
http://dricomeye.net/

都道府県 教育機関名 学校名

業界別 全国主要私立 専門学校・各種スクール他 学校一覧《2018年度》

主な分野・資格

p.1医療技術業界業界 09
理学療法士／作業療法士／言語聴覚士／義肢装具士／救急救命士／視能訓練士／鍼灸師／柔道整復師／臨床検査技師
臨床工学技士／歯科衛生士／歯科技工士／看護師／診療放射線技師

北海道 専門学校 札幌医学技術福祉歯科専門学校

北海道 専門学校 札幌スポーツ＆メディカル専門学校

北海道 専門学校 札幌リハビリテーション専門学校

北海道 専門学校 北海道医薬専門学校

北海道 専門学校 北海道ハイテクノロジー専門学校

北海道 専門学校 北海道メディカル・スポーツ専門学校

北海道 専門学校 専門学校北海道リハビリテーション大学校

北海道 専門学校 吉田学園医療歯科専門学校（医科系）

北海道 専門学校 吉田学園医療歯科専門学校（歯科・医療事務系）

宮城 専門学校 仙台保健福祉専門学校

宮城 専門学校 東北文化学園専門学校

宮城 専門学校 東北保健医療専門学校

福島 専門学校 福島医療専門学校

茨城 専門学校 晃陽看護栄養専門学校

茨城 専門学校 つくば栄養医療調理製菓専門学校

栃木 専門学校 小山歯科衛生士専門学校

栃木 専門学校 国際ティビィシィ小山看護専門学校

栃木 専門学校 国際ティビィシィ看護専門学校

栃木 専門学校 さくら総合専門学校

栃木 専門学校 マロニエ医療福祉専門学校

埼玉 専門学校 西武学園医学技術専門学校所沢校

埼玉 専門学校 専門学校日本医科学大学校

東京 専門学校 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校

東京 専門学校 西武学園医学技術専門学校東京池袋校

東京 専門学校 西武学園医学技術専門学校東京新宿校

東京 専門学校 東京医学技術専門学校（歯科衛生士科）

東京 専門学校 東京医学技術専門学校（臨床検査技師科）

東京 専門学校 東京女子医科大学看護専門学校

東京 専門学校 東京電子専門学校

東京 専門学校 専門学校東洋公衆衛生学院（診療放射線技師）

東京 専門学校 専門学校東洋公衆衛生学院（臨床検査技師）

東京 専門学校 日本医療ビジネス大学校

東京 専門学校 日本ウェルネス歯科衛生専門学校

東京 専門学校 日本工学院専門学校（医療・保育カレッジ）

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（医療・保育カレッジ）

東京 専門学校 日本工学院八王子専門学校（スポーツカレッジ）

東京 専門学校 読売理工医療福祉専門学校

愛知 専門学校 日本福祉大学中央福祉専門学校

愛知 専門学校 理学・作業名古屋専門学校
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p.2医療技術業界業界 09
理学療法士／作業療法士／言語聴覚士／義肢装具士／救急救命士／視能訓練士／鍼灸師／柔道整復師／臨床検査技師
臨床工学技士／歯科衛生士／歯科技工士／看護師／診療放射線技師

