
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

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程ビジネスパソコン科 平成14年2月27日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報マルチメディア科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 ～ 平成16年2月17日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報マルチメディア科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報メディア科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程大学併修科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報メディア科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程医療情報学科 平成21年2月27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

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程自動車工学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
鹿児島工学院専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程総合電気工学科 平成8年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
鹿児島工学院専門学校 工業専門課程電気技術工学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ
商業実務専門課程ビジネスアドミニストレーション
科

平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
ＫＵＣユニバーサルカレッジ 商業実務専門課程国際経営科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 商業実務専門課程国際経営科 平成10年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程国家公務員技術専攻科 平成12年2月8日 ～ 平成16年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

鹿児島県 ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程ＩＴ科 平成16年2月17日 ～ 平成19年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
鹿児島工学院専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 赤塚学園看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 赤塚学園造形美術専門学校 文化教養専門課程造形デザイン科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
赤塚学園造形美術専門学校 文化教養専門課程造形美術科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 赤塚学園造形美術専門学校 文化教養専門課程造形美術科 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
タラデザイン専門学校 文化・教養専門課程造形美術科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 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
赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程ユニバーサルビジネス科 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
赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 文化教養専門課程デザイン科 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
赤塚学園造形美術専門学校 文化教養専門課程造形デザイン科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校
文化教養専門課程行政事務科（修業年限２年の
課程に限る。）

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
赤塚学園ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
赤塚学園美容ビジネス専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
赤塚学園美容ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成15年4月1日 平成16年2月17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

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

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
赤塚学園美容ビジネス専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 赤塚学園ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成13年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
赤塚学園美容ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 赤塚学園美容・デザイン専門学校 衛生専門課程　美容科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 赤塚学園美容・デザイン専門学校 文化教養専門課程　デザイン科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
タラビューティ専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
タラビューティ専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
タラビューティ専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科 平成18年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 文化教養専門課程日本語通訳科 平成16年2月17日 ～ 平成18年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
タラビューティ専門学校 文化・教養専門課程日本語通訳科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 赤塚学園美容ビジネス専門学校 衛生専門課程美容科 平成17年3月3日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
タラビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉学科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
奄美看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 医療専門課程薬草（藻）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 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 衛生専門課程調理師養成学科（２年課程） 平成12年2月8日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日 不適合 平成12年3月31日 平成13年3月8日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
奄美看護福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程こども・かいご福
祉学科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程医療事務学科 平成20年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書学科 平成25年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成26年1月28日
名称変

更
奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情報学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程こども・かいご福祉学科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

鹿児島県 奄美看護福祉専門学校 商業実務専門課程　ビジネス情報学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 奄美情報処理専門学校 工業専門課程システム情報処理科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

鹿児島県
出水郡医師会広域医療センター附属阿久
根看護学校

医療専門課程看護科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程栄養士科 平成13年4月1日 ～ 平成15年2月19日

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程経営調理科 平成13年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程調理師科２年コース 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 医療専門課程柔道整復師科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

鹿児島県 今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程調理師科２年コース 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉科 平成9年11月17日 ～ 平成27年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
鹿児島医療技術専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成22年2月26日 平成10年12月21日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26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

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程診療放射線技術学科 平成10年12月21日 ～ 平成22年2月26日 平成10年12月21日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程言語聴覚療法学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年2月26日 平成15年2月19日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成15年2月19日 ～ 平成22年2月26日 平成15年2月19日 不適合 平成22年2月26日 平成22年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程保健看護学科 平成16年2月17日 ～ 平成17年12月8日 平成16年2月17日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程作業療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成20年2月26日 平成19年2月22日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程理学療法学科（夜間部） 平成19年2月1日 ～ 平成20年2月26日 平成19年2月22日 不適合 平成20年2月26日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科（夜間部） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程　理学療法学科（夜間部） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島医療工学専門学校 医療専門課程臨床工学学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿児島医療事務専門学校 商業実務専門課程医療事務専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成29年2月21日 平成19年2月22日 廃止 平成29年2月21日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程看護科 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
鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 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
鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 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
鹿児島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務科 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
鹿児島医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 商業実務専門課程医療福祉事務学科 平成13年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 鹿児島英語専修学校 文化・教養専門課程英語科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

鹿児島県 鹿児島栄養専門学校 衛生専門課程経営調理科 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
鹿児島栄養調理専門学校 衛生専門課程経営調理科 平成10年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島栄養専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成9年11月17日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
鹿児島栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成10年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島栄養調理専門学校 衛生専門課程栄養士科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程栄養士科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島栄養調理専門学校 衛生専門課程経営調理科 平成10年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
今村学園ライセンスアカデミー 衛生専門課程経営調理科 平成13年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島外語学院 文化教養専門課程国際科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

