
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

岐阜県 ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校 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

岐阜県 ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程医療情報科 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
ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程メディカル総合科 平成25年4月1日 平成26年1月28日

岐阜県 ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成21年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岐阜県 ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程メディカル総合科 平成25年4月1日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 朝日大学歯科衛生士専門学校 医療専門課程歯科衛生士学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 あじさい看護専門学校 専門課程看護婦・３年課程 平成8年12月4日 ～ 平成14年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
あじさい看護福祉専門学校 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

岐阜県 あじさい看護福祉専門学校 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

岐阜県 あじさい看護福祉専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成16年2月17日 ～ 平成16年2月17日

岐阜県 アダチ洋裁専門学校 専門課程洋裁科 平成7年1月23日 ～ 平成16年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

岐阜県 アンファッションカレッジ 専門課程ファッション造形科 平成12年4月1日 ～ 平成13年3月8日

岐阜県 飯原服装専門学校 専門課程服飾科 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
飯原服装専門学校 専門課程総合学科 平成15年4月1日 平成17年12月26日

岐阜県 飯原服装専門学校 専門課程総合学科 平成15年4月1日 ～ 平成17年12月26日

岐阜県 石木編物専門学校 専門課程編物学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 医薬事務ToBuCoカレッジ 商業・実務専門課程医療情報科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程医療情報科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 医薬事務ToBuCoカレッジ 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成15年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成16年2月17日
名称変

更
ＴｏＢｕＣｏ専門学校 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成21年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校 服装専門課程　ファッション科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岐阜県 ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校 文化教養専門課程　情報デザイン科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岐阜県 大垣市医師会看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年2月1日 ～ 平成19年2月22日

岐阜県 大垣文化総合専門学校 服装専門課程服装科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 大垣文化総合専門学校 服装専門課程洋裁科 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
ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校 服装専門課程　ファッション科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岐阜県 大垣文化総合専門学校 文化教養専門課程情報デザイン科 平成19年2月1日 ～ 平成29年3月31日 平成19年2月22日
名称変

更
ヴィジョンネクスト情報デザイン専門学校 文化教養専門課程　情報デザイン科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岐阜県 大原法律公務員専門学校岐阜校 文化教養専門課程公務員科（２年制） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 大原法律公務員専門学校岐阜校 文化教養専門課程法務ビジネス科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 商業実務専門課程医療事務科（２年制） 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 商業実務専門課程税理士・企業会計科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校 商業実務専門課程ホテル・ウェディング科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程看護学科 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
岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年4月1日 平成20年2月26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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位 置 専　修　学　校　名 課　程　名
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岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程第一介護福祉学科 平成8年4月1日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日
名称変

更
学校法人豊田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17年4月1日 平成17年12月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程第二介護福祉学科 平成8年12月4日 ～ 平成17年3月31日 平成8年12月4日 廃止 平成17年3月31日 平成17年12月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校
医療専門課程リハビリテーション学科作業療法士
科

平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
岐阜保健短期大学医療専門学校

医療専門課程リハビリテーション学科作業
療法士科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校
医療専門課程リハビリテーション学科理学療法士
科

平成12年2月8日 ～ 平成19年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
岐阜保健短期大学医療専門学校

医療専門課程リハビリテーション学科理学
療法士科

平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程柔道整復科 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
岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（昼間課程） 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
岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（昼間課程） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 学校法人豊田学園医療福祉専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（夜間課程） 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
岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（夜間課程） 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 学校法人豊田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
岐阜保健短期大学医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程歯科衛生学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程歯科技工学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程第一看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜県立衛生専門学校 専門課程第二看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜県立大垣看護専門学校 看護専門課程看護学科 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

岐阜県 岐阜県立下呂看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜県立国際園芸アカデミー 園芸系専門課程上級マイスター科前期課程 平成17年12月26日 ～ 平成25年3月31日 平成17年12月26日 廃止 平成25年3月31日 平成26年1月28日