大阪 専門学校 大阪医療福祉専門学校

大阪 専門学校 大阪歯科衛生学院専門学校

大阪 専門学校 大阪歯科衛生士専門学校

大阪 専門学校 大阪保健福祉専門学校

大阪 専門学校 大原簿記専門学校大阪校

大阪 専門学校 清恵会医療専門学院

大阪 専門学校 清恵会第二医療専門学院

大阪 専門学校 東洋医療専門学校

大阪 専門学校 日本医療学院専門学校

大阪 専門学校 日本歯科学院専門学校

大阪 専門学校 阪奈中央リハビリテーション専門学校

兵庫 専門学校 神戸医療福祉専門学校三田校

兵庫 専門学校 神戸医療福祉専門学校中央校

奈良 専門学校 関西学研医療福祉学院

奈良 専門学校 奈良リハビリテーション専門学校

鳥取 専門学校 YMCA米子医療福祉専門学校

島根 専門学校 松江総合医療専門学校

岡山 専門学校 朝日医療大学校

岡山 専門学校 インターナショナル岡山歯科衛生専門学校

岡山 専門学校 岡山医療技術専門学校

岡山 専門学校 玉野総合医療専門学校

広島 専門学校 IGL医療福祉専門学校

広島 専門学校 トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校

広島 専門学校 広島医療保健専門学校

広島 専門学校 福山YMCA国際ビジネス専門学校

山口 専門学校 下関看護リハビリテーション学校

山口 専門学校 山口コ・メディカル学院

山口 専門学校 YIC看護福祉専門学校

山口 専門学校 専門学校YICリハビリテーション大学校

香川 専門学校 穴吹医療大学校

香川 専門学校 専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ

福岡 専門学校 専門学校麻生看護大学校

福岡 専門学校 専門学校麻生リハビリテーション大学校

福岡 専門学校 大川看護福祉専門学校

福岡 専門学校 九州医療スポーツ専門学校

福岡 専門学校 久留米歯科衛生専門学校

福岡 専門学校 公務員ビジネス専門学校　救急救命士学科

福岡 専門学校 小倉リハビリテーション学院

福岡 専門学校 博多メディカル専門学校
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p.3医療技術業界業界 09
理学療法士／作業療法士／言語聴覚士／義肢装具士／救急救命士／視能訓練士／鍼灸師／柔道整復師／臨床検査技師
臨床工学技士／歯科衛生士／歯科技工士／看護師／診療放射線技師

福岡 専門学校 福岡医健・スポーツ専門学校（2018年4月校名変更　旧：福岡医健専門学校）

福岡 専門学校 福岡歯科衛生専門学校

福岡 専門学校 福岡リハビリテーション専門学校

福岡 専門学校 福岡和白リハビリテーション学院

福岡 専門学校 専門学校柳川リハビリテーション学院

佐賀 専門学校 アカデミー看護専門学校

佐賀 専門学校 医療福祉専門学校緑生館

佐賀 専門学校 九州医療専門学校

佐賀 専門学校 武雄看護リハビリテーション学校

長崎 専門学校 九州医学技術専門学校

長崎 専門学校 こころ医療福祉専門学校

長崎 専門学校 こころ医療福祉専門学校佐世保校

長崎 専門学校 長崎医療こども専門学校

熊本 専門学校 熊本歯科技術専門学校

熊本 専門学校 熊本総合医療リハビリテーション学院

大分 専門学校 大分医学技術専門学校

大分 専門学校 大分県歯科技術専門学校

大分 専門学校 大分歯科専門学校

大分 専門学校 大分視能訓練士専門学校

大分 専門学校 大分リハビリテーション専門学校

大分 専門学校 大分臨床検査技師専門学校

大分 専門学校 大分臨床工学技士専門学校

大分 専門学校 藤華医療技術専門学校

大分 専門学校 日本文理大学医療専門学校

宮崎 専門学校 九州保健福祉大学総合医療専門学校

宮崎 専門学校 小林看護医療専門学校

宮崎 専門学校 フィオーレKOGA看護専門学校

宮崎 専門学校 宮崎医療福祉専門学校

宮崎 専門学校 宮崎リハビリテーション学院

鹿児島 専門学校 奄美看護福祉専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島医療技術専門学校（谷山キャンパス）

鹿児島 専門学校 鹿児島医療工学専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島医療福祉専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島看護専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島歯科学院専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島鍼灸専門学校

鹿児島 専門学校 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

鹿児島 専門学校 神村学園専修学校

鹿児島 専門学校 久木田学園看護専門学校
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p.4医療技術業界業界 09
理学療法士／作業療法士／言語聴覚士／義肢装具士／救急救命士／視能訓練士／鍼灸師／柔道整復師／臨床検査技師
臨床工学技士／歯科衛生士／歯科技工士／看護師／診療放射線技師

鹿児島 専門学校 タラ看護専門学校

沖縄 専門学校 浦添看護学校

沖縄 専門学校 専門学校沖縄統合医療学院

沖縄 専門学校 SOLA沖縄保健医療工学院

沖縄 専門学校 専門学校大育