鹿児島県 鹿児島上山家政専門学校 家政専門課程洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 鹿児島上山家政専門学校 家政専門課程和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日
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鹿児島県 鹿児島環境・情報専門学校 工業専門課程環境情報オフィス学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島環境・情報専門学校 工業専門課程環境情報システム学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程ビューティ科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程ブライダルビューティ科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程　システム開発工学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成25年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療情報管理システム学科 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程クリエイター研究学科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程サウンド・ミュージック科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程サウンド科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程映像科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィック科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程ビューティ科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程映像科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程　ＴＶ映像音響科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィック科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程サウンド科 平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程動物看護学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程美容総合学科 平成28年2月29日 ～ 平成28年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療情報管理学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程会計税務学科 平成29年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程動物看護科 平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成29年3月31日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程動物美容訓練総合科 平成29年2月28日 ～ 平成29年3月31日 平成29年2月28日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程　ＴＶ映像音響科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 医療専門課程看護婦（士）科 平成10年12月21日 ～ 平成14年2月28日 平成10年12月21日
名称変

更
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 医療専門課程看護学科（二年課程） 平成14年3月1日 平成15年2月19日
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鹿児島県 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 医療専門課程看護学科（二年課程） 平成14年3月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

鹿児島県 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

鹿児島県 鹿児島建設専門学校 工業専門課程建設工学科 平成21年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 鹿児島建設専門学校 工業専門課程建設環境学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

鹿児島県 鹿児島建設専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

鹿児島県 鹿児島県美容専門学校 衛生専門課程美容学科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 研究部門畜産学部畜産研究科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 研究部門農学部農業研究科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門畜産学部肉用牛科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門畜産学部養豚科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門畜産学部酪農科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門農学部花き科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門農学部果樹科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門農学部茶業科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立農業大学校 養成部門農学部野菜科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島県立保健看護学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成23年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 鹿児島県理容美容専門学校 衛生専門課程美容科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

鹿児島県 鹿児島県理容美容専門学校 衛生専門課程　理容科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島工学院専門学校 工業専門課程自動車工学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島工学院専門学校 工業専門課程情報デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島工学院専門学校 工業専門課程電気技術工学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島工学院専門学校 工業専門課程建築デザイン学科 平成27年2月19日 ～ 平成27年2月19日

鹿児島県 鹿児島工学院専門学校 工業専門課程　１級自動車工学科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島工科専門学校 工業専門課程自動車整備工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程自動車工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

鹿児島県 鹿児島工科専門学校 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8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

鹿児島県 鹿児島工科専門学校 工業専門課程電気技術工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＵＣユニバーサルカレッジ 工業専門課程総合電気工学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

鹿児島県 鹿児島工科専門学校 商業実務専門課程ビジネスコンピュータ科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
ＫＵＣユニバーサルカレッジ

商業実務専門課程ビジネスアドミニストレー
ション科

平成8年4月1日 平成8年12月4日

鹿児島県 鹿児島高等看護学院 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
名称変

更
鹿児島高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日
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鹿児島県 鹿児島高等看護学院 医療専門課程看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成27年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
鹿児島看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島公務員専修学校 文化・教養専門課程公務員受験科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島公務員専修学校

文化教養専門課程　公務員受験科（２年
制）

平成28年4月1日 平成31年1月25日

鹿児島県 鹿児島公務員専修学校 文化教養専門課程　公務員受験科（２年制） 平成28年4月1日 ～ 平成31年1月25日

鹿児島県 鹿児島市医師会看護専門学校 医療専門課程看護婦科 平成12年2月8日 ～ 平成14年2月28日 平成12年2月8日
名称変

更
鹿児島市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年3月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島市医師会看護専門学校 医療専門課程看護師科 平成14年3月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 鹿児島歯科学院専門学校 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

鹿児島県 鹿児島歯科学院専門学校 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

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　システム工学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　マルチメディアデザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　公務員科（２年制） 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校
商業実務専門課程　国際観光・ビジネス科（１０月
入学コース）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校
商業実務専門課程　国際観光・ビジネス科（４月入
学コース）

令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　システム工学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成29年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　情報システム科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報経理科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程リゾート観光科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程短大科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成12年2月8日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療介護事務科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療介護事務科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 工業専門課程マルチメディアデザイン科 平成15年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 工業専門課程　マルチメディアデザイン科 平成29年3月31日 平成30年2月28日
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鹿児島県 鹿児島情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島市立高等看護学校 専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸あん摩マッサージ指圧学科 平成12年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
鹿児島鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩マツサージ指圧
学科

