
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

長崎県 エコール・ド・パティスリー長崎 衛生専門課程　製菓専攻科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

長崎県 九州医学技術専門学校 医療関係専門課程　臨床検査科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長崎県 九州環境福祉医療専門学校長崎校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成14年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成15年2月19日
名称変

更
長崎福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長崎県 九州調理師専門学校 衛生専門課程　調理専攻科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

長崎県 九州福祉医療専門学校長崎校 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長崎校 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

長崎県 九州文化学園歯科衛生士学院 医療専門課程　歯科衛生科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

長崎県 九州文化学園歯科衛生士学院 専門課程　歯科衛生科 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

長崎県 九州文化学園調理師専門学校 専門課程　調理科 平成29年2月28日 ～ 平成29年2月28日

長崎県 国際情報科学専門学校 専門課程　情報経営科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月26日

長崎県 国際情報科学専門学校諫早校 専門課程　情報経営科 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
国際法律会計専門学校 専門課程　情報経営科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

長崎県 国際情報科学専門学校長崎校 専門課程　情報経営科 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
国際情報科学専門学校 専門課程　情報経営科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程　建築工学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成14年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成14年3月31日 平成15年2月19日

長崎県 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1月23日 ～ 平成15年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システム本科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 工業専門課程　情報システム研究科 平成7年11月30日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システム研究科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

長崎県 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 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
専門学校させぼ公務員オブビジネス

商業実務専門課程　医療事務ビジネス本
科

平成15年4月1日 平成17年3月9日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　クリエイティブビジネス科 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
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 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ビジネス秘書科 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
国際情報ビジネス専門学校

商業実務専門課程　クリエイティブビジ
ネス科

平成11年4月1日 平成12年2月8日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 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

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 平成9年4月1日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル観光科 平成11年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

長崎県 国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル経営科 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
国際情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程　ホテル科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

長崎県 国際法律会計専門学校 専門課程　情報経営科 平成15年4月1日 ～ 平成26年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校長崎就職支援カレッジ 専門課程　情報経営科 平成26年4月1日 平成27年2月19日

長崎県 国立長崎中央病院附属看護学校 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
名称変

更
国立病院機構長崎医療センター附属看
護学校

看護専門課程　看護学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長崎県
国立病院機構長崎医療センター附属看護
学校

看護専門課程　看護学科 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
独立行政法人国立病院機構長崎医療セ
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

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　健康鍼灸科（昼間部） 平成21年2月27日 ～ 平成30年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　スポーツ鍼灸科 平成30年4月1日 令和4年3月4日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　健康鍼灸科（夜間部） 平成21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復科昼間部 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
こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　スポーツ柔整科 平成30年4月1日 令和4年3月4日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　柔道整復科夜間部 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26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

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　スポーツ柔整科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月4日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　スポーツ鍼灸科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月4日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 医療専門課程　理学療法科 令和3年2月24日 ～ 令和3年2月24日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　健康スポーツ科 平成21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
こころ医療福祉専門学校

衛生専門課程　セラピスト＆フィットネ
ス科

平成27年4月1日 平成28年2月29日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　スポーツセラピスト科 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　セラピスト＆フィットネス科 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
こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　スポーツセラピスト科 平成29年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ科 平成19年4月1日 ～ 平成23年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　トータル美容科 平成23年4月1日 平成23年12月22日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　トータル美容科 平成23年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 文化教養専門課程　健康スポーツ科 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
こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　健康スポーツ科 平成21年4月1日 平成28年2月29日

長崎県 こころ医療福祉専門学校 文化教養専門課程　日本語科（２年コース） 令和2年2月29日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 こころ医療福祉専門学校壱岐校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

長崎県 こころ医療福祉専門学校佐世保校 医療専門課程　健康鍼灸科 平成26年1月28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

長崎県 こころ医療福祉専門学校佐世保校 医療専門課程　柔道整復科 平成26年1月28日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校佐世保校 医療専門課程　スポーツ柔整科 平成30年4月1日 令和3年2月24日

長崎県 こころ医療福祉専門学校佐世保校 医療専門課程　スポーツ柔整科 平成30年4月1日 ～ 令和3年2月24日

長崎県 こころ医療福祉専門学校佐世保校 文化・教養専門課程　日本語科２年コース 平成30年2月28日 ～ 平成30年2月28日

長崎県 佐世保経理専門学校 商業実務専門課程　経理専攻科 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
佐世保経理専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ会計科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

