
2022JANPU会員コード

会員コード 設置主体 登録学校名

1001 国立大学 国立大学大学法人　秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻
1002 国立大学 旭川医科大学医学部看護学科
1003 国立大学 愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻
1004 国立大学 大分大学医学部看護学科
1005 国立大学 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
1006 国立大学 岡山大学医学部保健学科看護学専攻
1007 国立大学 香川大学医学部看護学科
1008 国立大学 鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻
1009 国立大学 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域
1010 国立大学 岐阜大学医学部看護学科
1011 国立大学 九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学専攻
1012 国立大学 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
1013 国立大学 熊本大学大学院生命科学研究部看護学分野
1014 国立大学 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座
1015 国立大学 高知大学医学部看護学科
1016 国立大学 神戸大学大学院保健学研究科看護学領域（看護学専攻）
1017 国立大学 佐賀大学医学部看護学科
1018 国立大学 国立大学大学法人　滋賀医科大学医学部看護学科
1019 国立大学 島根大学医学部看護学科
1020 国立大学 信州大学医学部保健学科看護学専攻
1021 国立大学 千葉大学大学院看護学研究院
1022 国立大学 筑波大学医学群看護学類
1023 国立大学 東京大学医学部健康総合科学科看護科学専修
1024 国立大学 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科
1025 国立大学 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻
1026 国立大学 徳島大学医学部保健学科看護学専攻
1027 国立大学 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻
1028 国立大学 富山大学医学部看護学科
1029 国立大学 長崎大学医学部保健学科看護学専攻
1030 国立大学 名古屋大学大学院医学系研究科総合保健学専攻
1031 国立大学 新潟大学医学部保健学科看護学専攻
1032 国立大学 国立大学大学法人　浜松医科大学医学部看護学科
1033 国立大学 弘前大学大学院保健学研究科看護学領域
1034 国立大学 広島大学大学院医系科学研究科
1035 国立大学 福井大学医学部看護学科
1036 国立大学 北海道大学医学部保健学科
1037 国立大学 三重大学大学院医学系研究科看護学専攻
1038 国立大学 宮崎大学医学部看護学科
1039 国立大学 山形大学医学部看護学科
1040 国立大学 山口大学医学部保健学科看護学専攻
1041 国立大学 山梨大学医学部看護学科
1042 国立大学 琉球大学医学部保健学科
2001 公立大学 愛知県立大学看護学部
2002 公立大学 公立大学大学法人　青森県立保健大学健康科学部看護学科
2003 公立大学 石川県立看護大学看護学部看護学科
2004 公立大学 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科
2005 公立大学 岩手県立大学看護学部看護学科
2006 公立大学 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科
2007 公立大学 公立大学大学法人　大分県立看護科学大学看護学部看護学科
2009 公立大学 大阪公立大学大学看護学部
2010 公立大学 岡山県立大学保健福祉学部看護学科
2011 公立大学 沖縄県立看護大学看護学部看護学科
2012 公立大学 香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科
2013 公立大学 公立大学大学法人神奈川県立保健福祉大学
2014 公立大学 岐阜県立看護大学看護学部看護学科
2015 公立大学 京都府立医科大学医学部看護学科
2016 公立大学 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
2017 公立大学 長崎県立大学看護栄養学部看護学科
2018 公立大学 県立広島大学保健福祉学部保健福祉学科看護学コース
2019 公立大学 高知県立大学看護学部看護学科
2020 公立大学 神戸市看護大学看護学部看護学科
2021 公立大学 公立大学大学法人埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科
2022 公立大学 北海道公立大学大学法人　札幌医科大学保健医療学部