岐阜県 岐阜県立国際園芸アカデミー 園芸系専門課程マイスター科 平成17年12月26日 ～ 平成17年12月26日

岐阜県 岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー 情報系専門課程マルチメディア・スタジオ科 平成9年11月17日 ～ 平成24年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成24年3月31日 平成25年1月29日

岐阜県 岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程森と木のエンジニア科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

岐阜県 岐阜県立森林文化アカデミー 森林文化系専門課程森と木のクリエーター科 平成15年2月19日 ～ 平成15年2月19日

岐阜県 岐阜県立多治見看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜市医師会看護学校 医療専門課程看護学科２年課程（定時制） 平成28年2月29日 ～ 平成28年2月29日

岐阜県 岐阜歯科衛生専門学校 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

岐阜県 岐阜商科専門学校 商業実務専門課程総合経営科 平成8年12月4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

岐阜県 岐阜情報ビジネス専門学校 工業専門課程コンピュータビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜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7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜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
岐阜情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理会計科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 岐阜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9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日
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岐阜県 岐阜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
岐阜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7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 岐阜情報ビジネス専門学校 工業専門課程情報システム工学専攻科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜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7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理会計科 平成7年4月1日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程ビジネスマネージメント専攻科 平成7年11月30日 ～ 平成9年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜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
専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程マルチメディア科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜情報ビジネス専門学校 商業実務専門課程経営ビジネス科 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

岐阜県 岐阜市立看護専門学校 専門課程看護学科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 岐阜市立第二看護専門学校 専門課程看護科 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

岐阜県 岐阜調理専門学校 専門課程２年養成科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

岐阜県 岐阜デザイン専門学校 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜デザイン専門学校 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 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
専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岐阜県 岐阜美容専門学校 専門課程美容科 平成16年4月1日 ～ 平成17年3月9日

岐阜県 岐阜美容理容専門学校 専門課程美容科 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
岐阜美容専門学校 専門課程美容科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

岐阜県 岐阜美容理容専門学校 専門課程理容科 平成14年2月27日 ～ 平成16年3月31日 平成14年2月27日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

岐阜県 岐阜保健大学医療専門学校 医療専門課程東洋医療学科　柔道整復科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

岐阜県 岐阜保健大学医療専門学校 医療専門課程東洋医療学科　はり・きゅう科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程看護学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程柔道整復科 平成19年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成20年2月26日
名称変

更
岐阜保健大学医療専門学校 医療専門課程東洋医療学科　柔道整復科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（昼間課程） 平成19年4月1日 ～ 平成31年4月1日 平成20年2月26日
名称変

更
岐阜保健大学医療専門学校

医療専門課程東洋医療学科　はり・きゅう
科

平成31年4月1日 令和2年2月29日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校 医療専門課程はり・きゅう科（夜間課程） 平成19年4月1日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成29年3月31日 平成30年2月28日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校
医療専門課程リハビリテーション学科作業療法士
科

平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校
医療専門課程リハビリテーション学科理学療法士
科

平成19年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成24年4月1日 平成25年1月29日

岐阜県 岐阜保健短期大学医療専門学校 社会福祉専門課程介護福祉学科 平成19年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成20年2月26日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 岐阜和裁専門学校 専門課程専攻科 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

岐阜県 岐阜和裁専門学校 専門課程被服科 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

岐阜県 国立療養所岐阜病院附属看護学校 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

岐阜県 コロムビア・ファッション・カレッジ 洋裁専門課程研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日
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岐阜県 コロムビア・ファッション・カレッジ 和裁専門課程研究科 平成7年1月23日 ～ 平成7年1月23日

岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成10年4月1日 ～ 平成10年12月21日

岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 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

岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 医療専門課程言語聴覚学科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

岐阜県 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成25年1月29日 ～ 平成25年1月29日

岐阜県 サンビレッジ福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉科 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
サンビレッジ国際医療福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程介護福祉学科 平成10年4月1日 平成10年12月21日

岐阜県 専修学校中部国際自動車大学校 専門課程自動車整備科 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
専修学校中部国際自動車大学校 専門課程自動車整備科２級整備士コース 平成19年4月1日 平成20年2月26日