長崎県 佐世保経理専門学校 商業実務専門課程　コンピュータ会計科 平成11年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

長崎県 佐世保市医師会看護専門学校 専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長崎県 佐世保市立看護専門学校 看護専門課程　看護科 平成7年1月23日 ～ 平成11年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
佐世保市立看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成11年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 佐世保市立看護専門学校 看護専門課程　看護学科 平成11年4月1日 ～ 平成30年2月28日

長崎県 佐世保美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

長崎県 島原市医師会看護学校 医療専門課程　看護科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

長崎県 淳心家政専門学校 専門課程　家政学科 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
ソシアル淳心専門学校 専門課程　家政学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

長崎県 専修学校TotalBeautyCollegeBelleFemme 衛生専門課程　美容科 平成22年11月29日 ～ 令和2年3月31日 平成22年11月29日 廃止 令和2年3月31日 令和3年2月24日

長崎県 専修学校日本福祉整体学院 衛生専門課程　トータルビューティ学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校 衛生専門課程　トータルビューティ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

長崎県 専修学校日本福祉整体学院 社会福祉専門課程　介護福祉学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

長崎県 専修学校日本福祉整体学院 文化教養専門課程　健康科学学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
こころ医療福祉専門学校 文化教養専門課程　健康スポーツ科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システム研究科 平成15年4月1日 ～ 平成18年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22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

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス
工業専門課程　情報システムソフトウェアデザ
イン科

平成17年12月26日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成18年3月31日 平成19年2月22日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システムネットビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成17年12月26日
名称変

更
専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システムビジネス科 平成17年4月1日 平成19年2月22日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システムビジネス科 平成17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
専門学校させぼ公務員オブビジネス

工業専門課程　情報ネットセキュリティ
科

平成18年4月1日 平成20年2月26日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報システム本科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校させぼ公務員オブビジネス

工業専門課程　情報システムネットビジ
ネス科

平成16年4月1日 平成17年12月26日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　情報ネットセキュリティ科 平成18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

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 工業専門課程　デュアルシステム科 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30年2月28日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　医療事務ビジネス本科 平成15年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　医療情報ビジネス科 平成16年4月1日 平成17年12月26日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　医療情報ビジネス科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成22年3月31日 平成22年11月29日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　公務員警察・消防科 平成30年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　公務員初中級ビジネス本科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

長崎県 専門学校させぼ公務員オブビジネス 商業実務専門課程　デュアルシステム科 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

長崎県
専門学校させぼ公務員オブビジネスデュ
アルシステム長崎校

商業実務専門課程　デュアルシステム科 平成20年2月26日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日
名称変

更
長崎デュアルシステム専門学校 商業実務専門課程　デュアルシステム科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

長崎県 専門学校長崎就職支援カレッジ 専門課程　情報経営科 平成26年4月1日 ～ 平成27年2月19日

長崎県 ソシアル淳心専門学校 専門課程　家政学科 平成8年4月1日 ～ 平成8年12月4日

長崎県
独立行政法人国立病院機構長崎医療セン
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23年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

長崎県 長崎ＩＴビジネス専門学校 専門課程　情報管理科 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

長崎県 長崎ＩＴビジネス専門学校 専門課程　情報処理科 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

長崎県 長崎ＩＴビジネス専門学校 専門課程　情報ビジネス科 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

長崎県 長崎医療技術専門学校 医旅専門課程　理学療法学科（昼間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

長崎県 長崎医療技術専門学校 医療専門課程　作業療法学科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

長崎県 長崎医療技術専門学校 医療専門課程　歯科衛生学科 平成20年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成30年3月31日 平成31年1月25日

長崎県 長崎医療こども専門学校 医療関係専門課程　柔道整復師科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅰ部 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 医療関係専門課程　柔道整復師科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅱ部 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 医療専門課程　鍼灸師学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 教育・社会福祉関係専門課程　介護福祉科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 教育・社会福祉関係専門課程　保育こども科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 教育社会福祉専門課程　保育こども学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
長崎医療こども専門学校

教育・社会福祉関係専門課程　保育こど
も科

平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2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

長崎県 長崎医療こども専門学校 商業実務関係専門課程　医療ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 商業実務関係専門課程　国際ビジネス科 平成30年4月1日 ～ 令和2年2月29日

