
修了者が高度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

北海道 大原簿記情報専門学校札幌校 商業実務専門課程会計システム４年制学科 平成20年2月29日 ～ 平成20年2月29日

北海道 札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成24年4月1日 ～ 令和2年2月29日 平成25年1月29日 不適合 令和2年2月29日 令和2年2月29日

北海道 札幌医学技術福祉専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成22年2月26日 ～ 平成24年3月31日 平成22年2月26日
名称変

更
札幌医学技術福祉歯科専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成24年4月1日 平成25年1月29日

北海道 札幌リハビリテーション専門学校 医療専門課程作業療法士科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道 札幌リハビリテーション専門学校 医療専門課程理学療法士科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道
専修学校ファーイースタンステイトユニバーシ
ティ函館校

文化・教養専門課程ロシア地域学科 平成17年12月9日 ～ 平成19年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専修学校ロシア極東大函館校 文化・教養専門課程ロシア地域学科 平成19年4月1日 平成20年2月29日

北海道 専修学校ロシア極東大函館校 文化・教養専門課程ロシア地域学科 平成19年4月1日 ～ 平成20年2月29日

北海道 専門学校北日本自動車大学校
工業専門課程自動車整備科（一級整備士コー
ス）

平成22年2月26日 ～ 平成22年2月26日

北海道 専門学校日本福祉看護・診療放射線学院 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校日本福祉看護・診療放射線学院 医療専門課程診療放射線学科 平成22年2月26日 ～ 平成31年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成31年3月31日 令和2年2月29日

北海道 専門学校日本福祉看護学院 医療専門課程看護学科 平成17年12月9日 ～ 平成21年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専門学校日本福祉看護・診療放射線学院 医療専門課程看護学科 平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 専門学校日本福祉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17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道 専門学校日本福祉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17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 医療専門課程言語聴覚学科 平成19年2月28日 ～ 平成19年2月28日

北海道 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 医療専門課程診療放射線学科 平成19年2月28日 ～ 平成21年3月31日 平成19年2月28日 廃止 平成21年3月31日 平成22年2月26日

北海道 専門学校北海道自動車整備大学校 工業専門課程一級自動車整備学科 平成18年6月30日 ～ 平成18年6月30日

北海道 専門学校北海道体育大学校 文化・教養専門課程スポーツ未来学科 平成20年2月29日 ～ 平成29年3月31日 平成20年2月29日
名称変

更
北海道スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ未来学科 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成31年4月1日 ～ 令和2年2月29日

北海道 専門学校北海道福祉大学校 教育・社会福祉専門課程社会福祉学科 平成21年2月27日 ～ 平成31年4月1日 平成21年2月27日
名称変

更
専門学校北海道福祉・保育大学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成31年4月1日 令和2年2月29日

北海道 専門学校北海道保健看護大学校 医療専門課程保健看護学科 平成18年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成19年2月28日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

北海道 専門学校北海道リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月28日

北海道 専門学校北海道リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科 平成18年4月1日 ～ 平成19年2月28日

北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程作業療法学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道 北都保健福祉専門学校 医療専門課程理学療法学科 平成17年12月9日 ～ 平成17年12月9日

北海道 北都保健福祉専門学校 教育・社会福祉専門課程　社会福祉学科 平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日 平成23年12月22日 廃止 平成25年1月29日

北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報システム研究科 平成17年12月9日 ～ 平成22年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
北海道情報専門学校 工業専門課程情報大学併学科 平成22年4月1日 平成22年11月29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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北海道 北海道情報専門学校 工業専門課程情報大学併学科 平成22年4月1日 ～ 平成22年11月29日

北海道 北海道スポーツ専門学校 文化・教養専門課程　スポーツ未来学科 平成29年4月1日 ～ 平成30年2月28日 平成29年3月31日 平成30年2月28日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程バイオテクノロジー科（４年制） 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
北海道ハイテクノロジー専門学校

医療専門課程バイオテクノロジー学科（４年
制）

平成21年4月1日 平成22年2月26日

北海道 北海道ハイテクノロジー専門学校
医療専門課程バイオテクノロジー学科（４年
制）

平成21年4月1日 ～ 平成28年3月31日 平成22年2月26日 廃止 平成28年3月31日 平成30年2月28日

北海道 吉田学園保健看護専門学校 医療専門課程保健看護学科 平成17年12月9日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専門学校北海道保健看護大学校 医療専門課程保健看護学科 平成18年4月1日 平成19年2月28日

北海道 吉田学園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12月9日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専門学校北海道リハビリテーション大学校 医療専門課程作業療法学科 平成18年4月1日 平成19年2月28日

北海道 吉田学園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12月9日 ～ 平成18年3月31日 平成17年12月9日
名称変

更
専門学校北海道リハビリテーション大学校 医療専門課程理学療法学科 平成18年4月1日 平成19年2月28日
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