2023 公立大学 札幌市立大学看護学部看護学科
2024 公立大学 公立大学大学法人　滋賀県立大学人間看護学部人間看護学科
2025 公立大学 静岡県立大学看護学部
2026 公立大学 東京都立大学健康福祉学部看護学科
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2027 公立大学 長野県看護大学看護学部
2028 公立大学 名古屋市立大学大学院看護学研究科
2029 公立大学 奈良県立医科大学医学部看護学科
2030 公立大学 新潟県立看護大学看護学部看護学科
2031 公立大学 兵庫県立大学看護学部看護学科
2032 公立大学 福井県立大学看護福祉学部看護学科
2033 公立大学 公立大学大学法人　福岡県立大学看護学部看護学科
2034 公立大学 福島県立医科大学看護学部看護学科
2035 公立大学 三重県立看護大学看護学部看護学科
2036 公立大学 公立大学大学法人　宮城大学看護学群看護学類
2037 公立大学 宮崎県立看護大学看護学部看護学科
2038 公立大学 公立大学大学法人　山形県立保健医療大学
2039 公立大学 山口県立大学看護栄養学部看護学科
2040 公立大学 山梨県立大学看護学部看護学科
2041 公立大学 公立大学大学法人　横浜市立大学医学部看護学科
2042 公立大学 和歌山県立医科大学保健看護学部保健看護学科
2044 公立大学 名寄市立大学保健福祉学部看護学科
2045 公立大学 千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科
2046 公立大学 新見公立大学大学健康科学部看護学科
2047 公立大学 公立大学大学法人　名桜大学人間健康学部看護学科
2048 公立大学 島根県立大学看護栄養学部看護学科
2049 公立大学 敦賀市立看護大学看護学部看護学科
2050 公立大学 公立大学小松大学保健医療学部看護学科
2051 公立大学 公立大学大学法人富山県立大学看護学部看護学科
2052 公立大学 川崎市立看護大学看護学部看護学科
3001 私立大学 愛知医科大学看護学部看護学科
3002 私立大学 藍野大学医療保健学部看護学科
3003 私立大学 茨城キリスト教大学看護学部看護学科
3004 私立大学 鹿児島純心女子大学看護栄養学部看護学科
3005 私立大学 川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科
3006 私立大学 関西福祉大学看護学部看護学科
3007 私立大学 北里大学看護学部看護学科
3008 私立大学 吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科
3009 私立大学 岐阜医療科学大学看護学部看護学科
3010 私立大学 九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科
3011 私立大学 京都橘大学看護学部看護学科
3012 私立大学 杏林大学保健学部看護学科
3013 私立大学 学校法人銀杏学園　熊本保健科学大学保健科学部
3014 私立大学 久留米大学医学部看護学科
3015 私立大学 広島文化学園大学看護学部看護学科
3016 私立大学 群馬パース大学看護学部看護学科
3017 私立大学 慶應義塾大学看護医療学部
3018 私立大学 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科
3019 私立大学 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科
3020 私立大学 埼玉医科大学保健医療学部看護学科
3021 私立大学 産業医科大学産業保健学部看護学科
3022 私立大学 自治医科大学看護学部
3023 私立大学 関西看護医療大学看護学部看護学科
3024 私立大学 順天堂大学医療看護学部看護学科
3025 私立大学 上武大学看護学部看護学科
3026 私立大学 昭和大学保健医療学部看護学科
3027 私立大学 西南女学院大学保健福祉学部看護学科
3029 私立大学 聖マリア学院大学看護学部看護学科
3030 私立大学 聖隷クリストファー大学看護学部看護学科
3031 私立大学 聖路加国際大学看護学部看護学科
3032 私立大学 園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科
3033 私立大学 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科
3034 私立大学 中部大学生命健康科学部保健看護学科
3035 私立大学 帝京大学医療技術学部看護学科
3036 私立大学 帝京平成大学ヒューマンケア学部看護学科
3037 私立大学 天使大学看護栄養学部看護学科
3038 私立大学 東海大学医学部看護学科
3039 私立大学 東京医療保健大学医療保健学部看護学科
3040 私立大学 東京慈恵会医科大学医学部看護学科
3041 私立大学 東京女子医科大学看護学部看護学科
3042 私立大学 東邦大学看護学部
3043 私立大学 東北福祉大学健康科学部保健看護学科
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3044 私立大学 新潟医療福祉大学看護学部看護学科
