
修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧

学　校　名 課　程　名

島根県 出雲医療看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

島根県 出雲医療看護専門学校 医療専門課程言語聴覚士学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

島根県 出雲医療看護専門学校 医療専門課程理学療法士学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

島根県 出雲医療看護専門学校 医療専門課程臨床工学技士学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

島根県 出雲コアカレッジ 教育社会福祉専門課程こども福祉科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

島根県 出雲コアカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成27年4月1日 ～ 平成29年2月28日

島根県 出雲コアカレッジ 工業専門課程情報システム専攻科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

島根県 出雲コアカレッジ 工業専門課程情報専攻科 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
出雲コアカレッジ 工業専門課程情報システム専攻科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

島根県 出雲コアカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成27年4月1日 ～ 平成29年2月28日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程ＯＡビジネス科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報経理科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程ＳＥ専攻科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報専攻科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報工学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報経理科 平成13年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
出雲コンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報工学科 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
出雲コアカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 工業専門課程情報専攻科 平成13年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
出雲コアカレッジ 工業専門課程情報専攻科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
出雲コアカレッジ 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成27年4月1日 平成29年2月28日

島根県 出雲コンピュータ専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス専攻科 平成25年1月29日 ～ 平成28年3月31日 平成25年1月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

島根県 国立大田病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立浜田病院附属大田看護学校 看護専門課程看護学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

島根県 国立浜田病院附属大田看護学校 看護専門課程看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

島根県 国立浜田病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構浜田医療セ
ンター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

島根県 国立療養所松江病院附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

島根県 山陰中央専門大学校
工業専門課程自動車整備学科２級自動車整備士
コース

平成23年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
山陰中央専門大学校

工業専門課程自動車総合学科２級自動車
整備士コース

平成26年4月1日 平成27年2月19日

島根県 山陰中央専門大学校 教育・社会福祉専門課程こども総合学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

島根県 山陰中央専門大学校
工業専門課程自動車総合学科２級自動車整備士
コース

平成26年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成27年2月19日
名称変

更
山陰中央専門大学校

工業専門課程　自動車総合学科　　　２級
整備士カスタマイズコース
工業専門課程　自動車総合学科　　　２級

平成31年4月1日 令和2年2月29日

島根県 山陰中央専門大学校 教育・社会福祉専門課程ふくし総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
山陰中央専門大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

島根県 山陰中央専門大学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉士学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

島根県 山陰中央専門大学校
工業専門課程　自動車総合学科　　　２級整備士
カスタマイズコース

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

（令和2年3月現在）

位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
適用年月日

告示年月日 手続き
名称変更後 変更、廃止、不適合

年月日
変更、廃止、不適合

告示年月日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き
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島根県 山陰中央専門大学校
工業専門課程　自動車総合学科　　　２級整備士
モーターサイクルコース

平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

島根県 島根県歯科技術専門学校 歯科医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

島根県 島根県歯科技術専門学校 歯科医療専門課程歯科技工士科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

島根県 島根県立石見高等看護学院 専門課程看護学科３年課程 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

島根県 島根県立松江高等看護学院 専門課程看護学科２年課程 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

島根県 島根商科専門学校 商業実務専門課程経営情報科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

島根県 島根商科専門学校 商業実務専門課程税理士科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
島根商科専門学校 商業実務専門課程税理士・会計士科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

島根県 島根商科専門学校 商業実務専門課程税理士・会計士科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

島根県 島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程児童福祉科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

島根県 島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成13年4月1日 ～ 平成25年1月29日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程産業デザイン科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
島根デザイン専門学校 専門課程クラフトデザイン科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程クラフトデザイン科 平成14年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程陶芸科 平成15年2月19日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程ビジュアルデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程ガーデニングデザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程デジタルメディア科 平成20年2月26日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

