福祉カ　　 専門
74920000 福島介護福祉専　　 専門
74940000 中央情報経理専　　 専門
74950001 大阪ハイテクノ　　スポーツ科学 専門
74950004 大阪ハイテクノ　　臨床工学技士 専門
74950005 大阪ハイテクノ　　柔道整復師 専門
74950012 大阪ハイテクノ　　鍼灸スポーツ 専門
74950013 大阪ハイテクノ　　柔道整復スポ 専門
74950014 大阪ハイテクノ　　生命工学技術 専門
74960000 大原情医和歌山　　 専門
74970000 鹿児島キャリア　　 専門
74980001 名古屋医健スポ　　スポーツ科学 専門
74980002 名古屋医健スポ　　柔道整復 専門
74980003 名古屋医健スポ　　鍼灸 専門
74980004 名古屋医健スポ　　トータルビュ 専門
74980005 名古屋医健スポ　　理学療法 専門
74980006 名古屋医健スポ　　作業療法 専門
74980007 名古屋医健スポ　　歯科衛生 専門
74980008 名古屋医健スポ　　こども保育 専門
75000000 京都文化医療専　　 専門
75010000 福岡こども専門　　 専門
75020000 関西社会福祉専　　 専門
75030000 大宮医療専門学　　 専門
75040000 上越保健医福専　　 専門
75050000 島根総合福祉専　　 専門
75060000 平成福祉専門学　　 専門
75070000 フチガミ医福専　　 専門
75080000 新潟柔整専門学　　 専門
75090000 大原医福専水戸　　 専門
75100000 ＹＩＣ保育ビジ　　 専門
75110000 六日市医技専門　　 専門
75130000 熊本歯科衛生士　　 専門
75140000 熊本歯科技術専　　 専門
75160000 長岡こども医療　　 専門
75170000 新庄コアカレッ　　 専門
75180000 神奈川社会福祉　　 専門
75200001 聖ヶ丘教育福祉　　幼稚園教員保 専門
75200002 聖ヶ丘教育福祉　　保育士養成 専門
75210029 日本工学院八王　　放送芸術 専門
75210030 日本工学院八王　　声優・演劇 専門
75210031 日本工学院八王　　マンガ・アニ 専門
75210033 日本工学院八王　　グラフィック 専門
75210034 日本工学院八王　　ゲームクリエ 専門
75210036 日本工学院八王　　ミュージック 専門
75210037 日本工学院八王　　コンサートイ 専門
75210038 日本工学院八王　　音響芸術 専門
75210039 日本工学院八王　　ＩＴスペシャ 専門
75210040 日本工学院八王　　情報処理 専門
75210041 日本工学院八王　　ロボット 専門
75210043 日本工学院八王　　建築設計 専門
75210045 日本工学院八王　　応用生物 専門
75210046 日本工学院八王　　自動車整備 専門
75210047 日本工学院八王　　鍼灸 専門
75210048 日本工学院八王　　柔道整復 専門
75210051 日本工学院八王　　ＣＧ映像 専門



75210053 日本工学院八王　　パソコン・ネ 専門
75210054 日本工学院八王　　情報ビジネス 専門
75210055 日本工学院八王　　一級自動車整 専門
75210056 日本工学院八王　　インテリアデ 専門
75210057 日本工学院八王　　プロダクトデ 専門
75210058 日本工学院八王　　医療事務 専門
75210060 日本工学院八王　　電子・電気 専門
75210061 日本工学院八王　　機械設計 専門
75210062 日本工学院八王　　建築 専門
75210063 日本工学院八王　　土木・造園 専門
75210064 日本工学院八王　　スポーツトレ 専門
75210065 日本工学院八王　　スポーツ健康 専門
75210066 日本工学院八王　　こども 専門
75210067 日本工学院八王　　Ｗｅｂクリエ 専門
75220000 東京医療専門学　　 専門
75230000 慈恵歯科医療フ　　 専門
75260000 松江栄養調理製　　 専門
75270000 安房医療福祉専　　 専門
75280000 大原介護福沼津　　 専門
75290000 ひまわり幼児教　　 専門
75300000 大原医福製スポ　　 専門
75310001 守里会看護福祉　　看護 専門
75310002 守里会看護福祉　　介護福祉 専門
75310003 守里会看護福祉　　保育 専門
75320000 大原医介福大分　　 専門
75340000 武蔵野栄養専門　　 専門
75360000 八戸社会福祉専　　 専門
75370000 和歌山社会福祉　　 専門
75380000 南愛媛医療アカ　　 専門
75400000 岡山建部医療福　　 専門
75410000 千葉こども専門　　 専門
75420000 札幌スポメデ専　　 専門
75430000 新横浜歯科衛生　　 専門
75440000 大原簿情ビ盛岡　　 専門
75470000 アルスコンピュ　　 専門
75480000 秋田リハビリテ　　 専門
75490000 日本福祉大中央　　 専門
75500000 東京未来大福祉　　 専門
75510000 新東京歯科衛生　　 専門
75520000 石川県立保育専　　 専門
75530000 佐渡保育専門学　　 専門
75540000 大原簿情ビ松本　　 専門
75550000 東海こども専門　　 専門
75560000 舞鶴ＹＭＣＡ専　　 専門
75570000 横浜リハビリテ　　 専門
75590000 大原医歯専大阪　　 専門
75600000 岡山高等歯衛専　　 専門
75610000 大原医福保姫路　　 専門
75620001 高知開成専門学　　高度システム 専門
75620002 高知開成専門学　　システム開発 専門
75620003 高知開成専門学　　ＩＴ情報 専門
75620004 高知開成専門学　　看護 専門
75630000 出雲コアカレッ　　 専門
75650000 コンピュータ教　　 専門
75660000 成田国際福祉専　　 専門
75670001 高知福祉専門学　　社会福祉 専門
75670002 高知福祉専門学　　介護福祉 専門
75670003 高知福祉専門学　　こども福祉 専門



75680000 品川介護福祉専　　 専門
75690000 世田谷福祉専門　　 専門
75700000 保介ビジ名古屋　　 専門
75710000 京都ＹＭＣＡ専　　 専門
75720001 大阪医専　　救急救命 専門
75720002 大阪医専　　臨床工学 専門
75720004 大阪医専　　高度看護保健 専門
75720005 大阪医専　　診療情報管理 専門
75720006 大阪医専　　医療秘書 専門
75720007 大阪医専　　理学療法 専門
75720008 大阪医専　　作業療法 専門
75720009 大阪医専　　視能療法 専門
75720011 大阪医専　　スポーツトレ 専門
75720012 大阪医専　　アスレティッ 専門
75720015 大阪医専　　鍼灸 専門
75720016 大阪医専　　柔道整復 専門
75720017 大阪医専　　実践看護 専門
75720018 大阪医専　　介護福祉 専門
75720019 大阪医専　　高度専門看護 専門
75740000 沖縄統合医療学　　 専門
75750000 宮城高等歯衛士　　 専門
75760000 千葉・柏リハビ　　 専門
75770000 沖縄福祉保育専　　 専門
75800000 北海道体育大学　　 専門
75810000 大原簿情ビ甲府　　 専門
75840001 神奈川衛生学園　　東洋医療総合 専門
75840002 神奈川衛生学園　　看護 専門
75850000 北海道介護福祉　　 専門
75860000 織田栄養専門学　　 専門
75870001 香川調理製菓専　　調理師 専門
75870002 香川調理製菓専　　製菓 専門
75870004 香川調理製菓専　　調理マイスタ 専門
75880000 日本デザイン福　　 専門
75890000 大原簿医保立川　　 専門
75900000 にいがた食育保　　 専門
75910000 朝日国際医療福　　 専門
75920000 たかさきナイチ　　 専門
75930001 関西総合リハビ　　作業療法 専門
75930002 関西総合リハビ　　理学療法 専門
75930003 関西総合リハビ　　言語聴覚 専門
75940000 大原こども専門　　 専門
75950000 リハビリ島根　　 専門
75960000 聖隷介護福祉専　　 専門
75970000 宮崎福祉医療カ　　 専門
75980000 大原保医福熊本　　 専門
75990000 服部栄養専門学　　 専門
76000000 神戸元町こども　　 専門
76030002 池見札幌歯衛士　　歯科衛生士 専門
76040000 宇都宮歯衛生専　　 専門
76050000 東京リハビリ専　　 専門
76060000 沖縄歯科衛生士　　 専門
76070000 大阪リハビリテ　　 専門
76080002 大阪歯科学院専　　歯科衛生士 専門
76090001 大阪保健福祉専　　看護 専門
76090002 大阪保健福祉専　　介護福祉 専門
76090003 大阪保健福祉専　　社会福祉 専門
76090004 大阪保健福祉専　　医療秘書・情 専門
76090007 大阪保健福祉専　　保健保育 専門



