
（九州厚生局管内） 平成30年5月15日現在

都道府県 指定年月日 法人・教育施設の名称 所在地 学校名

H20.4.9 学校法人創心会
(法人番号 9290805000463)

北九州市 西日本看護専門学校

H23.4.7 学校法人山本学園
(法人番号 7290005003467)

福岡市 国際エステティック専門学校

H23.4.14 学校法人原学園
(法人番号 7290005001289)

福岡市 原看護専門学校

H23.5.10 学校法人伊東文化学園
(法人番号 4290005001283)

福岡市 福岡調理師専門学校

H23.5.20 学校法人滋慶文化学園
(法人番号 7290005001982)

福岡市 福岡医健専門学校

苅田町 北九州保育福祉専門学校

苅田町 北九州リハビリテーション学院　

苅田町 専門学校北九州看護大学校　

H24.9.21 学校法人藤川学園
(法人番号 3290005003157)

福岡市 公務員ビジネス専門学校

H24.9.27 学校法人高山学園
(法人番号 1290005001245)

福岡市 専門学校福岡カレッジ・オブ・ビジネス

福岡市 福岡国際医療福祉学院

福岡市 大川看護福祉専門学校

福岡市 専門学校柳川リハビリテーション学院

H25.4.9 学校法人実教学園
(法人番号 2290005001979)

福岡市 F･C渕上医療福祉専門学校

H25.4.9 学校法人九州電気専門学校
(法人番号 8290005001957)

福岡市 九州電気専門学校

福岡市 中村国際ホテル専門学校

福岡市 中村調理製菓専門学校

H27.11.26 学校法人福岡学園
(法人番号 2290005001277)

福岡市 福岡歯科大学

H27.11.26 学校法人久留米信愛女学院
(法人番号 7290005009646)

久留米市 久留米信愛女学院短期大学

福岡市 福岡看護専門学校

福岡市 福岡和白リハビリテーション学院

北九州市 小倉リハビリテーション学院

水巻町 福岡水巻看護助産学校

武雄市
（佐賀県）

武雄看護リハビリテーション学校

下関市
（山口県）

下関看護リハビリテーション学校 (※1)

八千代市
（千葉県）

八千代リハビリテーション学院 　(※2)

福岡市 福岡外語専門学校

福岡市 福岡国際コミュニケーション専門学校

H28.4.1
一般社団法人　八女筑後医師会
(法人番号 3290005008651） 八女市 八女筑後看護専門学校

H28.12.7
一般社団法人福岡県歯科医師会
(法人番号 4290005001028） 福岡市 福岡歯科衛生専門学校

H30.3.1 学校法人双葉学園
(法人番号 7290005001272)

福岡市 福岡デザイン専門学校

H30.3.1 一般社団法人大牟田医師会
(法人番号 2290005012324)

大牟田市 大牟田医師会看護専門学校

H28.3.10

学校法人高木学園
(法人番号 7290005003797)

学校法人中村専修学園
(法人番号 9290005001262)

学生納付特例事務法人指定校一覧表

H23.7.12

H24.12.7

H27.10.30

学校法人福岡保健学院
(法人番号 3290005001292)

福岡県

学校法人戸早学園
(法人番号 1290805006427)

学校法人福岡成蹊学園
(法人番号 5290005001274）

H27.12.16
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H27.1.27 一般社団法人伊万里・有田地区医師会
(法人番号 2300005006027)

伊万里市 伊万里看護学校

H27.4.1 学校法人前田文化学園
(法人番号 1300005006408)

佐賀市 エッジ国際美容専門学校

H27.11.10 学校法人緑生館
(法人番号 3300005006001)

鳥栖市 医療福祉専門学校緑生館

H27.3.11 学校法人鎮西学院
(法人番号 6310005004430)

諫早市 長崎ウエスレヤン大学

H27.4.30 学校法人精道学園
(法人番号 7310005001055)

長崎市 三川女子調理師学校

H30.2.2 学校法人長崎県美容学園
(法人番号 4310005001074)

