
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

佐賀県 ＣＯＤＯ外語観光専門学校 商業実務専門課程ＩＴ（情報ビジネス）学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

佐賀県 ＣＯＤＯ外語観光専門学校 商業実務専門課程観光学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

佐賀県 アイ・ビービューティカレッジ 衛生専門課程美容科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

佐賀県 アイ・ビービューティカレッジ 衛生専門課程理容科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

佐賀県 アカデミー看護専門学校 医療専門課程　看護師科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

佐賀県 伊万里看護学校 看護専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 看護婦専門課程看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
医療福祉専門学校緑生館 看護師専門課程専攻看護学科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 リハビリテーション専門課程作業療法学科 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

佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 リハビリテーション専門課程理学療法学科 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

佐賀県 医療福祉専門学校緑生館 看護師専門課程専攻看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

佐賀県 エッジ国際美容専門学校 美容専門課程美容科（昼間） 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

佐賀県 唐津看護専門学校 看護専門課程看護婦科 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
唐津看護専門学校 看護専門課程看護科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 唐津看護専門学校 看護専門課程看護科 平成11年4月1日 ～ 平成15年2月19日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程ＯＡビジネス科 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
唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

佐賀県 唐津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

佐賀県 唐津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8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程情報システム科 平成8年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程情報ビジネス科 平成8年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程コンピュータ経理科 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
唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程医療情報科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程総合情報科 平成10年12月21日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程総合情報科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程医療情報科 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
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程医療情報科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

佐賀県 唐津コンピュータ専門学校 工業専門課程情報専攻科 平成20年2月26日 ～ 平成20年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程情報専攻科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程医療情報科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程医療ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程情報専攻科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程総合情報科 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程総合ビジネス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程医療ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成29年3月31日 平成31年1月25日

佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程総合ビジネス科 平成22年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程　地域ニュービジネス科 平成29年4月1日 平成31年1月25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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佐賀県 唐津ビジネスカレッジ 工業専門課程　地域ニュービジネス科 平成29年4月1日 ～ 平成31年1月25日

佐賀県 看護専門学校緑生館 看護婦専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
医療福祉専門学校緑生館 看護婦専門課程看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程歯科技工士本科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅰ部 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅱ部（昼間部） 平成27年4月1日 平成29年2月28日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅱ部 平成23年12月22日 ～ 平成27年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅲ部（夜間部） 平成27年4月1日 平成29年2月28日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程鍼灸師科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅰ部 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅱ部（昼間部） 平成27年4月1日 ～ 平成29年2月28日

佐賀県 九州医療専門学校 医療専門課程柔道整復師科Ⅲ部（夜間部） 平成27年4月1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 令和2年2月29日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
九州医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科技工士本科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
九州医療専門学校 医療専門課程歯科技工士本科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境工学科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境生態科 平成15年2月19日 ～ 平成16年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境生態・工学科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 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

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程ソーシャルワーカー科 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

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉環境科 平成14年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程鍼灸師科 平成16年2月17日 ～ 平成23年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
九州医療専門学校 医療専門課程鍼灸師科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 工業専門課程環境生態・工学科 平成16年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 衛生専門課程美容師科 平成19年2月1日 ～ 平成23年3月31日 平成19年2月22日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
工業専門課程情報システム科(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
九州国際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4月1日 平成7年11月30日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程ＯＡビジネス科(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
九州国際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4月1日 平成7年11月30日

佐賀県 九州国際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7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報ビジネス科 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

佐賀県 九州国際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4月1日 ～ 平成7年11月30日

佐賀県 九州国際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4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営情報科 平成7年4月1日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
九州国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程経営管理科（修業年限２
年の課程に限る）

平成8年4月1日 平成8年12月4日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程経営管理科（修業年限２年の
課程に限る）

平成8年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
九州国際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16年4月1日 平成17年3月9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

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程公務員科（行政ビジネスコー
ス）

平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

佐賀県 九州国際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
九州国際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18年4月1日 平成22年11月29日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程アドミッション専攻科大学３年
次編入コース