76100000 大泉保育福祉専　　 専門
76110000 なにわ歯科衛生　　 専門
76140000 蒲田保育専門学　　 専門
76150001 関西医療学園専　　東洋医療 専門
76150002 関西医療学園専　　東洋医療鍼灸 専門
76150003 関西医療学園専　　柔道整復 専門
76150004 関西医療学園専　　理学療法 専門
76160001 関西保育福祉専　　保育 専門
76160002 関西保育福祉専　　介護福祉 専門
76170000 関東歯衛生専門　　 専門
76180000 関東鍼灸専門学　　 専門
76190000 関東リハビリテ　　 専門
76200001 関西学研医療福　　介護福祉 専門
76200003 関西学研医療福　　作業療法 専門
76200005 関西学研医療福　　理学療法 専門
76200007 関西学研医療福　　看護 専門
76210000 九州歯技工専門　　 専門
76230000 九州文化歯衛士　　 専門
76260000 越谷保育専門学　　 専門
76270001 甲賀健康医療専　　スポーツ健康 専門
76270002 甲賀健康医療専　　柔道整復 専門
76300000 四国歯衛士専門　　 専門
76310000 滋賀県歯技工専　　 専門
76320000 新東京歯技工士　　 専門
76330000 北上福祉教育専　　 専門
76340000 草苑保育専門学　　 専門
76350001 箕面福祉保育専　　保育 専門
76350002 箕面福祉保育専　　介護福祉 専門
76350003 箕面福祉保育専　　作業療法 専門
76360000 高岡幼稚園保育　　 専門
76370000 千葉女子専門学　　 専門
76400002 東京医療福祉専　　はり・きゅう 専門
76400003 東京医療福祉専　　柔道整復 専門
76410000 東京歯科衛生専　　 専門
76420000 東京歯会附歯衛　　 専門
76430000 長崎歯科技術専　　 専門
76440000 奈良保育学院　　 専門
76450000 日本歯科学院専　　 専門
76470000 藤華医療技術専　　 専門
76480000 福岡歯科衛生専　　 専門
76490000 北海道医大附歯　　 専門
76500001 松江総合医療専　　理学療法士 専門
76500002 松江総合医療専　　作業療法士 専門
76500004 松江総合医療専　　看護 専門
76520000 ユマニテク医福　　 専門
76560001 アール医福専　　理学療法 専門
76560002 アール医福専　　作業療法 専門
76560003 アール医福専　　介護福祉 専門
76560004 アール医福専　　医療福祉事務 専門
76560005 アール医福専　　看護 専門
76570000 アポロ歯衛士専　　 専門
76580000 愛国学園保育専　　 専門
76590000 愛歯技工専門学　　 専門
76600001 朝日医療大学校　　鍼灸 専門
76600002 朝日医療大学校　　柔道整復 専門
76600003 朝日医療大学校　　歯科衛生 専門
76600004 朝日医療大学校　　理学療法 専門
76600005 朝日医療大学校　　看護 専門



76610000 麻生リハビリ大　　 専門
76620000 茨城歯科専門学　　 専門
76630001 岩国ＹＭＣＡ専　　保健看護 専門
76630002 岩国ＹＭＣＡ専　　医療秘書 専門
76630003 岩国ＹＭＣＡ専　　介護福祉 専門
76680000 新横浜歯技士専　　 専門
76690000 北九州保育福祉　　 専門
76700000 北信越柔整専門　　 専門
76710000 国際鍼灸専門学　　 専門
76720001 サンビレッジ専　　介護福祉 専門
76720002 サンビレッジ専　　作業療法 専門
76720003 サンビレッジ専　　言語聴覚 専門
76730000 彰栄保育福祉専　　 専門
76750000 新大阪歯技士専　　 専門
76760000 玉成保育専門学　　 専門
76770001 玉野総合医療専　　保健看護 専門
76770002 玉野総合医療専　　理学療法 専門
76770003 玉野総合医療専　　作業療法 専門
76770004 玉野総合医療専　　介護福祉 専門
76800000 東奥保育福祉専　　 専門
76810000 東洋医療専門学　　 専門
76820007 岐阜保健短医専　　東洋／はりき 専門
76820008 岐阜保健短医専　　東洋／柔道整 専門
76840000 日本柔道整復専　　 専門
76850000 日本総合医療専　　 専門
76860001 マロニエ医福専　　介護福祉 専門
76860003 マロニエ医福専　　作業療法 専門
76860004 マロニエ医福専　　理学療法 専門
76860005 マロニエ医福専　　看護 専門
76870000 三河歯科衛生専　　 専門
76880004 読売理工医福専　　放送映像 専門
76880005 読売理工医福専　　電気電子 専門
76880007 読売理工医福専　　建築 専門
76880008 読売理工医福専　　臨床工 専門
76880010 読売理工医福専　　介護福祉 専門
76880015 読売理工医福専　　クロスメディ 専門
76880016 読売理工医福専　　ＴＶディレク 専門
76880017 読売理工医福専　　ケアキャリア 専門
76890000 リリーこどもス　　 専門
76900000 前橋東洋医学専　　 専門
76920001 トリニティ広島　　介護福祉 専門
76920002 トリニティ広島　　医療秘書福祉 専門
76920003 トリニティ広島　　保育社会福祉 専門
76920004 トリニティ広島　　臨床工 専門
76930000 堺歯科衛生士専　　 専門
76940000 埼玉医療福祉専　　 専門
76950000 埼玉歯技士専門　　 専門
76960000 吉川福祉専門学　　 専門
76970000 札幌リハビリテ　　 専門
76980001 四国医療工学専　　医療情報 専門
76980002 四国医療工学専　　臨床工学 専門
76990000 滋賀医療技術専　　 専門
77000000 湘南医療福祉専　　 専門
77010000 湘南歯衛士専門　　 専門
77020001 郡山健康科学専　　介護福祉 専門
77020002 郡山健康科学専　　作業療法 専門
77020003 郡山健康科学専　　理学療法 専門
77020004 郡山健康科学専　　柔道整復 専門



77020007 郡山健康科学専　　こども未来 専門
77030000 城西放射線技専　　 専門
77050000 赤門鍼灸柔整専　　 専門
77070000 高崎歯科衛生専　　 専門
77080000 茅ヶ崎リハビリ　　 専門
77090000 千葉医療福祉専　　 専門
77100000 中央医療学園専　　 専門
77110000 つくば歯科衛生　　 専門
77120000 鳥取県立歯衛専　　 専門
77130000 土佐リハビリテ　　 専門
77140000 東海医療学園専　　 専門
77160000 東北歯科技工専　　 専門
77170000 東洋鍼灸専門学　　 専門
77180000 富山歯科総合学　　 専門
77190001 長崎医療技術専　　理学療法 専門
77190002 長崎医療技術専　　作業療法 専門
77200000 奈良リハビリテ　　 専門
77210000 名古屋歯衛士専　　 専門
77220001 国際メディカル　　看護 専門
77220002 国際メディカル　　臨床工学技士 専門
77220004 国際メディカル　　鍼灸 専門
77220005 国際メディカル　　診療情報管理 専門
77220006 国際メディカル　　医療事務総合 専門
77230000 東京西の森歯衛　　 専門
77240000 日本リハビリテ　　 専門
77250000 阪奈中央リハビ　　 専門
77260005 浜松医療学院　　鍼灸 専門
77260006 浜松医療学院　　柔道整復 専門
77270000 浜松歯衛生士専　　 専門
77290000 藤リハビリテー　　 専門
77300006 福岡医療専門学　　理学療法 専門
77300007 福岡医療専門学　　柔道整復 専門
77300008 福岡医療専門学　　鍼灸 専門
77300009 福岡医療専門学　　診療放射線 専門
77300010 福岡医療専門学　　看護 専門
77310000 平成医療学園専　　 専門
77320000 北海道歯技術専　　 専門
77330000 北海道柔整復専　　 専門
77350000 北海道鍼灸専門　　 専門
77360000 前橋医療福祉専　　 専門
77370000 宮崎歯科技術専　　 専門
77380000 美萩野保健衛生　　 専門
77390000 メディカル青照　　 専門
77400000 森ノ宮医療学専　　 専門
77410000 山口コメディカ　　 専門
77420000 横浜歯科医療専　　 専門
77430000 了徳寺医療専門　　 専門
77440000 早稲田歯衛士専　　 専門
77460001 徳島健祥会福専　　介護福祉 専門
77460002 徳島健祥会福専　　理学療法 専門
77460003 徳島健祥会福専　　作業療法 専門
77460004 徳島健祥会福専　　保育福祉 専門
77460005 徳島健祥会福専　　保育 専門
77470001 北都保健福祉専　　理学療法 専門
77470002 北都保健福祉専　　作業療法 専門
77470006 北都保健福祉専　　看護 専門
77480002 神戸医福専三田　　義肢装具士 専門
77480003 神戸医福専三田　　救急救命士 専門