岐阜県 専修学校中部国際自動車大学校 専門課程自動車整備科２級整備士コース 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月26日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程システム工学科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程情報システム科 平成9年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程マルチメディア科 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
専門学校キッツテクニカルカレッジ

工業専門課程コンピュータアミューズメント
科

平成10年4月1日 平成10年12月21日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程建築環境設計科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程コンピュータアミューズメント科 平成10年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツテクニカルカレッジ 工業専門課程システムコミュニケーション科 平成10年12月21日 ～ 平成21年3月31日 平成10年12月21日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程インテリアデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程グラフィックデザイン科 平成9年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツデザインカレッジ 文化教養専門課程デジタルデザイン科 平成12年2月8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

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程ＯＡビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程医療秘書科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程観光ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程経営ビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程情報経理科 平成9年11月17日 ～ 平成11年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成11年3月31日 平成12年2月8日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程スポーツビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 商業実務専門課程ファッションビジネス科 平成9年11月17日 ～ 平成21年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

岐阜県 専門学校キッツビジネスカレッジ 社会福祉専門課程医療福祉科 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

岐阜県 専門学校飛騨国際工芸学園 文化教養工芸専門課程工芸学科 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
専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程工芸学科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程工芸学科 平成7年4月1日 ～ 平成13年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程生活工芸学科 平成13年4月1日 平成14年2月27日

岐阜県 専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程デザイン学科 平成7年11月30日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日
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岐阜県 専門学校飛騨国際工芸学園 国際工芸専門課程生活工芸学科 平成13年4月1日 ～ 平成14年2月27日

岐阜県 高山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9年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
高山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成9年4月1日 平成9年11月17日

岐阜県 高山赤十字看護専門学校 専門課程看護学科 平成9年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成9年11月17日 廃止 平成16年3月31日 平成17年3月9日

岐阜県 高山文化服装専門学校 被服専門課程被服学科 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

岐阜県 多治見文化洋裁専門学校 被服専門課程被服専門学科 平成7年11月30日 ～ 平成7年11月30日

岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空生産科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業課程航空生産科 平成19年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空整備科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業課程航空整備科 平成19年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程航空電子制御科 平成7年1月23日 ～ 平成19年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業課程航空電子制御科 平成19年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 専門課程エアポートサービス科 平成13年3月1日 ～ 平成19年3月31日 平成13年3月8日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業課程エアポート・サービス科 平成19年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業課程エアポート・サービス科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業専門課程エアポート・サービス科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業課程航空生産科 平成19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

岐阜県 中日本航空専門学校 工業課程航空整備科 平成19年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成22年11月29日
名称変

更
中日本航空専門学校 工業専門課程航空整備科 平成22年4月1日 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業課程航空電子制御科 平成19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

岐阜県 中日本航空専門学校 工業専門課程エアポート・サービス科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業専門課程航空システム科 平成22年11月29日 ～ 平成28年3月31日 平成22年11月29日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業専門課程航空整備科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

岐阜県 中日本航空専門学校 工業専門課程航空生産科 平成26年1月28日 ～ 平成26年1月28日

岐阜県 中部情報通信専門学校 専門課程情報システム科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 東海デザイン専門学校 洋裁専門課程研究科 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

岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業実務専門課程経理科 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

岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報処理科 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
東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業実務専門課程秘書科 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
東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程医療情報科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岐阜県 東海ビジネス専門学校 文化教養専門課程国際科 平成7年1月23日 ～ 平成9年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成9年3月31日 平成9年11月17日

岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程医療情報科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
医薬事務ToBuCoカレッジ 商業・実務専門課程医療情報科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岐阜県 東海ビジネス専門学校 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
医薬事務ToBuCoカレッジ 商業・実務専門課程ビジネス総合科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岐阜県 東濃看護専門学校 看護専門課程看護学科 平成8年12月4日 ～ 平成8年12月4日

岐阜県 東濃ドレスメーカー専門学校 専門課程服装科 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
アンファッションカレッジ 専門課程ファッション造形科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