平成20年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程　鍼灸あん摩マツサージ指圧学科 平成20年4月1日 ～ 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校
医療専門課程　鍼、灸、あん摩・マッサージ・指圧
科

平成9年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
鹿児島鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼灸あん摩マッサージ指圧
学科

平成12年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島測量専門学校 工業専門課程建設工学科 平成7年1月23日 ～ 平成21年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島建設専門学校 工業専門課程建設工学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島中央看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島中央看護専門学校 医療専門課程２年課程看護科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 鹿児島中央看護専門学校 医療専門課程２年課程看護科 平成15年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

鹿児島県 鹿児島中央看護専門学校 医療専門課程３年課程看護科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

鹿児島県 鹿児島中央専門学校 教育専門課程国際教養本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

鹿児島県 鹿児島調理師専門学校
衛生専門課程調理科(修業年限２年の課程に限
る。)

平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島栄養専門学校 衛生専門課程経営調理科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

鹿児島県 鹿児島動物専門学校 文化・教養専門課程愛犬訓練士学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島動物専門学校 文化・教養専門課程愛犬美容学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島動物専門学校 文化・教養専門課程動物看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成27年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島動物専門学校 文化・教養専門課程アニマルセラピー学科 平成21年2月27日 ～ 平成27年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程国際情報秘書科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程情報システム科 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

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 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11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程福祉環境工学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程国際情報工学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程メディカルセクレタリー科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程ネットワークラボ科 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
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程メディア情報科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程経営情報学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年12月8日 平成10年12月21日 不適合 平成17年12月8日 平成17年12月9日
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鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程メディカルセクレタリー科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程マルチメディア科 平成10年12月21日 ～ 平成19年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程ＵＮＩＸ研究学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程システム研究学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程マルチメディア研究学科 平成12年2月8日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程デジタルクリエイト学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程メディア情報科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴソリューション科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科 平成13年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程システム研究学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程医療情報管理システム学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程福祉環境工学科 平成14年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程福祉環境デザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程デジタルクリエイト学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程医療情報管理システム学科 平成15年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程システムデザイン科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程ビジネスマネジメント科 平成17年12月26日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程オフィスキャリア科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴベンチャー学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴベンチャー学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴソリューション科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴソリューション科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 工業専門課程福祉環境デザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 商業実務専門課程オフィスキャリア科 平成19年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程サウンド・ミュージック科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島ハイテク専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程鍼灸，あん摩マッサージ指圧科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
鹿児島鍼灸専門学校

医療専門課程　鍼、灸、あん摩・マッサー
ジ・指圧科

平成9年3月31日 平成30年2月28日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程第１鍼灸学科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

鹿児島県 鹿児島鍼灸専門学校 医療専門課程第２鍼灸学科 平成15年2月19日 ～ 平成24年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 商業実務専門課程トラベル観光学科 平成10年12月21日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 文化・教養専門課程国際留学学科 平成10年12月21日 ～ 平成17年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 文化教養専門課程キャリア養成学科（２年課程） 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
鹿児島レディスカレッジ

文化・教養専門課程キャリア養成学科２年
コース

平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 文化・教養専門課程キャリア養成学科２年コース 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

鹿児島県 鹿児島レディスカレッジ 衛生専門課程ヘアーアート学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日
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鹿児島県 加治木看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 ～ 平成29年2月28日

鹿児島県 加世田医療福祉専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年1月23日 ～ 平成26年7月18日 平成7年1月23日 廃止 平成26年7月18日 平成28年2月29日

鹿児島県 加世田医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成7年1月23日 ～ 平成26年7月18日 平成7年1月23日 廃止 平成26年7月18日 平成28年2月29日

鹿児島県 学校法人鹿児島学園加治木看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成28年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
加治木看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成28年4月1日 平成29年2月28日

鹿児島県 鹿屋市立鹿屋看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
鹿屋市立鹿屋看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿屋市立鹿屋看護専門学校 看護専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

鹿児島県 鹿屋ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 医療専門課程高等看護科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
神村学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成9年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
神村学園専修学校 医療専門課程作業療法学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成17年3月3日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
神村学園専修学校 医療専門課程理学療法学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 平成20年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
神村学園専修学校 医療専門課程看護学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程保育学科 平成21年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
神村学園専修学校 社会福祉専門課程保育学科 平成22年4月1日 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園専修学校 医療専門課程看護学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園専修学校 医療専門課程作業療法学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園専修学校 医療専門課程理学療法学科 平成22年4月1日 ～ 平成23年12月22日