77480004 神戸医福専三田　　理学療法士 専門
77480005 神戸医福専三田　　整形靴 専門
77480006 神戸医福専三田　　作業療法士 専門
77480007 神戸医福専三田　　言語聴覚士 専門
77490001 伊勢保健衛生専　　看護 専門
77490002 伊勢保健衛生専　　歯科衛生 専門
77500000 鹿児島鍼灸専門　　 専門
77510002 呉竹鍼灸柔整専　　鍼灸 専門
77510006 呉竹鍼灸柔整専　　鍼灸マッサー 専門
77510007 呉竹鍼灸柔整専　　柔道整復 専門
77520001 国際医療福祉専　　救急救命 専門
77520002 国際医療福祉専　　理学療法 専門
77530000 島根リハビリテ　　 専門
77540000 帝京福祉専門学　　 専門
77550000 東京柔道整復専　　 専門
77560000 東邦歯科医療専　　 専門
77570000 仙台接骨医療専　　 専門
77580000 明治東洋医学専　　 専門
77610000 鹿児島歯科学専　　 専門
77620000 佐賀歯科衛生専　　 専門
77630000 豊橋歯科衛生専　　 専門
77640000 道灌山保育福専　　 専門
77650000 名古屋歯科医専　　 専門
77660000 日体柔整専門学　　 専門
77670000 日大歯附歯技専　　 専門
77680000 日本指圧専門学　　 専門
77690000 兵庫歯科学院専　　 専門
77700000 秋田県歯医療専　　 専門
77710000 石川歯科医療専　　 専門
77720001 ＫＣＳ大分情報　　大学併修 専門
77720002 ＫＣＳ大分情報　　情報マルチ専 専門
77720003 ＫＣＳ大分情報　　情報マルチメ 専門
77720004 ＫＣＳ大分情報　　ビジネスパソ 専門
77720005 ＫＣＳ大分情報　　医療情報 専門
77730001 長野医療衛生専　　歯科衛生士 専門
77730002 長野医療衛生専　　言語聴覚士 専門
77730003 長野医療衛生専　　音楽療法士 専門
77740000 大分介護福祉専　　 専門
77750000 豊心福祉学園　　 専門
77760001 穴吹リハビリテ　　理学療法 専門
77760002 穴吹リハビリテ　　作業療法 専門
77770000 鹿児島医療工専　　 専門
77870003 大阪医療福祉専　　視能訓練士 専門
77870005 大阪医療福祉専　　診療情報管理 専門
77870006 大阪医療福祉専　　理学療法士 専門
77870007 大阪医療福祉専　　作業療法士 専門
77920001 盛岡医療福祉専　　こども福祉 専門
77920002 盛岡医療福祉専　　介護福祉 専門
77920003 盛岡医療福祉専　　医療事務 専門
77920004 盛岡医療福祉専　　社会福祉 専門
77920006 盛岡医療福祉専　　心理福祉 専門
77920011 盛岡医療福祉専　　柔道整復 専門
77920012 盛岡医療福祉専　　鍼灸 専門
77920013 盛岡医療福祉専　　スポーツ健康 専門
77920014 盛岡医療福祉専　　こども未来 専門
77930001 福島医療専門学　　鍼灸 専門
77930002 福島医療専門学　　柔整 専門
77930003 福島医療専門学　　歯科衛生士 専門



77940001 横浜ＹＭＣＡ学　　作業療法 専門
77950001 国際医療看護福　　救急救命士 専門
77950002 国際医療看護福　　言語聴覚士 専門
77950004 国際医療看護福　　臨床工学技士 専門
77950005 国際医療看護福　　看護 専門
77950006 国際医療看護福　　介護福祉 専門
77960001 東洋パラメディ　　救急救命 専門
77960002 東洋パラメディ　　臨床工 専門
77970001 神奈川柔整鍼灸　　柔道整復 専門
77970004 神奈川柔整鍼灸　　鍼灸 専門
77980001 太田医療技術専　　理学療法 専門
77980002 太田医療技術専　　作業療法 専門
77980003 太田医療技術専　　救急救命 専門
77980004 太田医療技術専　　臨床工 専門
77980005 太田医療技術専　　歯科衛生 専門
77980006 太田医療技術専　　医療事務管理 専門
77980007 太田医療技術専　　介護福祉 専門
77990001 医学アカデミー　　理学療法 専門
78000001 浦和専門学校　　鍼灸 専門
78000002 浦和専門学校　　視能訓練士 専門
78020001 日本健康医療専　　鍼灸 専門
78020002 日本健康医療専　　柔道整復 専門
78020003 日本健康医療専　　ライフケア 専門
78030001 北豊島医療専門　　柔道整復 専門
78040001 日本医学柔整専　　柔道整復 専門
78040002 日本医学柔整専　　鍼灸 専門
78050001 町田福祉保育専　　こども保育 専門
78050002 町田福祉保育専　　介護福祉 専門
78050003 町田福祉保育専　　総合福祉 専門
78060003 ＹＭＣＡ健福専　　介護福祉 専門
78060005 ＹＭＣＡ健福専　　こども総合 専門
78080001 富山情報ビジ専　　幼児教育 専門
78080002 富山情報ビジ専　　デジタルメデ 専門
78080003 富山情報ビジ専　　情報システム 専門
78080009 富山情報ビジ専　　医療事務 専門
78080010 富山情報ビジ専　　インターネッ 専門
78080012 富山情報ビジ専　　高度情報シス 専門
78080013 富山情報ビジ専　　ホテル・ブラ 専門
78080015 富山情報ビジ専　　インターナシ 専門
78090002 金沢福祉専門学　　介護福祉 専門
78090004 金沢福祉専門学　　こども福祉 専門
78120000 ナゴノ福歯医専　　 専門
78130000 国際東洋医療学　　 専門
78160001 南海福祉専門学　　児童福祉 専門
78160005 南海福祉専門学　　介護社会福祉 専門
78170001 福山医療専門学　　理学療法 専門
78170002 福山医療専門学　　作業療法 専門
78170004 福山医療専門学　　救急救命 専門
78190004 福岡医健専門学　　スポーツ科学 専門
78190005 福岡医健専門学　　医療事務ビジ 専門
78190007 福岡医健専門学　　救急救命 専門
78190010 福岡医健専門学　　柔道整復 専門
78190011 福岡医健専門学　　鍼灸 専門
78190012 福岡医健専門学　　理学療法 専門
78190013 福岡医健専門学　　作業療法 専門
78190014 福岡医健専門学　　薬業 専門
78190015 福岡医健専門学　　歯科衛生士 専門
78190016 福岡医健専門学　　看護 専門



