
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
名称変更後

変更後 変更後

岩手県 一関市医師会附属一関看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

岩手県 岩手医科大学医療専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

岩手県 岩手医科大学医療専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 平成23年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成23年12月22日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

岩手県 岩手医科大学歯科衛生専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生学科 平成17年3月3日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
岩手医科大学医療専門学校 歯科衛生専門課程　歯科衛生学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

岩手県 岩手医科大学歯科技工専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 平成16年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
岩手医科大学医療専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

岩手県 岩手科学技術専門学校 工業専門課程　コンピュータ学科 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

岩手県 岩手科学技術専門学校 工業専門課程　自動車工学科 平成7年1月23日 ～ 平成13年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岩手県 岩手看護専門学校 看護専門課程　別科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岩手県 岩手看護専門学校 看護専門課程　本科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岩手県 岩手県立一関高等看護学院 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

岩手県 岩手県立一戸高等看護学院 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成16年8月19日 平成9年11月17日
名称変

更
岩手県立二戸高等看護学院 専門課程　看護学科 平成16年8月20日 平成19年2月22日

岩手県 岩手県立衛生学院 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成12年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

岩手県 岩手県立衛生学院 専門課程　歯科衛生学科 平成8年12月4日 ～ 平成18年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岩手県 岩手県立二戸高等看護学院 専門課程　看護学科 平成16年8月20日 ～ 平成19年2月22日

岩手県 岩手県立農業大学校 専門課程　花き学科 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

岩手県 岩手県立農業大学校 専門課程　畜産学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

岩手県 岩手県立農業大学校 専門課程　農産園芸学科 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

岩手県 岩手県立水沢高等看護学院 専門課程　看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成21年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岩手県 岩手県立宮古高等看護学院 専門課程　看護学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

岩手県 岩手公務員・医療・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合学科 平成30年4月1日 ～ 平成31年1月25日

岩手県 岩手公務員専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス学科 平成28年2月29日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
岩手公務員・医療・ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合学科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

岩手県 岩手歯科技工専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 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
岩手医科大学歯科技工専門学校 歯科技工専門課程　歯科技工学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

岩手県 岩手リハビリテーション学院 医学専門課程　作業療法学科 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
岩手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20年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 岩手リハビリテーション学院 医学専門課程　理学療法学科 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
岩手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20年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 岩手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20年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 岩手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20年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 岩手理容美容専門学校 理美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岩手県 岩手理容美容専門学校 理美容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

(令和5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
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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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　実務経理学科 平成9年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　情報ビジネス学科 平成10年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士学科 平成9年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校

商業実務専門課程　税理士学科（２年
制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士学科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士学科（３年制） 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　法律行政学科 平成9年4月1日 ～ 平成20年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校

文化・教養専門課程　法律行政学科（２
年制）

平成20年4月1日 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　法律行政学科（２年制） 平成20年4月1日 ～ 平成21年2月27日

岩手県 上野法律ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　法律行政学科（３年制） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

岩手県 大原スポーツ公務員専門学校盛岡校 文化・教養専門課程　公務員２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岩手県 大原スポーツ公務員専門学校盛岡校 文化・教養専門課程　スポーツ学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岩手県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
盛岡校

教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岩手県
大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校
盛岡校

商業実務専門課程　経理本科２年制学科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科 平成18年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（午前部） 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科 平成18年4月1日 平成19年2月22日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（昼間部） 平成15年2月19日 ～ 平成18年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（夜間部） 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
北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸科（午前部） 平成16年4月1日 平成19年2月22日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

岩手県 北東北東洋医療専門学校 専門課程　柔整科 平成17年3月3日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
北東北東洋医療専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岩手県 北日本医療福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岩手県 北日本医療福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
北日本医療福祉専門学校 介護福祉専門課程　介護福祉学科 平成21年4月1日 平成26年1月28日

岩手県 北日本医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　こどもマイスター養成科 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

岩手県 北日本医療福祉専門学校 商業実務専門課程　薬業科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

岩手県
北日本ハイテクニカルクッキングカレッ
ジ

専門課程　高度製菓衛生師科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

岩手県
北日本ハイテクニカルクッキングカレッ
ジ

専門課程　高度調理科 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

岩手県
北日本ハイテクニカルクッキングカレッ
ジ

専門課程　製菓衛生師科 平成17年12月26日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
北日本ハイテクニカルクッキングカ
レッジ

専門課程　高度製菓衛生師科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

岩手県 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 理美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岩手県 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 理美容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成24年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 国際医療福祉専門学校一関校 医療専門課程　救急救命学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

岩手県 国際医療福祉専門学校一関校 医療専門課程　理学療法学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

岩手県 国立療養所盛岡病院附属看護学校 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

岩手県 菜園調理師専門学校 調理専門課程　調理高度技術学科 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

岩手県 専修大学北上福祉教育専門学校 教育・社会福祉専門課程　福祉介護科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

