
法人番号 法人・教育施設の名称 学校名等 指定年月日

茨城県 水戸市 2000020080004 茨城県立産業技術短期大学校 茨城県立産業技術短期大学校 H20.5.13

茨城県 つくば市 7050005005388 学校法人つくば文化学園 つくば国際ペット専門学校 H20.5.20

茨城県 稲敷郡阿見町 2000020080004 茨城県立医療大学 茨城県立医療大学 H20.5.28

茨城県 神栖市 4010505000647 社会福祉法人白十字会 白十字看護専門学校 H20.8.14

茨城県 東茨城郡茨城町 3050005000087 学校法人田村学園 横浜経理専門学校 H25.10.9

茨城県 水戸市 4050005000094 学校法人八文字学園 水戸看護福祉専門学校 H27.3.13

水戸自動車大学校

茨城県 常陸大宮市 2050005008676 学校法人志村学園 茨城北西看護専門学校 H27.3.25

茨城県 稲敷市 4050005007668 医療法人盡誠会 宮本看護専門学校 H27.7.21

茨城県 日立市 7050005007582 公益財団法人日立メディカルセンター 日立メディカルセンター看護専門学校 R2.10.7

茨城県 水戸市 5050005012634 学校法人駿優国際学園 駿優国際医療ビジネス専門学校 R4.9.7

栃木県 宇都宮市 9060005000816 学校法人三友学園 アイ・エフ・シー調理製菓大学校 H20.10.27

アイ・エフ・シー栄養専門学校

栃木県 栃木市 4060005005456 学校法人産業教育事業団 マロニエ医療福祉専門学校 H26.9.16

小山歯科衛生士専門学校

栃木県 足利市 3060005006380 学校法人足利大学 足利大学 H27.4.15

栃木県 足利市 5060005006379 学校法人白百合学園 足利デザイン・ビューティ専門学校 H28.7.21

足利製菓専門学校

栃木県 さくら市 6060005001635 学校法人東洋育英会 さくら総合専門学校 H29.7.10
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栃木県 宇都宮市 8060005000825 学校法人ティビィシィ学院 国際情報ビジネス専門学校 H30.8.29

国際介護福祉専門学校

国際自動車・ビューティ専門学校

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校

国際TBC調理・パティシエ専門学校

国際テクニカル美容専門学校

国際ファッションビューティ専門学校

国際ペット総合専門学校

国際ティビィシィ看護専門学校

国際テクニカル調理製菓専門学校

国際テクニカル理容美容専門学校

国際ティビィシィ小山看護専門学校

栃木県 小山市 8060005005122 学校法人中央学園 中央福祉医療専門学校 R2.12.10

中央アートスクール

群馬県 前橋市 2070005000796 学校法人群馬英数学舘 育英メディカル専門学校 H26.7.22

群馬県 伊勢崎市 6070005004182 一般社団法人伊勢崎佐波医師会 伊勢崎敬愛看護学院 H27.5.29

群馬県 太田市 8070005005757 学校法人平成学園 東群馬看護専門学校 H27.11.4

群馬県 前橋市 5070005000802 学校法人群馬理容学園 群馬県理容専門学校 H29.2.14

群馬県 高崎市 7070005003027 学校法人群馬パース大学 群馬パース大学福祉専門学校 R2.3.26

群馬県 前橋市 9070005008296 公益社団法人前橋積善会 前橋東看護学校 R2.10.8

群馬県 前橋市 7070005000783 学校法人NIPPON ACADEMY NIPPONおもてなし専門学校 R3.9.27

NIPPONおもてなし専門学校・東京デュアラー校

NIPPONアントレプレナー専門学校

NIPPON語学院

NIPPON文化学院

NIPPON進学院
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群馬県 前橋市 6070005009306 学校法人群馬総合カレッジ 太田工科専門学校 R4.9.9