78200001 長崎情報ビジ専　　介護福祉 専門
78210007 湖東カレッジ唐　　日本語 専門
78210011 湖東カレッジ唐　　こども 専門
78210012 湖東カレッジ唐　　こども未来 専門
78230001 西日本教育医療　　こども未来 専門
78230004 西日本教育医療　　医療事務管理 専門
78230008 西日本教育医療　　視能訓練士 専門
78240002 常盤学院　　調理師養成 専門
78240005 常盤学院　　パティシエ 専門
78250001 鹿児島医療リハ　　理学療法 専門
78250002 鹿児島医療リハ　　作業療法 専門
78250003 鹿児島医療リハ　　はり・きゅう 専門
78250004 鹿児島医療リハ　　柔道整復 専門
78250005 鹿児島医療リハ　　言語聴覚 専門
78260001 今村ライセンス　　柔道整復師 専門
78260002 今村ライセンス　　栄養士 専門
78260006 今村ライセンス　　パティシエ 専門
78260007 今村ライセンス　　調理師 専門
78270001 琉球リハビリテ　　理学療法 専門
78270002 琉球リハビリテ　　作業療法 専門
78270005 琉球リハビリテ　　メディカルス 専門
78270006 琉球リハビリテ　　海洋リハビリ 専門
78280001 関西健康科学専　　スポーツ医療 専門
78290001 福岡リハビリ専　　理学療法 専門
78290002 福岡リハビリ専　　作業療法 専門
78310000 関東福祉専門学　　 専門
78330001 四国医療福祉専　　介護福祉 専門
78330003 四国医療福祉専　　医療事務 専門
78330004 四国医療福祉専　　臨床工学 専門
78480000 篠原保育医療情　　 専門
78510000 日本スクールオ　　 専門
78520000 日本スク２１　　 専門
78530000 倉敷リハビリテ　　 専門
78540001 ＩＧＬ医療福祉　　介護福祉 専門
78540002 ＩＧＬ医療福祉　　鍼灸 専門
78540003 ＩＧＬ医療福祉　　柔整 専門
78540004 ＩＧＬ医療福祉　　口腔保健 専門
78550001 ＩＷＡＤ環境専　　みどりの環境 専門
78550002 ＩＷＡＤ環境専　　農園芸 専門
78550003 ＩＷＡＤ環境専　　人間総合福祉 専門
78550004 ＩＷＡＤ環境専　　リハビリテー 専門
78560000 秋草福祉教育専　　 専門
78570000 池見東京医療専　　 専門
78600000 東北メディカル　　 専門
78610001 東日本医療専門　　柔道整復スポ 専門
78610002 東日本医療専門　　鍼灸スポーツ 専門
78610004 東日本医療専門　　柔道整復 専門
78620000 福山福祉専門学　　 専門
78630000 文化長野保育専　　 専門
78640001 北海道医薬専門　　診療放射線 専門
78640002 北海道医薬専門　　薬業 専門
78640003 北海道医薬専門　　医療事務 専門
78640004 北海道医薬専門　　看護 専門
78650001 宮崎医療福祉専　　看護 専門
78650004 宮崎医療福祉専　　医療秘書 専門
78650006 宮崎医療福祉専　　理学療法士養 専門
78660000 盛岡社会福祉専　　 専門
78670000 ＹＩＣリハビリ　　 専門



78680000 山野医療専門学　　 専門
78700000 足利製菓福祉専　　 専門
78730000 リゾートカレ　　 専門
78760000 東日本栄養医薬　　 専門
78770000 大川医療福祉専　　 専門
78780000 大阪国際福祉専　　 専門
78790000 大原医秘福保専　　 専門
78800000 大原医療秘新潟　　 専門
78820000 関東柔道整復専　　 専門
78830000 北九州リハビリ　　 専門
78840000 久留米リハビリ　　 専門
78850000 さいたま柔整専　　 専門
78860000 新大阪歯衛士専　　 専門
78880000 仙台リハビリテ　　 専門
78890000 穴吹デザイン　　 専門
78900000 ＹＭＣＡ社保専　　 専門
78910000 日本文理医療専　　 専門
78980000 大原医療福祉専　　 専門
79010000 北海道福祉大学　　 専門
79160001 下関看護リハビ　　理学療法 専門
79160002 下関看護リハビ　　看護 専門
79250001 河原医療福祉専　　介護福祉 専門
79250002 河原医療福祉専　　社会福祉メデ 専門
79250003 河原医療福祉専　　こども未来 専門
79250004 河原医療福祉専　　柔道整復師 専門
79250005 河原医療福祉専　　鍼灸師 専門
79270000 小倉リハビリテ　　 専門
79350000 大阪バイオメデ　　 専門
79400000 星城大リハビリ　　 専門
79460000 トリニティ出雲　　 専門
79610000 北日本医療福専　　 専門
79670001 若狭医療福祉専　　理学療法 専門
79670002 若狭医療福祉専　　介護福祉 専門
79670003 若狭医療福祉専　　医療秘書 専門
79670004 若狭医療福祉専　　医療保育 専門
79680000 信州医療福祉専　　 専門
79690001 白寿医療学院　　理学療法 専門
79690002 白寿医療学院　　柔道整復 専門
79690003 白寿医療学院　　鍼灸 専門
79700001 浜松医療福祉専　　現代はりきゅ 専門
79700002 浜松医療福祉専　　介護福祉 専門
79700003 浜松医療福祉専　　歯科衛生士 専門
79710000 富士リハビリ専　　 専門
79720001 あいち福祉医専　　介護福祉 専門
79720002 あいち福祉医専　　理学療法 専門
79720003 あいち福祉医専　　作業療法 専門
79740001 京都医健専門学　　柔道整復 専門
79740002 京都医健専門学　　鍼灸 専門
79740003 京都医健専門学　　スポーツ科学 専門
79740004 京都医健専門学　　理学療法 専門
79740007 京都医健専門学　　作業療法 専門
79740008 京都医健専門学　　視能訓練 専門
79740009 京都医健専門学　　トータルビュ 専門
79750000 関西医科専門学　　 専門
79760000 はくほう会赤穂　　 専門
79780000 穴吹パティシエ　　 専門
79790001 九州保福大医専　　看護 専門
79790002 九州保福大医専　　鍼灸 専門



79810000 名古屋ユマニテ　　 専門
80010000 由利本荘看護学　　 看護
80020000 県立愛知看護専　　 看護
80030000 更生看護専門学　　 看護
80040000 愛知県総合看護　　 看護
80050000 御殿場看護学校　　 看護
80070000 秋田県立衛生看　　 看護
80080002 愛知看護福祉専　　保健看護 看護
80090000 ＪＡ旭川厚生看　　 看護
80110001 麻生看護大学校　　看護 看護
80120000 厚木看護専門学　　 看護
80130002 石川県総合看専　　第二看護 看護
80130004 石川県総合看専　　准看護 看護
80140000 市立函館病高看　　 看護
80150000 姫路医師会看専　　 看護
80160000 市立室蘭看護専　　 看護
80170000 島原市医師会看　　 看護
80180000 国際ＴＢＣ看専　　 看護
80190000 秋田看護学校　　 看護
80200001 今治看護専門学　　第一看護 看護
80200002 今治看護専門学　　准看護 看護
80210000 岩国医療附看護　　 看護
80220000 岩手県一関高看　　 看護
80230000 岩手県二戸高看　　 看護
80240000 岩手県宮古高看　　 看護
80250000 岩見沢市立高看　　 看護
80280000 浦河赤十字看護　　 看護
80290000 嬉野医療附看護　　 看護
80300000 報徳看護専門学　　 看護
80310000 千葉青葉看護専　　 看護
80320000 近江八幡市看専　　 看護
80330001 大阪府医師会看　　看護 看護
80350000 大阪病院附属看　　 看護
80360000 府中看護高等専　　 看護
80380000 聖十字看護専門　　 看護
80390000 大阪赤十字看専　　 看護
80430000 大阪労災看護専　　 看護
80440000 王子総合病院附　　 看護
80450000 太田看護専門学　　 看護
80460000 福岡水巻看護助　　 看護
80470000 大津市病付看専　　 看護
80480000 大津赤十字看専　　 看護
80490000 大原看護専門学　　 看護
80500000 さいたま赤十字　　 看護
80520000 ぐしかわ看護専　　 看護
80530001 釧路市医師会看　　看護 看護
80540000 岡山済生会看専　　 看護
80550002 岡山医療福祉専　　介護福祉 看護
80550003 岡山医療福祉専　　看護 看護
80560000 岡山赤十字看専　　 看護
80570000 岡山医療附看護　　 看護
80580000 岡山労災看護専　　 看護
80590000 日立メディカル　　 看護
80600000 上越看護専門学　　 看護
80610000 小澤高等看護学　　 看護
80620000 小樽市立高等看　　 看護
80630000 尾道市医師会看　　 看護
80640000 帯広高等看護学　　 看護