3045 私立大学 新潟青陵大学看護学部看護学科
3046 私立大学 日本赤十字看護大学看護学部看護学科
3047 私立大学 日本赤十字九州国際看護大学看護学部看護学科
3048 私立大学 日本赤十字豊田看護大学看護学部看護学科
3049 私立大学 日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科
3050 私立大学 日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科
3051 私立大学 兵庫大学看護学部看護学科
3052 私立大学 弘前学院大学看護学部看護学科
3053 私立大学 広島国際大学看護学部看護学科
3054 私立大学 藤田医科大学保健衛生学部看護学科
3055 私立大学 北海道医療大学看護福祉学部看護学科
3056 私立大学 武蔵野大学看護学部看護学科
3057 私立大学 明治国際医療大学看護学部看護学科
3058 私立大学 目白大学看護学部看護学科
3059 私立大学 四日市看護医療大学看護医療学部看護学科
3060 私立大学 兵庫医科大学看護学部看護学科
3061 私立大学 姫路大学看護学部看護学科
3062 私立大学 つくば国際大学医療保健学部看護学科
3063 私立大学 獨協医科大学看護学部看護学科
3064 私立大学 淑徳大学看護栄養学部看護学科
3065 私立大学 金沢医科大学看護学部看護学科
3066 私立大学 太成学院大学看護学部看護学科
3067 私立大学 甲南女子大学看護リハビリテーション学部看護学科
3068 私立大学 福山平成大学看護学部看護学科
3069 私立大学 宇部フロンティア大学看護学部看護学科
3070 私立大学 福岡大学医学部看護学科
3073 私立大学 秋田看護福祉大学看護福祉学部看護学科
3074 私立大学 旭川大学保健福祉学部保健看護学科
3075 私立大学 北海道文教大学人間科学部看護学科
3076 私立大学 千里金蘭大学看護学部看護学科
3077 私立大学 畿央大学健康科学部看護医療学科
3078 私立大学 徳島文理大学保健福祉学部看護学科
3079 私立大学 福岡女学院看護大学看護学部看護学科
3080 私立大学 三育学院大学看護学部看護学科
3081 私立大学 桐生大学医療保健学部看護学科
3082 私立大学 佐久大学看護学部看護学科
3083 私立大学 神戸常盤大学保健科学部看護学科
3084 私立大学 活水女子大学看護学部看護学科
3085 私立大学 関西医療大学保健看護学部保健看護学科
3086 私立大学 福岡国際医療福祉大学看護学部看護学科
3087 私立大学 山陽学園大学看護学部看護学科
3088 私立大学 四国大学看護学部看護学科
3089 私立大学 西武文理大学看護学部看護学科
3090 私立大学 東京有明医療大学看護学部看護学科
3091 私立大学 東都大学ヒューマンケア学部看護学科
3092 私立大学 豊橋創造大学保健医療学部看護学科
3093 私立大学 日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科
3094 私立大学 弘前医療福祉大学保健学部看護学科
3095 私立大学 広島都市学園大学健康科学部看護学科
3096 私立大学 東北文化学園大学医療福祉学部看護学科
3097 私立大学 日本保健医療大学保健医療学部看護学科
3098 私立大学 東京医療保健大学東が丘看護学部看護学科
3099 私立大学 東京工科大学医療保健学部看護学科
3100 私立大学 中京学院大学看護学部看護学科
3101 私立大学 順天堂大学保健看護学部看護学科
3102 私立大学 椙山女学園大学看護学部看護学科
3103 私立大学 大阪医科薬科大学看護学部看護学科
3104 私立大学 宝塚大学看護学部看護学科
3105 私立大学 梅花女子大学看護保健学部看護学科
3106 私立大学 群馬医療福祉大学看護学部看護学科
3107 私立大学 京都光華女子大学健康科学部看護学科
3108 私立大学 純真学園大学保健医療学部看護学科
3109 私立大学 上智大学総合人間科学部看護学科
3110 私立大学 聖泉大学看護学部看護学科
3111 私立大学 人間総合科学大学保健医療学部看護学科
3112 私立大学 森ノ宮医療大学看護学部看護学科
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3113 私立大学 了德寺大学健康科学部看護学科
3114 私立大学 学校法人鉄蕉館　亀田医療大学看護学部看護学科
3115 私立大学 城西国際大学看護学部看護学科
3116 私立大学 常翔学園　摂南大学看護学部看護学科
3117 私立大学 帝京科学大学医療科学部看護学科
3118 私立大学 天理医療大学医療学部看護学科
3119 私立大学 日本医療科学大学保健医療学部看護学科
3120 私立大学 佛教大学保健医療技術学部看護学科
3121 私立大学 横浜創英大学看護学部
3122 私立大学 関西国際大学保健医療学部看護学科
3123 私立大学 関東学院大学看護学部看護学科
3124 私立大学 共立女子大学看護学部看護学科
3125 私立大学 札幌保健医療大学保健医療学部看護学科
3126 私立大学 創価大学看護学部看護学科
3127 私立大学 帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科