埼玉県 深谷市 2030005014214 学校法人智香寺学園 埼玉工業大学 H20.5.30

埼玉県 熊谷市 7030005013038 学校法人郷学舎 アルスコンピュータ専門学校 H20.7.7

埼玉県 飯能市 8030005014761 学校法人駿河台大学 駿河台大学 H23.3.1

駿河台大学法科大学院

埼玉県 飯能市 4030005014757 学校法人大川学園 大川学園医療福祉専門学校 H24.1.6

埼玉県 上尾市 5030005006555 学校法人康学舎 横浜中央看護専門学校 H26.9.9

埼玉県 朝霞市 4030005015482 一般社団法人朝霞地区医師会 朝霞地区看護専門学校 H27.1.20

朝霞准看護学校

埼玉県 さいたま市 6030005000870 学校法人九里学園 浦和大学 H27.3.30

浦和大学短期大学部

埼玉県 戸田市 4030005003074 一般社団法人蕨戸田市医師会 蕨戸田市医師会看護専門学校 H28.1.19

埼玉県 行田市 5030005013989 学校法人伊東学園 テクノ・ホルティ園芸専門学校 H28.2.25

埼玉県 入間市 2030005003984 学校法人入間平成学園 入間看護専門学校 H28.10.1

埼玉県 入間郡越生町 7030005011017 学校法人一川学園 越生自動車大学校 H28.10.14

清和学園高等学校

埼玉県 川越市 7030005008566 学校法人医学アカデミー 専門学校医学アカデミー H28.12.14

埼玉県 幸手市 6030005005473 学校法人共済学院 日本保健医療大学幸手北キャンパス H30.7.4

日本保健医療大学幸手南キャンパス

埼玉県 さいたま市 7030005000853 学校法人明の星学園 青森明の星短期大学（※） H30.9.5

埼玉県 秩父市 1030005014917 一般社団法人秩父郡市医師会 秩父看護専門学校 H30.10.3

埼玉県 所沢市 5030005003461 学校法人浅野学園 国際航空専門学校 H30.10.23

埼玉県 戸田市 5030005003016 医療法人社団東光会 戸田中央看護専門学校 H30.12.27

埼玉県 上尾市 9030005006452 学校法人葵学園 埼玉医療福祉専門学校 H31.1.16

葵メディカルアカデミー
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埼玉県 熊谷市 5030005013031 学校法人今昌学園 埼玉県栄養専門学校 H31.3.28

埼玉県調理師専門学校

埼玉県製菓専門学校

埼玉県 行田市 5030005013997 学校法人ものつくり大学 ものつくり大学 R2.10.30

埼玉県 川口市 2000020112038 川口市立看護専門学校 川口市立看護専門学校 R3.4.12

埼玉県 さいたま市 2030005019824 学校法人にとぐりスクール 新洋国際専門学校 R4.11.8

千葉県 香取市 4000020128040 国保小見川総合病院付属看護専門学校 国保小見川総合病院付属 看護専門学校 H20.6.23

千葉県 千葉市 7011405000197 学校法人大乗淑徳学園 淑徳大学 H20.10.15

千葉県 東金市 4000020120006 千葉県立農業大学校 千葉県立農業大学校 H20.12.1

千葉県 君津市 6040005008434 学校法人君津あすなろ学園 千葉医療福祉専門学校 H24.4.9

千葉県 千葉市 1040005000750 千葉県美容業生活衛生同業組合 千葉美容専門学校 H27.4.15

千葉県 鴨川市 8040005016014 学校法人鉄蕉館 亀田医療大学 H27.5.21

亀田医療技術専門学校

千葉県 千葉市 1040005001419 学校法人秋葉学園 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 H27.10.9

千葉県 旭市 1040005019015 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 旭中央病院附属看護専門学校 H30.7.25

千葉県 船橋市 5040005002826 学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校 H30.11.1

千葉県 市川市 9040005004026 学校法人昭和学院 昭和学院短期大学 R1.7.12

千葉県 船橋市 6040005002858 学校法人中山学園 ユニバーサルビューティーカレッジ R3.10.13

千葉県 千葉市 4040005001481 学校法人花沢学園 千葉デザイナー学院 R4.10.17

東京都 渋谷区 5011005000384 学校法人花田学園 東京有明医療大学 H23.2.8

東京都 板橋区 4011405000068 医療法人財団明理会 イムス横浜国際看護専門学校 H23.7.20

東京都 新宿区 1011105000916 学校法人大志学園 専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ H23.9.26