80660000 函館看護専門学　　 看護
80670000 上田看護専門学　　 看護
80680000 国際医福塩谷看　　 看護
80690000 鹿児島看護専門　　 看護
80710000 神奈川衛生看護　　 看護
80720000 よこはま看護専　　 看護
80750000 金沢医療附看護　　 看護
80760000 鹿屋市立鹿屋看　　 看護
80770000 イムス横浜国際　　 看護
80780000 上天草看護専門　　 看護
80790001 亀田医療技術専　　看護 看護
80800000 京都看護高等専　　 看護
80810000 弘前市医師会看　　 看護
80820000 仙台徳洲看護専　　 看護
80830000 関西医大附看専　　 看護
80850000 茨城北西看護専　　 看護
80860000 北九州市立看護　　 看護
80870000 高崎市医師会看　　 看護
80880000 岐阜県立下呂看　　 看護
80890000 えきさい看護専　　 看護
80900000 岐阜市立看護専　　 看護
80910000 大阪医療看護専　　 看護
80940000 京都第一赤看専　　 看護
80950000 京都第二赤看専　　 看護
80960000 京都中央看護保　　 看護
80970000 京都医療附看助　　 看護
80980000 ウエスト看護専　　 看護
80990000 共立高等看護　　 看護
81000000 杏林大医付看専　　 看護
81010001 タラ看護専門学　　看護 看護
81010002 タラ看護専門学　　医療事務 看護
81020000 勤医協札幌看専　　 看護
81040000 釧路市立高等看　　 看護
81060000 釧路労災看護専　　 看護
81070000 熊本医療附看護　　 看護
81080000 熊本労災看護専　　 看護
81090000 久米田看護専門　　 看護
81100000 浜松医師会看護　　 看護
81110000 倉敷中央看護専　　 看護
81120000 倉吉総合看護専　　 看護
81130000 北九州看護大学　　 看護
81140001 武雄看護リハビ　　看護 看護
81140002 武雄看護リハビ　　理学療法 看護
81150000 呉共済病附看専　　 看護
81160000 呉市医師会看専　　 看護
81170000 呉医療附呉看護　　 看護
81180000 アカデミー看護　　 看護
81190000 鳴門病院附属看　　 看護
81200000 苫小牧看護専門　　 看護
81210000 北海道看護専門　　 看護
81220000 さいたま看護専　　 看護
81230000 岐阜県多治見看　　 看護
81240000 川越看護専門学　　 看護
81250000 那須看護専門学　　 看護
81270000 するが看護専門　　 看護
81280000 健和看護学院　　 看護
81300000 草津看護専門学　　 看護
81310000 おばせ看護学院　　 看護



81320000 高知病院附看護　　 看護
81330000 神戸中央病附看　　 看護
81350000 伊丹准看護高等　　 看護
81370000 大阪医療附看護　　 看護
81380000 大阪南医療附看　　 看護
81420000 三重中央附看護　　 看護
81440000 豊橋准看護学校　　 看護
81450000 岡崎市立看護専　　 看護
81460000 尾北看護専門学　　 看護
81480000 まつかげ看護専　　 看護
81510000 中村記念病附看　　 看護
81520000 沼津市立看護専　　 看護
81540000 滋賀県済生会看　　 看護
81560000 佐久病院看護専　　 看護
81570000 佐世保市立看護　　 看護
81600000 三友堂看護専門　　 看護
81610000 水沢学苑看護専　　 看護
81620000 酒田看護専門学　　 看護
81630000 滋賀県立看護専　　 看護
81640000 水戸市医師会看　　 看護
81650000 慈恵看護専門学　　 看護
81660000 加賀看護学校　　 看護
81670000 静岡厚生連看専　　 看護
81690000 下関看護専門学　　 看護
81700000 紀南看護専門学　　 看護
81710000 東京山手セ附看　　 看護
81720000 中京病院附看護　　 看護
81730000 十全看護専門学　　 看護
81740001 順正高等看護福　　看護 看護
81740002 順正高等看護福　　介護福祉 看護
81750000 倉敷看護専門学　　 看護
81760000 昭和大医附看専　　 看護
81770000 静岡市立静岡看　　 看護
81790000 製鉄記念八幡看　　 看護
81800000 長野県須坂看専　　 看護
81810000 渋川看護専門学　　 看護
81820000 砂川市立病附看　　 看護
81840000 諏訪赤十字看専　　 看護
81890000 仙台医療附看助　　 看護
81900000 善通寺看護学校　　 看護
81930000 高松医師会看護　　 看護
81950000 富山市医師会看　　 看護
81970000 滝川市立高等看　　 看護
81980000 伊達赤十字看専　　 看護
81990000 富山市立看護専　　 看護
82000000 香川看護専門学　　 看護
82010000 伊万里看護学校　　 看護
82020001 甲府看護専門学　　看護第１ 看護
82020002 甲府看護専門学　　准看護 看護
82040000 津山中央看護専　　 看護
82060000 東医大霞ヶ浦看　　 看護
82080000 東京警察病院看　　 看護
82090000 東京新宿セ附看　　 看護
82100000 都立板橋看護専　　 看護
82110000 都立荏原看護専　　 看護
82120000 都立青梅看護専　　 看護
82130000 都立北多摩看専　　 看護
82150000 都立広尾看護専　　 看護



82160000 都立府中看護専　　 看護
82190000 唐津看護専門学　　 看護
82200000 信州上田医附看　　 看護
82210000 宮崎看護専門学　　 看護
82220000 静岡医療附看護　　 看護
82230000 栃木県県南高看　　 看護
82240000 静岡県立東部看　　 看護
82250000 浦添看護学校　　 看護
82260000 東北労災看護専　　 看護
82270000 道立旭川高等看　　 看護
82290001 徳島県総合看護　　第一看護 看護
82290002 徳島県総合看護　　准看護 看護
82310000 那覇看護専門学　　 看護
82320000 徳山看護専門学　　 看護
82330000 鳥取県立鳥取看　　 看護
82340000 高尾看護専門学　　 看護
82380000 富山赤十字看専　　 看護
82390000 富山病院附看護　　 看護
82400000 トヨタ看護専門　　 看護
82410000 豊橋市立看護専　　 看護
82420000 川内看護専門学　　 看護
82440000 長岡赤十字看専　　 看護
82450001 龍馬看護ふくし　　看護 看護
82450002 龍馬看護ふくし　　医療事務 看護
82450003 龍馬看護ふくし　　福祉保育 看護
82450004 龍馬看護ふくし　　子ども未来 看護
82470000 野上看護専門学　　 看護
82480001 長野看護専門学　　第１看護 看護
82480002 長野看護専門学　　准看護 看護
82490000 長野赤十字看専　　 看護
82500000 中通高等看護学　　 看護
82510000 福島看護専門学　　 看護
82520000 名古屋中央看専　　 看護
82530000 名古屋医附看助　　 看護
82540000 高知県立幡多看　　 看護
82560000 新発田病附看専　　 看護
82580000 北海道医療附看　　 看護
82590000 出雲医療看護専　　 看護
82600000 日鋼記念看護学　　 看護
82610000 相模原看護専門　　 看護
82630000 函館厚生院看専　　 看護
82640000 浜田医療附看護　　 看護
82650000 浜松市立看護専　　 看護
82660000 堺看護専門学校　　 看護
82670000 奈良市立看護専　　 看護
82680000 播磨看護専門学　　 看護
82690000 磐城共立高等看　　 看護
82700000 半田常滑看護専　　 看護
82720000 郡山看護専門学　　 看護
82740000 横浜未来看護専　　 看護
82760000 姫路赤十字看専　　 看護
82770000 姫路医療附看護　　 看護
82790000 丹波市立看護専　　 看護
82810000 弘前病院附看護　　 看護
82820000 広島医師会看専　　 看護
82830000 広島市立看護専　　 看護
82860000 深川市立高看護　　 看護
82870000 福井県立看護専　　 看護