島根県 島根デザイン専門学校 専門課程モノ制作科 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

島根県 島根リハビリテーション学院 医療専門課程作業療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

島根県 島根リハビリテーション学院 医療専門課程理学療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

島根県 専門学校国際医療福祉総合学院出雲校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学
校

教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 専門学校島根自動車工学専門大学校 工業専門課程自動車整備学科２級コース 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
山陰中央専門大学校

工業専門課程自動車整備学科２級自動車
整備士コース

平成23年4月1日 平成23年12月22日

島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 専門課程経営情報科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 専門課程税理士・会計士科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 工業専門課程情報工学短大科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報メディア科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営短大科 平成13年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営短大科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

島根県 専門学校松江情報ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ペットビジネス科 平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ペットビジネス科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報メディア科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報メディア学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営短大科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程ペットビジネス科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程動物学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報メディア学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程現代ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程動物学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 工業専門課程高度情報学科 平成21年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴ学科 平成30年4月1日 平成31年3月31日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程公務員学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療事務学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程現代ビジネス学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

島根県 専門学校松江総合ビジネスカレッジ 商業実務専門課程　ＩＴ学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

島根県
独立行政法人国立病院機構浜田医療セン
ター附属看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

島根県 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

島根県 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども保育学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

島根県 浜田ビューティーカレッジ 専門課程美容科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

島根県 広瀬町立島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成10年12月21日 ～ 平成13年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
島根総合福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成13年4月1日 平成23年12月22日

島根県 松江医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成12年2月8日 ～ 平成20年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
松江総合医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 松江医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成15年2月19日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
松江総合医療専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 松江医療福祉専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成16年2月17日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
松江総合医療専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 松江医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
松江総合医療専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 松江医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成17年3月3日 ～ 平成20年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
松江総合医療専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

島根県 松江栄養調理製菓専門学校 専門課程昼間部栄養士科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

島根県 松江栄養調理製菓専門学校 専門課程昼間部調理師科 平成26年4月1日 ～ 平成28年2月29日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程経営短大科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校松江情報ビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営短大科 平成13年4月1日 平成17年12月26日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程情報会計科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成7年3月31日 平成7年11月30日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程情報短大科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程税理士短大科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 専門課程情報システム科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

島根県 松江情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報工学短大科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
専門学校松江情報ビジネスカレッジ 工業専門課程情報工学短大科 平成13年4月1日 平成17年12月26日

島根県 松江赤十字看護専門学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成10年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
松江赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日
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学　校　名 課　程　名
位 置 専　修　学　校　名 課　程　名

適用年月日
告示年月日 手続き

名称変更後 変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

島根県 松江赤十字看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

島根県 松江総合医療専門学校 医療専門課程言語聴覚士科 平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成30年3月31日 平成31年3月31日

島根県 松江総合医療専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

島根県 松江総合医療専門学校 医療専門課程視能訓練士科 平成20年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

島根県 松江総合医療専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

島根県 松江総合医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

島根県 松江総合医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

島根県 松江調理製菓製パンカレッジ 専門課程昼間部調理師科 平成23年12月22日 ～ 平成26年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
松江栄養調理製菓専門学校 専門課程昼間部調理師科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門学校 専門課程美容科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
松江理容美容専門学校 専門課程理容学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門学校 専門課程理容科 平成12年2月8日 ～ 平成26年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
松江理容美容専門学校 専門課程美容学科 平成26年4月1日 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門学校 専門課程美容学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
松江理容美容専門大学校 職業実践専門課程美容学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門学校 専門課程理容学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
松江理容美容専門大学校 職業実践専門課程理容学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門大学校 職業実践専門課程美容学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

島根県 松江理容美容専門大学校 職業実践専門課程理容学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程言語聴覚学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程作業療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

島根県 リハビリテーションカレッジ島根 医療専門課程理学療法学科 平成14年2月27日 ～ 平成17年12月8日 平成14年2月27日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

島根県 六日市医療技術専門学校 専門課程介護福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

島根県 六日市医療技術専門学校 専門課程看護科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日
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