武蔵野学芸専門学校

東京都 港区 6010405001669 学校法人東洋英和女学院 東洋英和女学院大学 H25.4.17

東洋英和女学院大学大学院
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東京都 新宿区 3011105000930 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校 H25.5.15

日本リハビリテーション専門学校

臨床福祉専門学校

日本児童教育専門学校

日本医学柔整鍼灸専門学校

東京都 豊島区 1013305000431 学校法人大正大学 大正大学 H26.2.25

東京都 板橋区 1011405000062 医療法人社団明芳会 板橋中央看護専門学校 H26.10.2

東京都 中野区 6011205000167 学校法人嘉榮学園 渋谷外国語専門学校 H26.11.13

東京都 江戸川区 8011705000499 学校法人滋慶学園 東京医薬看護専門学校 H26.12.2

東京ベルエポック美容専門学校

東京都 荒川区 9011505000624 学校法人国際共立学園 国際理容美容専門学校 H27.1.28

東京都 小平市 4012705000071 学校法人白梅学園 白梅学園大学 H27.2.6

白梅学園短期大学

東京都 港区 6040005003798 独立行政法人地域医療機能推進機構 JCHO東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 H27.2.19

JCHO東京山手メディカルセンター附属看護専門学校

JCHO船橋中央病院附属看護専門学校

JCHO横浜中央病院附属看護専門学校

JCHO中京病院附属看護専門学校（※）

JCHO大阪病院附属看護専門学校（※）

JCHO神戸中央病院附属看護専門学校（※）

東京都 豊島区 3013305000438 学校法人村上学園 専門学校日本医科学大学校 H27.4.13

東京都 渋谷区 8011005000357 学校法人国際代々木学園 日本デザイン福祉専門学校 H27.4.15

東京都 練馬区 1011605000457 学校法人武蔵野音楽学園 武蔵野音楽大学 H27.4.23

東京都 江東区 2010605001332 学校法人東京ＹＭＣＡ学院 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 H27.4.28

東京都 文京区 9010005021123 学校法人ＡＢＫ学館 ＡＢＫ学館日本語学校 H27.7.15

東京都 新宿区 5011105000929 学校法人素霊学園 東洋鍼灸専門学校 H27.9.7
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東京都 港区 6010405002452 日本赤十字社 助産師学校 H27.10.21

東京都 練馬区 5011605000445 学校法人杏文学園 東京柔道整復専門学校 H27.11.12

東京都 新宿区 8011105001544 学校法人東京眼鏡学園 東京眼鏡専門学校 H27.12.15

東京都 江東区 1010605002380 公益財団法人東京ＹＭＣＡ 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 H28.3.8