82890000 湘南看護専門学　　 看護
82910000 四万十看護学院　　 看護
82930000 岸和田医師会看　　 看護
82950001 福山医師会看専　　第一看護 看護
82950002 福山医師会看専　　准看護 看護
82970000 富良野看護専門　　 看護
82980000 別府医附大分看　　 看護
83000000 防府看護専門学　　 看護
83010000 ポラリス保健看　　 看護
83020000 道立紋別高等看　　 看護
83030000 舞鶴医療附看護　　 看護
83060000 幸手看護専門学　　 看護
83080001 松山看護専門学　　第１看護 看護
83080002 松山看護専門学　　准看護師 看護
83100000 穂の香看護専門　　 看護
83110000 横浜中央看護専　　 看護
83120001 南大阪看護専門　　看護 看護
83140000 鹿児島医療附看　　 看護
83150000 信州木曽看護専　　 看護
83160000 釧路孝仁会看護　　 看護
83170000 都城医療附看護　　 看護
83180000 広島県立三次看　　 看護
83190000 横浜市医師会看　　 看護
83200000 名鉄看護専門学　　 看護
83210000 はくほう会明石　　 看護
83220000 日高看護専門学　　 看護
83240000 山形病院附看護　　 看護
83290000 直方看護専修学　　 看護
83320000 米子医療附看護　　 看護
83330000 中部労災看護専　　 看護
83340000 和歌山県立高看　　 看護
83350000 和歌山赤十字看　　 看護
83380000 横浜実践看護専　　 看護
83390001 鹿児島医福専門　　看護 看護
83390002 鹿児島医福専門　　歯科衛生 看護
83390003 鹿児島医福専門　　理学療法 看護
83390004 鹿児島医福専門　　介護福祉 看護
83410000 小倉南看護専門　　 看護
83420000 西日本看護専門　　 看護
83430000 北九州小倉看護　　 看護
83440000 東徳島医療附看　　 看護
83460000 仙台市医師会看　　 看護
83470000 南奈良看護専門　　 看護
83500000 ＰＬ学園衛生看　　 看護
83510000 関西看護専門学　　 看護
83520000 ＴＢＣ小山看専　　 看護
83530000 小阪病院看護専　　 看護
83560000 藤田保衛大看専　　 看護
83570000 中部看護専門学　　 看護
83580000 一宮市立中央看　　 看護
83590000 春日井小牧看専　　 看護
83600000 静岡済生会看護　　 看護
83610000 富士市立看護専　　 看護
83630000 獨協医大看三郷　　 看護
83640000 江戸川看護専門　　 看護
83650000 藤沢市立看護専　　 看護
83660000 横浜市病協看専　　 看護
83690000 新潟看医専村上　　 看護



83700000 平成淡路看護専　　 看護
83720000 慈恵第三看護専　　 看護
83730000 帝京高等看護学　　 看護
83760000 東京女子医大看　　 看護
83770000 鳥取医療看護専　　 看護
83780000 厚生看護専門学　　 看護
83790000 福岡病協会看専　　 看護
83800000 日本医大看護専　　 看護
83820000 千葉県立鶴舞看　　 看護
83830000 至誠会看護専門　　 看護
83840000 坂戸鶴ヶ島看護　　 看護
83860000 浦和学院専門学　　 看護
83870000 高崎医療附看護　　 看護
83880000 館林高等看護学　　 看護
83890000 太田高等看護学　　 看護
83900000 獨協医大附看専　　 看護
83910000 栃木医療附看護　　 看護
83940000 白河厚生病付看　　 看護
83950000 華頂看護専門学　　 看護
83960000 八戸看護専門学　　 看護
83970000 東城看護専門学　　 看護
83980001 清恵会医療専門　　第１看護 看護
83980002 清恵会医療専門　　准看護 看護
84010000 日本大医附看専　　 看護
84020000 戸田中央看護専　　 看護
84030000 深谷大里看護専　　 看護
84040000 土浦病院附看専　　 看護
84060000 千葉医療附看護　　 看護
84070000 八女筑後看護専　　 看護
84080000 厚生連佐渡看専　　 看護
84090000 聖マリア医看専　　 看護
84100001 長岡看護福祉専　　介護福祉 看護
84100002 長岡看護福祉専　　看護 看護
84120001 神戸市医師会看　　第１看護 看護
84160001 小林看護医療専　　看護 看護
84160002 小林看護医療専　　医療秘書 看護
84170000 広島厚生尾道看　　 看護
84180000 津看護専門学校　　 看護
84190000 大橋医療高等専　　 看護
84210000 湘南平塚看護専　　 看護
84220000 茨城県つくば看　　 看護
84230000 さいたま市高看　　 看護
84240000 大阪済生中津看　　 看護
84250000 西神看護専門学　　 看護
84260000 富士吉田看護専　　 看護
84290000 都立南多摩看専　　 看護
84300000 埼玉県高等看護　　 看護
84310000 石巻赤十字看専　　 看護
84320000 慈恵柏看護専門　　 看護
84330000 渋谷看護高等専　　 看護
84340001 佐賀県立総合看　　看護 看護
84360000 茨城県結城看専　　 看護
84370000 盛岡看護医療大　　 看護
84380000 積善会看護専門　　 看護
84390000 近森病院附看護　　 看護
84400000 東群馬看護専門　　 看護
84410000 千葉県立野田看　　 看護
84420001 山口県立萩看護　　第一看護 看護



84430000 延岡看護専門学　　 看護
84440000 ＪＲ東京総合病　　 看護
84480000 旭中央病院附看　　 看護
84500000 西宮市医師会看　　 看護
84510000 古賀国際看護学　　 看護
84520000 近畿高等看護専　　 看護
84530000 静岡市立清水看　　 看護
84550000 瀬戸旭看護専門　　 看護
84580000 ベルランド看助　　 看護
84590001 鹿児島医技専門　　理学療法 看護
84590002 鹿児島医技専門　　診療放射技術 看護
84590003 鹿児島医技専門　　言語聴覚療法 看護
84590004 鹿児島医技専門　　作業療法 看護
84590006 鹿児島医技専門　　介護福祉 看護
84590007 鹿児島医技専門　　看護 看護
84610000 横浜医療附看護　　 看護
84630000 佼成看護専門学　　 看護
84640000 松下看護専門学　　 看護
84650000 奈良看護専門学　　 看護
84660000 熊本看護専門学　　 看護
84670000 天草市立本渡看　　 看護
84680000 愛仁会看護助産　　 看護
84690000 宝塚市立看護専　　 看護
84700000 洛和会京都厚生　　 看護
84710001 新潟厚生中央看　　看護 看護
84720000 関西労災看護専　　 看護
84740000 西尾市立看護専　　 看護
84750000 京都府立看護学　　 看護
84760000 岡波看護専門学　　 看護
84770000 北里大学看護専　　 看護
84780000 二葉看護学院　　 看護
84790000 新潟病院附看護　　 看護
84800000 ソワニエ看護専　　 看護
84820000 岩瀬病院附属看　　 看護
84830000 川口市立看護専　　 看護
84840000 埼玉医療福祉看　　 看護
84850000 安城碧海看護専　　 看護
84860001 京都医師会看護　　看護 看護
84860002 京都医師会看護　　准看護 看護
84880000 宮本看護専門学　　 看護
84920000 島根県石見高看　　 看護
84940000 埼玉医大総合医　　 看護
84950001 茅ヶ崎看護専門　　看護 看護
84970000 八王子市立看護　　 看護
84980000 公立八鹿病院看　　 看護
84990000 済生会宇都宮病　　 看護
85000000 仁心看護専門学　　 看護
85010000 金沢医療技術専　　 看護
85020000 沖縄看護専門学　　 看護
85030000 平塚看護大学校　　 看護
85050000 秋田しらかみ看　　 看護
85060000 茨城県きぬ看護　　 看護
85070000 岩手看護専門学　　 看護
85080000 宇和島看護専門　　 看護
85100001 河﨑会看護専門　　看護第１ 看護
85100002 河﨑会看護専門　　准看護 看護
85110000 京都桂看護専門　　 看護
85120000 勤医会東葛看護　　 看護