平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校
商業実務専門課程アドミッション専攻科トータルビ
ジネスコース

平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

佐賀県 九州国際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医療コース 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

佐賀県 九州国際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ビジネスコース 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程システムエンジニア科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成28年2月29日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程デジタルデザイン科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成28年2月29日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程総合事務科 平成22年11月29日 ～ 平成23年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成23年3月31日 平成28年2月29日

佐賀県 九州国際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18年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

佐賀県 九州国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビューティービジネス科 平成22年2月26日 ～ 平成25年3月31日 平成26年1月28日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

佐賀県 九州福祉医療専門学校 医療福祉専門課程歯科衛生士科 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
九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 九州福祉医療専門学校 医療福祉専門課程歯科技工士本科 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
九州環境福祉医療専門学校 医療専門課程歯科技工士本科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 九州福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉士科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 九州福祉医療専門学校 社会福祉専門課程社会福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成14年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉環境科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 九州福祉医療専門学校 社会福祉専門課程ソーシャルワーカー科 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
九州環境福祉医療専門学校 社会福祉専門課程ソーシャルワーカー科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 公務員専門学校公務員ゼミナール佐賀校 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校公務員ゼミナール 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

佐賀県 国立嬉野病院附属看護学校 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嬉野医療セ
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

佐賀県 国立肥前療養所附属看護学校 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

佐賀県 国立療養所東佐賀病院附属看護学校 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東佐賀病院
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

佐賀県 佐賀インテリジェントビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報税理科 平成7年1月23日 ～ 平成27年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

佐賀県 佐賀インテリジェントビジネスカレッジ 商業実務専門課程総合ビジネス科 平成13年3月1日 ～ 平成27年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

佐賀県 佐賀県立有田窯業大学校 専門課程陶磁器科 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
佐賀県立有田窯業大学校 専門課程陶磁器科（二年制） 平成21年4月1日 平成22年2月26日

佐賀県 佐賀県立有田窯業大学校 専門課程陶磁器科（二年制） 平成21年4月1日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

佐賀県 佐賀県立総合看護学院 専門課程第二看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成20年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

佐賀県 佐賀県立総合看護学院 専門課程第一看護学科 平成10年3月12日 ～ 平成20年3月31日 平成10年3月12日
名称変

更
佐賀県立総合看護学院 専門課程看護学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

佐賀県 佐賀県立総合看護学院 専門課程看護学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

佐賀県 佐賀工業専門学校 工業専門課程建築学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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佐賀県 佐賀工業専門学校 工業専門課程自動車学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

佐賀県 佐賀工業専門学校 工業専門課程エアポートサービス学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

佐賀県 佐賀コンピュータ専門学校 情報処理専門課程情報処理システム科 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
佐賀コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理システム科 平成11年4月1日 平成15年2月19日

佐賀県 佐賀コンピュータ専門学校 工業専門課程情報処理システム科 平成11年4月1日 ～ 平成15年2月19日

佐賀県 佐賀市医師会立看護専門学校 看護専門課程看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

佐賀県 佐賀歯科衛生専門学校 医療専門課程歯科衛生士科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

佐賀県 専門学校公務員ゼミナール 文化教養専門課程公務員ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

佐賀県 専門学校モードリゲル 家政専門課程洋裁学科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

佐賀県 武雄看護学校 看護専門課程看護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

佐賀県 武雄看護リハビリテーション学校 医療専門課程看護学科（３年課程全日制） 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

佐賀県 武雄看護リハビリテーション学校 医療専門課程理学療法学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

佐賀県
独立行政法人国立病院機構嬉野医療セン
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

佐賀県
独立行政法人国立病院機構東佐賀病院附
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20年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成20年3月31日 平成21年2月27日

佐賀県 西九州大学福祉医療専門学校 社会福祉専門課程福祉医療科 平成13年3月1日 ～ 平成21年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

佐賀県 緑ドレスメーカー服飾専門学校 家政専門課程洋裁科昼間部 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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