東京都 葛飾区 2011805000859 学校法人鬼木医療学園 国際鍼灸専門学校 H28.4.28

東京都 町田市 7012305000171 学校法人榎本学園 町田美容専門学校 H28.5.12

東京都 世田谷区 1010905000778 学校法人日本菓子学園 日本菓子専門学校 H28.7.1

東京都 千代田区 3010005002343 学校法人駿河台学園 駿台電子情報&ビジネス専門学校 H28.9.21

駿台法律経済&ビジネス専門学校

駿台観光&外語ビジネス専門学校

駿台外語&ビジネス専門学校

駿台トラベル&ホテル専門学校

東京都 調布市 5012405001286 国立大学法人電気通信大学 電気通信大学 H28.10.14

東京都 千代田区 9010001027297 株式会社ビジネス・ブレークスルー ビジネス・ブレークスルー大学 H29.1.4

東京都 港区 1010405001673 学校法人原学園 専門学校 青山ファッションカレッジ H29.6.29

東京都 北区 6011505000635 学校法人東京朝鮮学園 朝鮮大学校 H29.9.1

東京都 武蔵野市 1012405001554 学校法人二葉総合学園 二葉ファッションアカデミー H29.11.20

吉祥寺二葉栄養調理専門職学校

吉祥寺二葉製菓専門職学校

東京都 新宿区 1011105000957 学校法人早稲田医療学園 人間総合科学大学蓮田キャンパス H30.1.15

人間総合科学大学岩槻キャンパス

東京都 日野市 4013405000634 学校法人東邦歯科学院 東邦歯科医療専門学校 R1.12.23

東京都 世田谷区 4010905000750 学校法人駒澤大学 駒澤大学 R2.1.23

東京都 足立区 2011805000586 医療法人社団大和会 聖和看護専門学校 R2.9.10

東京都 品川区 9010705000418 学校法人池見学園 池見東京医療専門学校 R3.4.12
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東京都 中野区 4011205001555 学校法人髙橋学園 専門学校 東京CPA会計学院 R3.12.6

専門学校 東京CPA会計学院熊本校

東京都 青梅市 4013105001726 学校法人和風会 多摩リハビリテーション学院専門学校 R3.12.6

東京都 新宿区 1011105000932 学校法人新宿学園 新宿調理師専門学校 R4.9.20

東京都 板橋区 9011405000212 学校法人資生堂学園 資生堂美容技術専門学校 R5.1.24

東京都 文京区 4010005027554 学校法人ＡＲＣ学園 ARC東京日本語学校 R5.2.8

東京都 渋谷区 6011005000391 学校法人山野学苑 山野日本語学校 R5.3.23

神奈川県 横浜市 4020005003182 学校法人岩崎学園 情報セキュリティ大学院大学 H23.7.21

横浜ｆカレッジ

横浜保育福祉専門学校

情報科学専門学校

横浜医療情報専門学校

横浜実践看護専門学校

横浜デジタルアーツ専門学校

横浜リハビリテーション専門学校

神奈川県 横浜市 3020005003167 学校法人浅野工学園 浅野工学専門学校 H23.9.26

神奈川県 鎌倉市 6021005002081 学校法人早見芸術学園 鎌倉早見美容芸術専門学校 H26.7.22

神奈川県 相模原市 7021005002816 学校法人平井学園 神奈川柔整鍼灸専門学校 H26.8.7

神奈川県 横須賀市 6021005005737 学校法人衛生学園 神奈川衛生学園専門学校 H26.9.18

東京衛生学園専門学校

神奈川県 川崎市 8020005008979 学校法人横山学園 神奈川ビューティー＆ビジネス専門学校 H27.4.13

神奈川県 横浜市 6021005001629 学校法人湘南ふれあい学園 湘南医療大学 H28.2.23

茅ヶ崎看護専門学校

茅ヶ崎リハビリテーション専門学校

下田看護専門学校（※）

医療ビジネス観光情報専門学校



法人番号 法人・教育施設の名称 学校名等 指定年月日

【関東信越厚生局管内】 令和５年５月１６日現在

主たる事務所の所在地

神奈川県 横浜市 2020005006575 学校法人桜井学園 横浜ファッションデザイン専門学校 H28.2.23

神奈川県 川崎市 4020005008553 学校法人深堀学園 外語ビジネス専門学校 H28.7.13

神奈川県 横浜市 3020005010634 学校法人栄戸学園 横浜未来看護専門学校 H31.3.7

神奈川県 横浜市 7020005002058 学校法人YSE学園 横浜システム工学院専門学校 R1.9.30

神奈川県 相模原市 3021005002381 学校法人神奈川経済専門学校 神奈川経済専門学校 R3.10.13

相模原ビジネス公務員専門学校

神奈川県 川崎市 7020005008492 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災看護専門学校（※） R4.9.7