85130000 愛北看護専門学　　 看護
85140000 こまつ看護学校　　 看護
85150000 山王看護専門学　　 看護
85160000 横浜中央病附看　　 看護
85170000 船橋中央病附看　　 看護
85180000 しぎさん看護専　　 看護
85200000 ＪＡ岐阜厚生看　　 看護
85220000 晴麗看護学校　　 看護
85230000 泉州看護専門学　　 看護
85240000 千葉労災看護専　　 看護
85250000 秩父看護専門学　　 看護
85270000 白十字看護専門　　 看護
85280001 仁愛看護福祉専　　看護 看護
85280002 仁愛看護福祉専　　介護福祉 看護
85290000 福岡看護専門学　　 看護
85300000 武生看護専門学　　 看護
85310000 社会事業帯広看　　 看護
85320000 松村看護専門学　　 看護
85330000 松本看護専門学　　 看護
85340000 前橋東看護学校　　 看護
85350000 美原看護専門学　　 看護
85360000 山形厚生看護学　　 看護
85370000 ユマニテク看助　　 看護
85380000 保土谷看護専門　　 看護
85390000 横浜労災看護専　　 看護
85400001 あじさい看福専　　看護 看護
85400002 あじさい看福専　　介護福祉 看護
85410002 奄美看護福祉専　　調理師養成 看護
85410003 奄美看護福祉専　　こども・かい 看護
85410004 奄美看護福祉専　　看護 看護
85410005 奄美看護福祉専　　医療秘書 看護
85440000 公立若狭高等看　　 看護
85450000 甲賀看護専門学　　 看護
85460000 島田市立看護専　　 看護
85470000 聖和看護専門学　　 看護
85480000 帝京山梨看護専　　 看護
85490000 公立西知多看護　　 看護
85500000 花巻高等看護専　　 看護
85510000 博慈会高等看護　　 看護
85530000 浅香山病院看専　　 看護
85540000 大島看護専門学　　 看護
85550000 大和高田看護専　　 看護
85560000 蒲郡ソフィア看　　 看護
85570000 君津中央病附看　　 看護
85580000 久木田学園看専　　 看護
85600000 気仙沼病附看専　　 看護
85610000 香里ヶ丘看護専　　 看護
85620000 松戸病院附看専　　 看護
85630000 西埼玉病附看護　　 看護
85660000 滋賀堅田看護専　　 看護
85670000 宗像看護専門学　　 看護
85680000 相馬看護専門学　　 看護
85700000 竹田看護専門学　　 看護
85710000 津島市立看護専　　 看護
85720000 鶴岡荘内看護専　　 看護
85730000 藤元メディカル　　 看護
85740000 東海アクシス看　　 看護
85750000 奈良病協会看専　　 看護



85760000 名張市立看護専　　 看護
85780000 船橋市立看護専　　 看護
85790000 道立江差高等看　　 看護
85800000 北部看護学校　　 看護
85810000 山形済生館高看　　 看護
85820000 和歌山看護専門　　 看護
85830000 和歌山なぎ看護　　 看護
85840000 和歌山医師会看　　 看護
85850001 名古屋医師会看　　准看護 看護
85850002 名古屋医師会看　　第一看護 看護
85860000 加治木看護専門　　 看護
85870000 上尾中央看護専　　 看護
85880000 加茂看護専門学　　 看護
85890000 愛生会看護専門　　 看護
85900000 尼崎健康医療看　　 看護
85910000 おだわら看護専　　 看護
85920000 金沢看護専門学　　 看護
85930000 桑名看護専門学　　 看護
85940000 七尾看護専門学　　 看護
85950000 本庄児玉看護専　　 看護
85960000 松阪看護専門学　　 看護
85980000 大阪済生野江看　　 看護
85990000 茨城中央看護専　　 看護
86000000 大阪警察病看専　　 看護
86010001 静岡中部看護専　　看護 看護
86020000 東三河看護専門　　 看護
86030000 西新井看護専門　　 看護
86040000 別府医師会看専　　 看護
86050000 大分准看護専門　　 看護
86070001 泉佐野泉南看専　　看護 看護
86080000 上尾看護専門学　　 看護
86090001 田北看護専門学　　看護 看護
86100001 板橋中央看護専　　第１ 看護
86110001 福井市医師会看　　看護 看護
86120000 済生会川口看専　　 看護
86130000 諏訪中央病看専　　 看護
86140000 相生市看護専門　　 看護
86150001 奈良医師会看専　　看護 看護
86160000 愛媛医療附看護　　 看護
86170001 長崎医師会看専　　第１看護 看護
86170002 長崎医師会看専　　准看護 看護
86180001 日南看護専門学　　看護 看護
86190000 鹿児島医法看専　　 看護
86200000 久喜看護専門学　　 看護
86210000 大阪病院協会看　　 看護
86220000 明石医療附看専　　 看護
86230000 豊田地域看護専　　 看護
86240000 伊勢崎敬愛看護　　 看護
86250001 阪奈中央看護専　　看護 看護
86250002 阪奈中央看護専　　准看護 看護
86260000 神戸看護専門学　　 看護
86280000 鹿児島中央看専　　 看護
86290000 千葉中央看護専　　 看護
86300000 公立南丹看護専　　 看護
86310000 小諸看護専門学　　 看護
86320001 新潟看護医療専　　看護 看護
86320002 新潟看護医療専　　東洋医療 看護
86340000 福島病院附看護　　 看護



86350000 横須賀市立看護　　 看護
86360000 下田看護専門学　　 看護
86370000 三重看護専門学　　 看護
86380000 白河准看護学院　　 看護
86390000 あさくら看護学　　 看護
86400001 大川看護福祉専　　看護 看護
86400002 大川看護福祉専　　介護福祉 看護
86410000 筑紫看護高等専　　 看護
86420000 福岡市医師会看　　 看護
86430001 八幡医師会看護　　准看護師 看護
86430002 八幡医師会看護　　看護師 看護
86440000 佐賀市医師会看　　 看護
86450000 大村看護高等専　　 看護
86460000 佐世保看護専門　　 看護
86470000 長崎県央看護学　　 看護
86480001 熊本市医師会看　　第１看護 看護
86480002 熊本市医師会看　　准看護 看護
86500000 八代看護学校　　 看護
86510000 中津ファビオラ　　 看護
86520000 春日部市立看護　　 看護
86530000 都城看護専門学　　 看護
86540000 四日市医師会看　　 看護
86550000 水戸医療附看護　　 看護
86560000 筑波学園看護専　　 看護
90010000 愛媛農業大学校　　 文科外
90020000 愛知農業大学校　　 文科外
90030000 兵庫柔整専門学　　 文科外
90050000 日本航空専門学　　 文科外
90070000 日本航空大学校　　 文科外
90090001 海上保安学校　　海洋科学 文科外
90090002 海上保安学校　　情報システム 文科外
90090003 海上保安学校　　船舶運航シス 文科外
90090004 海上保安学校　　航空 文科外
90140000 岐阜農業大学校　　 文科外
90190000 釧路専門学校　　 文科外
90200000 熊本県立農業大　　 文科外
90220000 国際医学技術専　　 文科外
90260000 静岡県立農林大　　 文科外
90280000 四国学院大学専　　 文科外
90310000 栄養調理系　　 専門
90320000 Ｘ線技師系　　 専門
90330000 各種学校系　　 専門
90340000 教員養成系　　 専門
90350000 歯科衛生系　　 専門
90360000 歯科技工系　　 専門
90370000 看護系　　 専門
90380000 保育士系　　 専門
90390000 リハビリ系　　 専門
90400000 臨床検査系　　 専門
90410000 米田柔整専門学　　 文科外
90430000 オイスカ開発専　　 文科外
90480001 中日本航空専門　　航空整備 文科外
90480004 中日本航空専門　　エアポートサ 文科外
90480005 中日本航空専門　　航空生産 文科外
90500003 長野農業大学校　　農 文科外
90560000 三重農業大学校　　 文科外
90580000 宮崎県立農業大　　 文科外
90600001 山形産業技短大　　メカトロニク 文科外