3128 私立大学 東京医科大学医学部看護学科
3129 私立大学 常葉大学健康科学部看護学科
3130 私立大学 青森中央学院大学看護学部看護学科
3131 私立大学 朝日大学保健医療学部看護学科
3132 私立大学 足利大学看護学部看護学科
3133 私立大学 鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科
3134 私立大学 千葉科学大学看護学部看護学科
3135 私立大学 中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科
3136 私立大学 東京家政大学健康科学部看護学科
3137 私立大学 奈良学園大学保健医療学部看護学科
3138 私立大学 日本医療大学保健医療学部看護学科
3139 私立大学 文京学院大学保健医療技術学部看護学科
3140 私立大学 北海道科学大学保健医療学部看護学科
3142 私立大学 安田女子大学看護学部看護学科
3143 私立大学 帝京大学福岡医療技術学部看護学科
3144 私立大学 京都看護大学看護学部看護学科
3145 私立大学 聖徳大学看護学部看護学科
3146 私立大学 大阪青山大学健康科学部看護学科
3147 私立大学 神奈川工科大学健康医療科学部看護学科
3148 私立大学 岐阜聖徳学園大学看護学部看護学科
3149 私立大学 京都先端科学大学健康医療学部看護学科
3150 私立大学 金城大学看護学部看護学科
3151 私立大学 神戸女子大学看護学部看護学科
3152 私立大学 四條畷学園大学看護学部看護学科
3154 私立大学 湘南医療大学保健医療学部看護学科
3155 私立大学 東京純心大学看護学部看護学科
3156 私立大学 同志社女子大学看護学部看護学科
3157 私立大学 学校法人藤田学院　鳥取看護大学看護学部看護学科
3158 私立大学 日本福祉大学看護学部看護学科
3159 私立大学 人間環境大学看護学部看護学科
3160 私立大学 武庫川女子大学看護学部看護学科
3161 私立大学 健康科学大学看護学部看護学科
3162 私立大学 国際医療福祉大学成田看護学部看護学科
3163 私立大学 修文大学看護学部看護学科
3164 私立大学 東京医療学院大学保健医療学部看護学科
3165 私立大学 八戸学院大学健康医療学部看護学科
3166 私立大学 姫路獨協大学看護学部看護学科
3167 私立大学 一宮研伸大学看護学部看護学科
3168 私立大学 医療創生大学看護学部看護学科
3169 私立大学 岩手医科大学看護学部看護学科
3170 私立大学 岩手保健医療大学看護学部看護学科
3171 私立大学 秀明大学看護学部看護学科
3172 私立大学 聖カタリナ大学人間健康福祉学部看護学科
3173 私立大学 東京情報大学看護学部看護学科
3174 私立大学 東邦大学健康科学部看護学科
3175 私立大学 人間環境大学松山看護学部看護学科
3176 私立大学 福井医療大学保健医療学部看護学科
3177 私立大学 福岡看護大学看護学部看護学科
3178 私立大学 関西医科大学看護学部看護学科
3180 私立大学 大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科
3181 私立大学 東京医療保健大学千葉看護学部看護学科
3182 私立大学 東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科
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3183 私立大学 東都大学幕張ヒューマンケア学部看護学科
3184 私立大学 常磐大学看護学部看護学科
3185 私立大学 名古屋学芸大学看護学部看護学科
3186 私立大学 西九州大学看護学部看護学科
3187 私立大学 和洋女子大学看護学部看護学科
3188 私立大学 松蔭大学看護学部看護学科
3189 私立大学 岐阜協立大学看護学部看護学科
3190 私立大学 岐阜保健大学看護学部看護学科
3191 私立大学 四天王寺大学看護学部看護学科
3192 私立大学 清泉女学院大学看護学部看護学科
3193 私立大学 長岡崇徳大学看護学部看護学科
3194 私立大学 長野保健医療大学看護学部看護学科
3195 私立大学 名古屋女子大学健康科学部看護学科
3196 私立大学 第一薬科大学看護学部
3197 私立大学 東京医療保健大学立川看護学部看護学科
3198 私立大学 湘南鎌倉医療大学看護学部看護学科
3199 私立大学 日本赤十字看護大学さいたま看護学部看護学科
3200 私立大学 医療創生大学国際看護学部看護学科
3201 私立大学 東都大学沼津ヒューマンケア学部看護学科
3202 私立大学 松本看護大学看護学部看護学科
3203 私立大学 大手前大学国際看護学部
3204 私立大学 大阪信愛学院大学看護学部看護学科
3205 私立大学 金城学院大学看護学部看護学科
3206 私立大学 宝塚医療大学和歌山保健医療学部看護学科
3207 私立大学 令和健康科学大学看護学部看護学科
4001 省庁大学校 国立大学看護大学校看護学部
4002 省庁大学校 防衛医科大学校医学教育部看護学科
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