岩手県 専修大学北上福祉教育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成7年3月1日 ～ 平成22年2月26日

岩手県 専修大学北上福祉教育専門学校 専門課程　保育科 平成7年1月23日 ～ 平成7年2月28日 平成7年1月23日
名称変

更
専修大学北上福祉教育専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育科 平成7年3月1日 平成22年2月26日

岩手県 専門学校上野教育学院 商業実務専門課程　実務経理学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　実務経理学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岩手県 専門学校上野教育学院 商業実務専門課程　税理士学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校 商業実務専門課程　税理士学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岩手県 専門学校上野教育学院 文化・教養専門課程　法律行政学科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
上野法律ビジネス専門学校 文化・教養専門課程　法律行政学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 衛生専門課程　パティシエ科（２年制） 平成26年1月28日 ～ 令和2年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 衛生専門課程　パティシエ科（２年制） 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ＯＡビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ＯＡ秘書科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　医療事務科 平成8年12月4日 ～ 平成9年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成19年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　観光ビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　トラベルビジネス科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　キャリアデザイン科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　キャリアビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　キャリアデザイン科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　国際観光科 平成14年2月27日 ～ 平成17年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　観光ビジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　国際ビジネス科（２年制） 平成31年1月25日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

商業実務専門課程　国際ビジネス科（２
年制）

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　コンピュータ会計科 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
専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　会計ビジネス科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　情報経理科 平成8年12月4日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ショップビジネス科 平成20年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
専門学校盛岡カレッジオブビジネス

商業実務専門課程　ファッション・
ショップビジネス科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　総合ビジネス科 平成21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
専門学校盛岡カレッジオブビジネス

商業実務専門課程　総合ビジネス科（２
年制）

平成22年4月1日 平成22年11月29日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年制） 平成22年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

商業実務専門課程　総合ビジネス科（２
年制）

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　トータルビューティ科 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

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　トラベルビジネス科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　トラベルビジネス科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ビジネス観光科 平成8年12月4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

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス
商業実務専門課程　ファッション・ショップビ
ジネス科

平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

商業実務専門課程　ファッション・
ショップビジネス科

令和2年4月1日 令和3年2月24日
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　福祉情報科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ブライダルビジネス科 平成27年2月19日 ～ 令和2年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

商業実務専門課程　ブライダルビジネス
科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ホテル・ブライダル科 平成17年12月26日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成26年3月31日 平成27年2月19日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ホテルビジネス科 平成27年2月19日 ～ 令和2年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　ホテルビジネス科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 商業実務専門課程　ライフコーディネイト科 平成15年2月19日 ～ 平成19年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 平成8年12月4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

岩手県 専門学校盛岡カレッジオブビジネス 文化教養専門課程　公務員ビジネス科 平成15年2月19日 ～ 平成17年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
盛岡公務員法律専門学校 文化教養専門課程　公務員ビジネス科 平成17年4月1日 平成17年12月26日

岩手県 谷村学院電子技術専門学校 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
名称変

更
花巻コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報システム科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岩手県 谷村学院電子技術専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 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
花巻コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岩手県 東北ヘアーモード学院 理美容専門課程　美容科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

岩手県 東北ヘアーモード学院 理美容専門課程　理容科 平成14年2月27日 ～ 平成14年2月27日

岩手県 中島和裁専門学校 和裁専門課程　和裁科 平成7年1月23日 ～ 平成18年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

岩手県 花巻高等看護専門学校 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

岩手県 花巻コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報システム科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

岩手県 花巻コンピュータカレッジ 工業専門課程　情報ビジネス科 平成10年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成12年3月31日 平成13年3月8日

岩手県 東日本社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成10年12月21日 ～ 平成22年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

岩手県 水沢学苑看護専門学校 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

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども未来学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ健康学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成29年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（昼） 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復学科（夜） 平成21年2月27日 ～ 平成29年3月31日 平成21年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 平成21年2月27日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 医療専門課程　鍼灸学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　医療福祉情報学科 平成17年3月3日 ～ 平成21年3月31日 平成17年3月3日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成10年12月21日 ～ 令和2年3月31日 平成10年12月21日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　介護福祉学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども福祉学科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども福祉学
科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　こども未来学科 平成31年1月25日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども未来学
科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成16年2月17日 ～ 令和2年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　保育福祉学科 平成12年2月8日 ～ 平成30年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
盛岡医療福祉専門学校

教育・社会福祉専門課程　こども福祉学
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 平成9年11月17日 ～ 令和2年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 商業実務専門課程　医療事務学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡医療福祉専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ健康学科 平成29年2月28日 ～ 令和2年3月31日 平成29年2月28日
名称変

更
盛岡医療福祉スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ健康学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 衛生専門課程　パティシエ科（２年制） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科（２年制） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　国際ビジネス科（３年制） 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス科（２年制） 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　トラベルビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校
商業実務専門課程　ファッション・ショップビ
ジネス科