90600004 山形産業技短大　　建築環境シス 文科外
90600005 山形産業技短大　　デジタルエン 文科外
90600006 山形産業技短大　　知能電子シス 文科外
90600007 山形産業技短大　　情報システム 文科外
90600008 山形産業技短大　　土木エンジニ 文科外
90770000 京都医療福祉専　　 文科外
90880000 北海道リハビリ　　 文科外
90890000 仙台幼児保育専　　 文科外
90920000 波方海上技術短　　 文科外
90930000 埼玉福祉専門学　　 文科外
91070000 静岡医療科学専　　 文科外
91090001 神村学園専修学　　作業療法 文科外
91090003 神村学園専修学　　理学療法 文科外
91090005 神村学園専修学　　看護 文科外
91090006 神村学園専修学　　こども 文科外
91160001 富山医療福祉専　　理学療法 文科外
91160002 富山医療福祉専　　作業療法 文科外
91160003 富山医療福祉専　　介護福祉 文科外
91160004 富山医療福祉専　　看護 文科外
91180001 ＹＭＣＡ医福専　　介護福祉 文科外
91180002 ＹＭＣＡ医福専　　作業療法 文科外
91230003 宮城障害者職能　　ＯＡビジネス 文科外
91230007 宮城障害者職能　　総合実務 文科外
91230008 宮城障害者職能　　デジタルデザ 文科外
91230009 宮城障害者職能　　情報システム 文科外
91230012 宮城障害者職能　　パソコン実務 文科外
91230014 宮城障害者職能　　パソコン基礎 文科外
91420001 北海道職能大学　　建築 文科外
91420006 北海道職能大学　　生産技術 文科外
91420008 北海道職能大学　　電子情報技術 文科外
91420009 北海道職能大学　　電気エネルギ 文科外
91430001 青森職能短大　　生産技術 文科外
91430005 青森職能短大　　電子情報技術 文科外
91430006 青森職能短大　　電気エネルギ 文科外
91440009 岩手農業大学校　　畜産 文科外
91440009 岩手農業大学校　　畜産 文科外
91440010 岩手農業大学校　　農産園芸 文科外
91440010 岩手農業大学校　　農産園芸 文科外
91450001 東北職能大学校　　生産技術 文科外
91450002 東北職能大学校　　住居環境 文科外
91450006 東北職能大学校　　電子情報技術 文科外
91450007 東北職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91460001 秋田職能短大　　生産技術 文科外
91460002 秋田職能短大　　住居環境 文科外
91460006 秋田職能短大　　電子情報技術 文科外
91480001 関東職能大学校　　建築 文科外
91480004 関東職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91480005 関東職能大学校　　生産技術 文科外
91480007 関東職能大学校　　電子情報技術 文科外
91500001 千葉職能短大　　航空機整備 文科外
91500003 千葉職能短大　　住居環境 文科外
91500006 千葉職能短大　　生産技術 文科外
91500008 千葉職能短大　　電子情報技術 文科外
91500009 千葉職能短大　　電気エネルギ 文科外
91530001 港湾職能短横浜　　港湾流通 文科外
91530002 港湾職能短横浜　　物流情報 文科外
91540001 新潟職能短大　　住居環境 文科外
91540004 新潟職能短大　　生産技術 文科外



91540006 新潟職能短大　　電子情報技術 文科外
91540007 新潟職能短大　　電気エネルギ 文科外
91550001 北陸職能大学校　　生産技術 文科外
91550006 北陸職能大学校　　電子情報技術 文科外
91550007 北陸職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91560002 石川職能短大　　生産技術 文科外
91560004 石川職能短大　　電子情報技術 文科外
91570001 長野県福祉大学　　保育 文科外
91580005 東海職能大学校　　生産技術 文科外
91580007 東海職能大学校　　電子情報技術 文科外
91580008 東海職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91590005 浜松職能短大　　生産技術 文科外
91590007 浜松職能短大　　電子情報技術 文科外
91590008 浜松職能短大　　電気エネルギ 文科外
91600001 滋賀職能短大　　住居環境 文科外
91600003 滋賀職能短大　　生産技術 文科外
91600005 滋賀職能短大　　電子情報技術 文科外
91610004 京都職能短大　　生産技術 文科外
91610006 京都職能短大　　電子情報技術 文科外
91610007 京都職能短大　　情報通信サー 文科外
91620006 近畿職能大学校　　生産技術 文科外
91620010 近畿職能大学校　　電子情報技術 文科外
91620011 近畿職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91620012 近畿職能大学校　　住居環境 文科外
91630002 島根職能短大　　住居環境 文科外
91630004 島根職能短大　　生産技術 文科外
91630005 島根職能短大　　電子情報技術 文科外
91640001 中国職能開発大　　生産技術 文科外
91640006 中国職能開発大　　電子情報技術 文科外
91640007 中国職能開発大　　電気エネルギ 文科外
91650001 福山職能短大　　生産技術 文科外
91650006 福山職能短大　　電子情報技術 文科外
91650007 福山職能短大　　電気エネルギ 文科外
91660001 四国職能大学校　　生産技術 文科外
91660002 四国職能大学校　　住居環境 文科外
91660005 四国職能大学校　　電子情報技術 文科外
91660006 四国職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91670001 高知職能短大　　生産技術 文科外
91670005 高知職能短大　　電子情報技術 文科外
91680001 九州職能大学校　　生産技術 文科外
91680002 九州職能大学校　　建築 文科外
91680007 九州職能大学校　　電子情報技術 文科外
91680009 九州職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91690001 川内職能短大　　生産技術 文科外
91690006 川内職能短大　　電子情報技術 文科外
91690007 川内職能短大　　電気エネルギ 文科外
91700001 沖縄職能大学校　　住居環境 文科外
91700005 沖縄職能大学校　　物流情報 文科外
91700008 沖縄職能大学校　　ホテルビジネ 文科外
91700009 沖縄職能大学校　　電子情報技術 文科外
91700010 沖縄職能大学校　　生産技術 文科外
91700011 沖縄職能大学校　　電気エネルギ 文科外
91710001 神奈川産業技短　　生産技術 文科外
91710002 神奈川産業技短　　制御技術 文科外
91710003 神奈川産業技短　　電子技術 文科外
91710004 神奈川産業技短　　産業デザイン 文科外
91710005 神奈川産業技短　　情報技術 文科外
91720000 熊本県立技術短　　 文科外



91730000 函館臨床福祉専　　 文科外
91740001 ＹＩＣ看護福祉　　看護 文科外
91740002 ＹＩＣ看護福祉　　介護福祉 文科外
91780000 金沢リハビリテ　　 文科外
91830001 岩手産業技術短　　メカトロニク 文科外
91830002 岩手産業技術短　　電子技術 文科外
91830003 岩手産業技術短　　建築 文科外
91830004 岩手産業技術短　　産業デザイン 文科外
91830005 岩手産業技術短　　情報技術 文科外
91830006 岩手産業技術短　　生産技術 文科外
91830007 岩手産業技術短　　電気技術 文科外
91830008 岩手産業技術短　　建築設備 文科外
91860000 大分県立工科短　　 文科外
91870001 長野県工科短期　　生産技術 文科外
91870002 長野県工科短期　　制御技術 文科外
91870003 長野県工科短期　　電子技術 文科外
91870004 長野県工科短期　　情報技術 文科外
91880000 港湾職能短神戸　　 文科外
91890001 山形産技短庄内　　制御機械 文科外
91890002 山形産技短庄内　　電子情報 文科外
91890003 山形産技短庄内　　国際経営 文科外
91910000 札幌青葉鍼灸柔　　 文科外
91920000 清水海上技術短　　 文科外
91940000 長生学園　　 文科外
91950001 日本医療ビジ大　　柔道整復 文科外
91960000 兵庫鍼灸専門学　　 文科外
91970001 福岡国際医療福　　理学療法 文科外
91970002 福岡国際医療福　　作業療法 文科外
91970003 福岡国際医療福　　視機能療法 文科外
91970006 福岡国際医療福　　看護 文科外
91980001 京都仏眼鍼灸理　　総合 文科外
91980002 京都仏眼鍼灸理　　鍼灸 文科外
91980003 京都仏眼鍼灸理　　マッサージ 文科外
91990001 山梨産業技術短　　生産技術 文科外
91990002 山梨産業技術短　　電子技術 文科外
91990003 山梨産業技術短　　観光ビジネス 文科外
91990004 山梨産業技術短　　情報技術 文科外
92000001 神戸東洋医療学　　鍼灸 文科外
92010000 大分スクールビ　　 文科外
92020000 機械系　　 専門
92030000 コンピュータ系　　 専門
92040000 農業系　　 専門
92050000 東洋医学系　　 専門
92060000 理容・美容系　　 専門
92070000 社会福祉系　　 専門
92080000 簿記・秘書系　　 専門
92090000 観光・旅行系　　 専門
92100000 服飾・家政系　　 専門
92110000 ファッション系　　 専門
92120000 語学系　　 専門
92130000 デザイン系　　 専門
92140000 芸術・体育系　　 専門
92150000 法律・公務員系　　 専門