鹿児島県 神村学園専修学校 社会福祉専門課程保育学科 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
神村学園専修学校 社会福祉専門課程こども学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 神村学園専修学校 社会福祉専門課程こども学科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

鹿児島県 川内市医師会立川内看護専門学校 専門課程３年課程　看護学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 九州電子計算機専門学校鹿児島校 工業専門課程情報システム科 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
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程マルチメディア科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 九州電子計算機専門学校鹿児島校 工業専門課程情報システム専門科 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
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報システム専門科 平成13年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 九州電子計算機専門学校鹿児島校 工業専門課程情報システム研究科 平成9年11月17日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
ＫＣＳ鹿児島情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成13年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 久木田学園看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

鹿児島県
公益社団法人出水郡医師会立阿久根市民
病院附属看護学校

医療専門課程看護科 平成24年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
出水郡医師会広域医療センター附属阿
久根看護学校

医療専門課程看護科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程税務会計学科 平成7年1月23日 ～ 平成20年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療経理学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療・福祉ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療・福祉ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程公務員・看護系受験学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学
校

商業実務専門課程公務員受験学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成21年2月27日 ～ 平成26年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学
校

商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

鹿児島県 甲南ビジネス専門学校 商業実務専門課程スポーツマネジメント学科 平成26年1月28日 ～ 平成26年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学
校

商業実務専門課程スポーツマネジメント学
科

平成26年4月1日 平成27年2月19日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際ビジネス科 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
国際イングリッシュカレッジ

文化・教養専門課程国際コミュニケーション
学科

平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際秘書科 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
国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際秘書学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際旅行科 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
国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際旅行学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際コミュニケーション学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
国際専修カレッジ

文化・教養専門課程国際コミュニケーション
学科

平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際秘書学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際秘書学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 国際イングリッシュカレッジ 文化・教養専門課程国際旅行学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際旅行学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際コミュニケーション学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際専修カレッジ 文化・教養専門課程ビジネス秘書学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際秘書学科 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
国際専修カレッジ 文化・教養専門課程航空ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程国際旅行学科 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程航空ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鹿児島県 国際専修カレッジ 文化・教養専門課程ビジネス秘書学科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鹿児島県 国立指宿病院附属看護学校 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

鹿児島県
国立病院九州循環器病センター附属鹿児
島看護学校

看護専門課程看護学科 平成12年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構九州循環器
病センター附属鹿児島看護学校

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

鹿児島県 国立南九州中央病院附属鹿児島看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成12年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
国立病院九州循環器病センター附属鹿
児島看護学校

看護専門課程看護学科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

鹿児島県 国立療養所星塚敬愛園附属看護学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

鹿児島県
社団法人出水郡医師会立阿久根市民病院
附属看護学校

医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成24年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
公益社団法人出水郡医師会立阿久根市
民病院附属看護学校

医療専門課程看護科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

鹿児島県 城西学園プロフェッショナル・カレッジ 社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
城西プロフェッショナル・カレッジ 社会福祉専門課程社会福祉科 平成9年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 城西プロフェッショナル・カレッジ 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成14年2月27日 ～ 平成22年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

鹿児島県 城西プロフェッショナル・カレッジ 教育・社会福祉専門課程福祉・幼児教育学科 平成15年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成16年2月17日 廃止 平成26年3月31日 平成28年2月29日

鹿児島県 城西プロフェッショナル・カレッジ 社会福祉専門課程社会福祉科 平成9年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
城西プロフェッショナル・カレッジ

教育・社会福祉専門課程福祉・幼児教育学
科

平成15年4月1日 平成16年2月17日

鹿児島県 仁心看護専門学校 医療専門課程看護科（３年課程） 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

鹿児島県 川内市医師会立川看護専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成31年4月1日 平成7年1月23日
名称変

更
川内市医師会立川内看護専門学校 専門課程３年課程　看護学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

鹿児島県 第一リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法学科 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
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 第一リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法学科 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
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日
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鹿児島県 第一リハビリテーション専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 第一リハビリテーション専門学校 医療専門課程柔道整復学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程柔道整復学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 第一リハビリテーション専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科 平成19年2月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
鹿児島第一医療リハビリ専門学校 医療専門課程はり・きゅう学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

鹿児島県 たちばな医療専門学校 医療専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

鹿児島県 タラ看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成22年11月29日 ～ 平成31年4月1日 平成22年11月29日
名称変