長崎県 長崎医療こども専門学校 商業実務専門課程　医療ビジネス学科 平成30年2月28日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 商業実務関係専門課程　医療ビジネス科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎県央看護学校 専門課程　看護科 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日

長崎県 長崎県美容専門学校 衛生専門課程　美容科 平成12年2月8日 ～ 平成12年2月8日

長崎県 長崎県立佐世保看護学校 医療専門課程　看護学科 平成7年4月1日 ～ 平成14年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
長崎県立佐世保看護学校 看護師専門課程　看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長崎県 長崎県立佐世保看護学校 看護師専門課程　看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成15年2月19日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

長崎県 長崎県立佐世保看護学校 看護婦専門課程　看護学科 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
長崎県立佐世保看護学校 医療専門課程　看護学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

長崎県 長崎県立長崎保健看護学校 看護婦専門課程　看護学科 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

長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程　教養重点科・２年コース 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程　上級行政科・２年コース 平成13年3月1日 ～ 平成13年3月8日

長崎県 長崎公務員専門学校 専門課程　初級教養科・２年コース 平成13年3月1日 ～ 平成30年4月1日 平成13年3月8日 廃止 平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　応用システム科 平成8年4月1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

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　システム経営科 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
長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報ライセンス科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　システム工学科 平成7年1月23日 ～ 平成8年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　応用システム科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 工業専門課程　情報ライセンス科 平成8年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 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

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成8年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　医療福祉科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　医療福祉科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　経営情報科 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

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　経理本科 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
長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　公務員ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　情報経理科 平成13年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

長崎県 長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　秘書本科 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
長崎コンピュータ専門学校 商業実務専門課程　医療秘書科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

長崎県 長崎市医師会看護専門学校 専門課程　看護科 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
長崎市医師会看護専門学校 専門課程　第２看護学科 平成14年4月1日 平成15年2月19日

長崎県 長崎市医師会看護専門学校 専門課程　第１看護学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

長崎県 長崎市医師会看護専門学校 専門課程　第２看護学科 平成14年4月1日 ～ 平成15年2月19日

長崎県 長崎歯科衛生士専門学校 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

長崎県 長崎歯科技術専門学校 医療専門課程　技工士科 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

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅰ部 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅰ部 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅱ部 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 医療専門課程　柔道整復師学科Ⅱ部 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 医療専門課程　鍼灸師学科 平成22年11月29日 ～ 平成29年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 医療専門課程　鍼灸師学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 教育社会福祉専門課程　保育こども学科 平成25年1月29日 ～ 平成29年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 教育社会福祉専門課程　保育こども学科 平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 文化教養専門課程　ウェルネススポーツ学科 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30年2月28日

長崎県 長崎柔鍼スポーツ専門学校 文化教養専門課程　スポーツトレーナー学科 平成22年2月26日 ～ 平成22年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
長崎柔鍼スポーツ専門学校

文化教養専門課程　ウェルネススポーツ
学科

平成22年4月1日 平成22年11月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 教育・社会福祉関係専門課程　介護福祉科 平成16年2月17日 ～ 平成30年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
長崎医療こども専門学校

教育・社会福祉関係専門課程　介護福祉
科

平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴマスター科 平成15年4月1日 ～ 平成19年3月31日 平成17年3月9日 廃止 平成19年3月31日 平成20年2月26日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　オフィスビジネス科 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
長崎情報ビジネス専門学校

商業実務関係専門課程　オフィスビジネ
ス科

平成25年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　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 廃止 平成13年3月31日 平成14年2月27日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　総合情報科 平成14年2月27日 ～ 平成15年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　ＩＴマスター科 平成15年4月1日 平成17年3月9日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　デザインマスター科 平成20年2月26日 ～ 平成30年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 工業関係専門課程　プログラムマスター科 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
長崎医療こども専門学校 工業関係専門課程　情報ビジネス科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療ビジネス科 平成13年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成9年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成9年11月17日
名称変

更
長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療ビジネス科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　オフィスビジネス科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日 廃止 平成30年3月31日 令和2年2月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　国際ビジネス科 平成14年2月27日 ～ 平成30年3月31日 平成14年2月27日
名称変

更
長崎医療こども専門学校 商業実務関係専門課程　国際ビジネス科 平成30年4月1日 令和2年2月29日

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　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