令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　ブライダルビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡外語観光＆ブライダル専門学校 商業実務専門課程　ホテルビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡看護医療大学校 医療専門課程　看護学科 平成31年1月25日 ～ 平成31年1月25日

岩手県 盛岡看護医療大学校 医療専門課程　歯科衛生士学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

岩手県 盛岡看護医療大学校 医療専門課程　柔道整復学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

岩手県 盛岡看護医療大学校 医療専門課程　鍼灸学科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 商業実務専門課程　キャリア総合学科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 商業実務専門課程　税理士学科（２年制） 平成21年2月27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

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 商業実務専門課程　税理士学科（３年制） 平成22年2月26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

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 文化教養専門課程　公共ビジネス科 平成21年2月27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

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 文化教養専門課程　公務員ビジネス科 平成17年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
盛岡公務員法律専門学校

文化教養専門課程　公務員ビジネス科
（２年制）

平成23年4月1日 平成23年12月22日

岩手県 盛岡公務員法律専門学校
文化教養専門課程　公務員ビジネス科（２年
制）

平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

岩手県 盛岡公務員法律専門学校
文化教養専門課程　公務員ビジネス科（３年
制）

平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岩手県 盛岡公務員法律専門学校 文化教養専門課程　法律ビジネス科 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

岩手県 盛岡社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 盛岡社会福祉専門学校 社会福祉専門課程　福祉情報科 平成10年12月21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

岩手県 盛岡社会福祉専門学校 商業実務専門課程　医療事務・歯科助手科 平成17年3月3日 ～ 平成27年3月31日 平成17年3月3日
名称変

更
盛岡社会福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成27年4月1日 平成28年2月29日

岩手県 盛岡社会福祉専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成27年4月1日 ～ 平成28年2月29日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　会計ビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和4年3月31日 令和3年2月24日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　総合システム工学科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　デザイン科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　ネットワークセキュリティ科 令和2年4月1日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　ビジネス教養科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＣＧマルチメディア学科 平成10年12月21日 ～ 平成14年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ＷＥＢネットワーク科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
盛岡情報ビジネス専門学校

工業専門課程　ネットワークセキュリ
ティ科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　会計ビジネス科 平成23年12月22日 ～ 令和2年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　会計ビジネス科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　クリエイティブデザイン科 平成14年2月27日 ～ 平成20年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　デザイン科 平成20年4月1日 平成21年2月27日

岩手県 盛岡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22年2月26日 ～ 令和2年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　総合システム工学科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡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

岩手県 盛岡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 ～ 令和2年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　情報システム科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成25年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成23年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　総合ビジネス科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 平成26年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　総合ビジネス科 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
盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報ビジネス科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　デザイン科 平成20年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校 工業専門課程　デザイン科 令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　デザイン本科 平成22年11月29日 ～ 平成26年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　総合デザイン科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　都市デザイン科 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

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 工業専門課程　ネットワークセキュリティ科 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 令和2年2月29日
名称変

更
盛岡情報ビジネス＆デザイン専門学校

工業専門課程　ネットワークセキュリ
ティ科

令和2年4月1日 令和3年2月24日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ＯＡ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

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　医療事務科 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

岩手県 盛岡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
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名称変更後

変更後 変更後
位置 専修学校名 課　程　名 適用年月日 告示年月日 手続き

変更、廃止、不適合
年月日

変更、廃止、不適合
告示年月日

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス観光科 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

岩手県 盛岡情報ビジネス専門学校 文化教養専門課程　インテリアデザイン科 平成7年11月30日 ～ 平成8年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成8年3月31日 平成8年12月4日

岩手県 盛岡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
盛岡赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岩手県 盛岡赤十字看護専門学校 専門課程　看護学科 平成10年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

岩手県 盛岡電子商業専門学校 商業専門課程　情報処理科 平成7年1月23日 ～ 平成31年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

岩手県 盛岡文化専門学校 商業実務専門課程　総合ビジネス学科 平成7年11月30日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校
ビューティーセラピスト専門課程　ビュー
ティーセラピスト科

平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 理美容専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 理美容専門課程　理容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師学科 平成19年2月1日 ～ 平成22年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物看護師科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物健康管理学科 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

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物飼育科 令和4年4月1日 ～ 令和5年1月27日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程　ドッグインストラクター
科

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
盛岡ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　ドッグトレーナー
科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ドッグトレーナー科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程　ペットケアアドバイザー
科

平成23年12月22日 ～ 平成25年3月31日 平成23年12月22日
名称変

更
盛岡ペットワールド専門学校

文化・教養専門課程　ペットショップビ
ジネス科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペットケアマスター科 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
盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペットマスター科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校
文化・教養専門課程　ペットショップビジネス
科

平成25年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　動物飼育科 令和4年4月1日 令和5年1月27日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペット美容トリマー科 平成23年12月22日 ～ 平成23年12月22日

岩手県 盛岡ペットワールド専門学校 文化・教養専門課程　ペットマスター科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日
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