更
赤塚学園看護専門学校 医療専門課程　看護学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

鹿児島県 タラデザイン専門学校 文化・教養専門課程造形美術科 平成18年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
タラデザイン専門学校 文化教養専門課程商業デザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 タラデザイン専門学校 文化教養専門課程商業デザイン科 平成25年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

鹿児島県 タラビューティ専門学校 衛生専門課程美容科 平成18年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
タラ美容福祉専門学校 衛生専門課程美容科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

鹿児島県 タラビューティ専門学校 商業実務専門課程医事管理科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 タラビューティ専門学校 商業実務専門課程商業経営科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 タラビューティ専門学校 文化・教養専門課程日本語通訳科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 タラビューティ専門学校 農業専門課程環境アグリビジネス科 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

鹿児島県 タラ美容福祉専門学校 衛生専門課程美容科 平成24年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成25年1月29日
名称変

更
赤塚学園美容・デザイン専門学校 衛生専門課程　美容科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

鹿児島県 タラ美容福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成28年2月29日 ～ 平成31年3月31日 平成28年2月29日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

鹿児島県
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療セ
ンター附属鹿児島看護学校

看護専門課程看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月22日

鹿児島県
独立行政法人国立病院機構九州循環器病
センター附属鹿児島看護学校

看護専門課程看護学科 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療
センター附属鹿児島看護学校

看護専門課程看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

鹿児島県 南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学校 商業実務専門課程公務員受験学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年6月30日 平成27年2月19日 廃止 平成28年6月30日 平成29年2月28日

鹿児島県 南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学校 商業実務専門課程スポーツマネジメント学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年6月30日 平成27年2月19日 廃止 平成28年6月30日 平成29年2月28日

鹿児島県 南洲スポーツ＆ビジネスCocoro専門学校 商業実務専門課程総合ビジネス学科 平成26年4月1日 ～ 平成28年6月30日 平成27年2月19日 廃止 平成28年6月30日 平成29年2月28日

鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッション産業科 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
野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッションコーディネイト科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッションクリエイト科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ファッションコーディネイト科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

鹿児島県 野村服飾専門学校 服飾専門課程ブライダルコーディネイト科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

鹿児島県 原田学園看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
鹿児島医療技術専門学校 医療専門課程看護学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

鹿児島県 原田学園こども・医療秘書専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 教育・社会福祉専門課程こども学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園こども・医療秘書専門学校 商業実務専門課程医療情報管理システム学科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校

商業実務専門課程　医療情報管理システ
ム学科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園こども・医療秘書専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 商業実務専門課程医療福祉秘書科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園デジタルアーツ専門学校 文化教養専門課程サウンド・ミュージック科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程サウンド・ミュージック科 平成25年4月1日 平成26年1月28日
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鹿児島県 原田学園デジタルアーツ専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタル映像科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園デジタルアーツ専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園デジタルアーツ専門学校 文化教養専門課程クリエイター研究学科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 文化教養専門課程クリエイター研究学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴソリューション科 平成20年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成23年3月31日 平成23年12月22日

鹿児島県 原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴベンチャー学科 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程システム開発工学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

鹿児島県 原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成20年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程メカトロニクス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成23年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程ＩＴビジネス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園ハイテク専門学校 工業専門課程システム開発工学科 平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 工業専門課程　システム開発工学科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園ビューティ専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成21年2月27日 ～ 平成25年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程トータルビューティ科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 原田学園ビューティ専門学校 衛生専門課程ブライダルビューティ科 平成22年11月29日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
鹿児島キャリアデザイン専門学校 衛生専門課程ブライダルビューティ科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

鹿児島県 南九州医療事務医療秘書専門学校 商業実務課程　医療秘書科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

鹿児島県 南九州医療秘書専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 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
南九州医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

鹿児島県 南九州医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成13年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
南九州医療秘書福祉専門学校

商業実務専門課程医療秘書診療情報シス
テム管理学科

平成19年4月1日 平成22年2月26日

鹿児島県 南九州医療秘書福祉専門学校
商業実務専門課程医療秘書診療情報システム管
理学科

平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
南九州医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

鹿児島県 南九州医療秘書福祉専門学校 商業実務専門課程医療秘書科 平成22年4月1日 ～ 平成28年5月25日 平成22年11月29日
名称変

更
南九州メディカルスタッフ専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成28年5月25日 平成30年2月28日

鹿児島県 南九州メディカルスタッフ専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成28年5月26日 ～ 平成31年4月1日 令和2年2月29日
名称変

更
南九州医療事務医療秘書専門学校 商業実務課程　医療秘書科 平成31年4月1日 令和2年2月29日
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