長崎県 長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　ビジネス秘書科 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
長崎情報ビジネス専門学校 商業実務関係専門課程　医療秘書科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

長崎県 長崎市立高等看護学院 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

長崎県 長崎デュアルシステム専門学校 商業実務専門課程　デュアルシステム科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

長崎県 長崎ビジネス学院 文化教養専門課程　公務員総合科（昼間部） 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

長崎県 長崎福祉専門学校 社会福祉専門課程　介護福祉士科 平成23年4月1日 ～ 平成23年12月22日

長崎県 長崎リハビリテーション学院 医療専門課程　言語療法学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

長崎県 長崎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21年2月27日 ～ 平成21年2月27日

長崎県 長崎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
長崎リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科（一部） 平成16年4月1日 平成17年12月26日

長崎県 長崎リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科（一部） 平成16年4月1日 ～ 平成17年12月26日

長崎県 長崎リハビリテーション学院 医療専門課程　理学療法学科二部 平成20年2月26日 ～ 平成20年2月26日

長崎県 ミユキ学園諫早服装専門学校 専門課程　洋裁専攻科昼間部 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

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　ＩｏＴ完全マスター科 令和2年2月29日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　ＩＴクリエイター科 令和5年1月27日 ～ 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　ＩＴ資格完全マスター科 令和2年2月29日 ～ 令和4年3月31日 令和2年2月29日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　ＩＴシステムエンジニア科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　オフィスＩＴ基礎科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　グローバルＩＴエンジニア科 令和4年3月4日 ～ 令和4年3月4日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　コンピュータエキスパート科 平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和2年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　トータルデザイナー科 平成30年4月1日 ～ 令和4年3月31日 平成31年1月25日 廃止 令和4年3月31日 令和5年1月27日

長崎県 メトロコンピュータカレッジ 工業専門課程　ＯＡビジネス科 平成21年4月1日 ～ 平成25年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
メトロ総合ビジネスカレッジ

工業専門課程　医療事務応用科
工業専門課程　経理・一般事務応用科

平成25年4月1日 平成26年1月28日

長崎県 メトロコンピュータカレッジ 工業専門課程　ＰＣデザインクリエーター科 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
メトロ総合ビジネスカレッジ

工業専門課程　ＰＣデザインクリエー
ター科

平成25年4月1日 平成28年2月29日

長崎県 メトロコンピュータカレッジ 工業専門課程　オフィスインストラクター科 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 平成21年2月27日
名称変

更
メトロコンピュータカレッジ 工業専門課程　ＯＡビジネス科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

長崎県 メトロコンピュータカレッジ 工業専門課程　システムデザイナー科 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
メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　Ｗｅｂシステム科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　ＰＣデザインクリエーター科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成28年2月29日
名称変

更
メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　トータルデザイナー科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　Ｗｅｂシステム科 平成25年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成26年1月28日
名称変

更
メトロＩＴビジネスカレッジ

工業専門課程　ＩＴシステムエンジニア
科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　医療事務応用科 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
メトロ総合ビジネスカレッジ

工業専門課程　事務スペシャリスト科
（医療事務応用コース）

平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　経理・一般事務応用科 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
メトロ総合ビジネスカレッジ

工業専門課程　事務スペシャリスト科
（経理事務応用コース）

平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　コンピュータエキスパート科 平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
メトロＩＴビジネスカレッジ

工業専門課程　コンピュータエキスパー
ト科

平成30年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ
工業専門課程　事務スペシャリスト科（医療事
務応用コース）

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　オフィスＩＴ基礎科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ
工業専門課程　事務スペシャリスト科（経理事
務応用コース）

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日 平成30年2月28日
名称変

更
メトロＩＴビジネスカレッジ 工業専門課程　オフィスＩＴ基礎科 平成30年4月1日 平成31年1月25日

長崎県 メトロ総合ビジネスカレッジ 工業専門課程　スマートフォンアプリ開発科 平成27年2月19日 ～ 平成29年3月31日 平成27年2月19日
名称変

更
メトロ総合ビジネスカレッジ

工業専門課程　コンピュータエキスパー
ト科

平成29年4月1日 平成30年2月28日

長崎県 森家政専門学校 家政専門課程　家政学科（夜間部） 平成9年11月17日 ～ 平成9年11月17日

長崎県 森家政専門学校 家政専門課程　家政学科昼間部 平成10年12月21日 ～ 平成10年12月21日
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