岐阜県 土岐自動車工学専門学校 専門課程自動車整備科 平成7年1月23日 ～ 平成17年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
専修学校中部国際自動車大学校 専門課程自動車整備科 平成17年4月1日 平成17年12月26日
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岐阜県 豊田学園医療専門学校 医療専門課程看護学科 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
学校法人豊田学園医療福祉専門学校 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

岐阜県 豊田学園医療専門学校 社会福祉専門課程第一介護福祉学科 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
学校法人豊田学園医療福祉専門学校 社会福祉専門課程第一介護福祉学科 平成8年4月1日 平成8年12月4日

岐阜県 豊田学園調理専門学校
衛生専門課程調理師学科昼間部（修業年限２年
の課程に限る。）

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

岐阜県 日本情報処理専門学校 工業専門課程情報処理科（一部） 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
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科（一部） 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 日本情報処理専門学校 工業専門課程情報処理科（三部） 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
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科（三部） 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 日本情報処理専門学校 工業専門課程情報処理専門科 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
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理専門科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 日本情報処理専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成7年1月23日 ～ 平成7年3月31日 平成7年1月23日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成7年4月1日 平成7年11月30日

岐阜県 日本女子ゴルフ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ研究学科 平成7年11月30日 ～ 平成11年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本女子ゴルフ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ学科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岐阜県 日本女子ゴルフ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ学科 平成11年4月1日 ～ 平成21年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本プロスポーツ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科（一部） 平成7年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理科（三部） 平成7年4月1日 ～ 平成10年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成10年3月31日 平成10年12月21日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報処理専門科 平成7年4月1日 ～ 平成16年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報技術学科 平成16年4月1日 平成17年3月9日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 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
日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成11年4月1日 平成12年2月8日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程キャリアビジネス科 平成7年4月1日 ～ 平成12年3月31日 平成7年11月30日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報事務科 平成12年4月1日 平成13年3月8日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉科 平成11年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成12年2月8日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成15年4月1日 平成16年2月17日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程情報事務科 平成12年4月1日 ～ 平成15年3月31日 平成13年3月8日 廃止 平成15年3月31日 平成16年2月17日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報メディア学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 商業実務専門課程医療福祉学科 平成15年4月1日 ～ 平成16年2月17日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程情報技術学科 平成16年4月1日 ～ 平成22年3月31日 平成17年3月9日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイティブ学科 平成22年4月1日 平成25年1月29日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程ＣＧクリエイティブ学科 平成22年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成25年1月29日
名称変

更
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程クリエイティブ学科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程クリエイティブ学科 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
日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成26年3月31日 平成30年2月28日

岐阜県 日本総合ビジネス専門学校 工業専門課程　ＩＴスペシャリスト学科 平成26年4月1日 ～ 平成30年2月28日

岐阜県 日本中央看護専門学校 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成27年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成27年3月31日 平成28年2月29日

岐阜県 日本プロスポーツ専門学校 文化教養専門課程ゴルフ学科 平成21年4月1日 ～ 平成22年2月26日

岐阜県 日本プロスポーツ専門学校 文化教養専門課程スポーツ学科 平成22年11月29日 ～ 平成22年11月29日

岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程看護学科 平成7年11月30日 ～ 平成23年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成23年3月31日 平成23年12月22日

岐阜県 平成医療専門学院 医療専門課程作業療法学科 平成7年11月30日 ～ 平成28年3月31日 平成7年11月30日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日

岐阜県 平成医療専門学校 医療専門課程視能訓練学科 平成7年1月23日 ～ 平成28年3月31日 平成7年1月23日 廃止 平成28年3月31日 平成29年2月28日
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岐阜県 平成医療専門学校 医療専門課程理学療法学科 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

岐阜県 ベルフォート・アカデミーオブビューティ 衛生専門課程美容科 平成17年3月3日 ～ 平成17年3月3日

岐阜県 美鈴文化服装専門学校 専門課程洋裁科 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

岐阜県 若草ドレスメーカー専門学校 専門課程デザイナー科 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

岐阜県 若草ドレスメーカー専門学校 専門課程服飾科 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
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