新潟県 柏崎市 4110005006671 学校法人新潟工科大学 新潟工科大学 H21.7.7

新潟県 長岡市 4110005011283 学校法人中越学園 長岡大学 H26.5.14

新潟県 上越市 1110005015196 公立大学法人新潟県立看護大学 新潟県立看護大学 H28.2.1

新潟県 三条市 4110005005533 一般社団法人三条市医師会 三条市医師会准看護学院 H30.4.24

新潟県 上越市 2110005009461 国立大学法人上越教育大学 上越教育大学 H31.4.24

新潟県 新潟市 8110005000794 学校法人新潟福祉医療学園 日本こども福祉専門学校 R2.6.15

看護リハビリ新潟保健医療専門学校

新潟県 長岡市 2110005011277 学校法人エイシンカレッジ 新潟医療福祉カレッジ R2.6.24

シェフパティシエ専門学校

新潟県 長岡市 7110005011289 学校法人北陸学園 北陸食育フードカレッジ R2.10.7

北陸福祉保育専門学院



法人番号 法人・教育施設の名称 学校名等 指定年月日

【関東信越厚生局管内】 令和５年５月１６日現在

主たる事務所の所在地

新潟県 新潟市 6110005000788 学校法人国際総合学園 新潟ビジネス専門学校 R5.2.8

新潟会計ビジネス専門学校

新潟公務員法律専門学校

新潟法律大学校

新潟コンピュータ専門学校

新潟デザイン専門学校

日本アニメ・マンガ専門学校

国際ビューティモード専門学校

国際トータルファッション専門学校

国際こども・福祉カレッジ

新潟工科専門学校

国際メディカル専門学校

アップルスポーツカレッジ

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校

国際ペットワールド専門学校

専門学校新潟国際自動車大学校

国際外語・観光・エアライン専門学校

国際ホテル・ブライダル専門学校

国際調理製菓専門学校

国際映像メディア専門学校

新潟農業・バイオ専門学校

長岡公務員・情報ビジネス専門学校

長岡こども・医療・介護専門学校

上越公務員・情報ビジネス専門学校

全日本ウインタースポーツ専門学校

国際自然環境アウトドア専門学校

ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ

伝統文化と環境福祉の専門学校

三条看護・医療・歯科衛生専門学校



法人番号 法人・教育施設の名称 学校名等 指定年月日

【関東信越厚生局管内】 令和５年５月１６日現在

主たる事務所の所在地

山梨県 甲府市 5090005000239 学校法人看護学園 甲府看護専門学校 H20.4.1

山梨県 大月市 8000020192066 大月短期大学 大月短期大学 H20.4.7

山梨県 甲府市 1090005000234 学校法人伊藤学園 専門学校甲府医療秘書学院 H30.3.28

山梨県 富士吉田市 1000020192023 富士吉田市立看護専門学校 富士吉田市立看護専門学校 R2.10.7

山梨県 甲府市 2090005002832 公立大学法人山梨県立大学 山梨県立大学飯田キャンパス R4.5.9

山梨県立大学池田キャンパス

長野県 長野市 1000020200000 長野県農業大学校 長野県農業大学校 H20.4.22

長野県 佐久市 6100005002926 学校法人佐久学園 佐久大学 H20.6.2

信州短期大学

長野県 塩尻市 8100005006743 学校法人松本歯科大学 松本歯科大学 H20.9.9

松本歯科大学院

松本歯科大学衛生学院

長野県 駒ヶ根市 1000020200000 長野県看護大学 長野県看護大学 H23.7.7

長野県 塩尻市 3100005007119 学校法人松樹学園 信州介護福祉専門学校 H23.8.30

信州リハビリテーション専門学校

長野県 飯田市 1100005009513 学校法人高松学園 飯田女子短期大学 H27.2.27

長野県 伊那市 1000020200000 長野県公衆衛生専門学校 長野県公衆衛生専門学校 H27.7.15

長野県 上田市 3100005004314 学校法人成田会 長野医療衛生専門学校 H28.12.26

長野県 上伊那郡南箕輪村 1000020200000 長野県南信工科短期大学校 長野県南信工科短期大学校 H29.12.26

長野県 松本市 3100005005592 公益財団法人青葉 松本衣デザイン専門学校 R2.9.10

長野県 上田市 1000020200000 長野県工科短期大学校 長野県工科短期大学校 R2.10.7

長野県 長野市 9100005001652 学校法人平青学園 長野平青学園 R3.12.8

長野県 小諸市 2100005003622 一般社団法人小諸北佐久医師会 小諸看護専門学校 R4.2.25

（※） 法人等の主たる事務所の所在地が管内にあるため、関東信越厚生局で学生納付特例事務法人の指定を行っています。