長崎市 長崎県美容専門学校

H20.4.1 学校法人梅野学園
(法人番号 6330005006004)

八代市 八代実業専門学校

H20.5.15 エム・オービー・ヘアーメイク協同組合
(法人番号 1330005001901)

熊本市 専修学校モア・ヘアメイクカレッジ

H20.7.1 医療法人弘仁会
(法人番号 5330005001880)

熊本市 熊本総合医療リハビリテーション学院

H23.10.17 学校法人出田文化学園
(法人番号 2330005001388)

熊本市 ヒロ・デザイン専門学校

熊本市 熊本電子ビジネス専門学校

熊本市 熊本デザイン専門学校

H23.11.28 学校法人清水学園
(法人番号 7330005001417 )

熊本市 西日本教育医療専門学校

H26.6.16 学校法人九州測量専門学校
(法人番号 3330005001412 )

熊本市 九州測量専門学校

H26.10.20 熊本県立技術短期大学校 菊陽町

H26.10.27 熊本県立高等技術専門校 熊本市

人吉市 九州技術教育専門学校人吉校

熊本市 九州技術教育専門学校熊本校

H27.11.26 上天草看護専門学校 上天草市

H28.10.27 学校法人熊本ＹＭＣＡ学園
（法人番号 8330005001408）

熊本市 熊本ＹＭＣＡ学院

H30.3.16 学校法人八商学園
(法人番号8330005006002)

八代市 中九州短期大学

H23.9.30 職業訓練法人大分県理容美容訓練協会
(法人番号 4320005001107)

大分市 アンビシャス国際美容学校

H27.3.30 学校法人工藤学園
(法人番号 7320005003166)

別府市 大分ドッググルーミング専門学校

H27.12.8 学校法人溝部学園
(法人番号 4320005002690)

別府市 大分県歯科技術専門学校

大分市 専門学校明日香美容文化専門大学校

大分市 明日香国際・ホテル＆ウェディング専門学校

大分市 明日香日本語学校

H26.2.25 学校法人宮崎南学園
(法人番号 7350005001043)

宮崎市 宮崎保健福祉専門学校

H27.11.10 一般社団法人都城市北諸県郡医師会
(法人番号 9350005005034)

都城市 都城看護専門学校

H28.11.30 学校法人東洋学園
(法人番号 3350005000949)

宮崎市 宮崎医療管理専門学校

学校法人明日香学園
(法人番号 4320005000463)

H30.1.22

学校法人赤山学園
(法人番号 7330005007562)

大分県

佐賀県

長崎県

熊本県

学校法人未来創造学園
(法人番号 2330005006668)

H23.11.16

H27.11.10

宮崎県
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鹿児島市 鹿児島キャリアデザイン専門学校

鹿児島市 鹿児島医療技術専門学校

H26.12.10 学校法人川島学園
(法人番号 5340005001319)

鹿児島市 鹿児島工学院専門学校

H27.1.16 鹿児島県立農業大学校 日置市

H27.11.10 学校法人南学園
(法人番号 3340005001353)

鹿児島市 鹿児島医療福祉専門学校

鹿児島市 鹿児島純心女子短期大学

薩摩川内市 鹿児島純心女子大学

H30.3.27 一般社団法人鹿児島県医療法人協会
（法人番号5340005007621）

鹿児島市 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校

H27.11.10 学校法人智晴学園
(法人番号 9360005003326)

金武町 専門学校琉球リハビリテーション学院

ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院

スターウッドＢｅＢ美容専門学校

H20.6.13

H28.11.22
沖縄県

宜野湾市学校法人ＳＯＬＡ沖縄学園
(法人番号 3360005003034)

　　　　　　　(※1)下関看護リハビリテーション学校、(※2)八千代リハビリテーション学院については、法人の主たる事務所が福岡市に
                あるため、 九州厚生局で学生納付特例事務法人の指定を行っています。

鹿児島県

学校法人原田学園
(法人番号 1340005001347)

学校法人鹿児島純心女子学園
(法人番号 1340005001314)

H27.12.21
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